
 

Instructions for use

Title 北海道中央部，大雪火山群の地質学的および岩石学的研究 : 島弧会合部における長期火山活動とマグマ変遷
の関連について

Author(s) 石毛, 康介

Citation 北海道大学. 博士(理学) 甲第12869号

Issue Date 2017-09-25

DOI 10.14943/doctoral.k12869

Doc URL http://hdl.handle.net/2115/67397

Type theses (doctoral)

File Information Kosuke_Ishige.pdf

Hokkaido University Collection of Scholarly and Academic Papers : HUSCAP

https://eprints.lib.hokudai.ac.jp/dspace/about.en.jsp


 
 

 

博士学位論文 

 
 

北海道中央部，大雪火山群の地質学的および岩石学的研究 

－島弧会合部における長期火山活動とマグマ変遷の関連について 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

石毛 康介 

 
 

北海道大学大学院理学院 

自然史科学専攻 

 

平成 29年 9月 

 
 
 



目次 

要旨-----------------------------------------------------------------------------------------------1 

 

第Ⅰ章 はじめに  

１－１ 長期火山活動史研究---------------------------------------------------------------5 

１－２ 大雪火山群における先行研究---------------------------------------------------8 

１－３ 本研究の目的-----------------------------------------------------------------------10 

 

第Ⅱ章 研究手法 

２－１ はじめに-------------------------------------------------------------------------------16 

２－２ 地形解析-------------------------------------------------------------------------------16 

２－３ 地質調査-------------------------------------------------------------------------------16 

２－４ 年代測定-------------------------------------------------------------------------------16 

２－５ 顕微鏡観察----------------------------------------------------------------------------18 

２－６ 地球化学分析-------------------------------------------------------------------------18 

 

第Ⅲ章 大雪火山群の火山地質 

３－１ 地形概略-------------------------------------------------------------------------------21 

３－２ 地質概略-------------------------------------------------------------------------------23 

３－３ 大雪火山群古期噴出物-------------------------------------------------------------25 

３－３－１ 主山体 

３－３－２ 東部単成火山体 

３－４ 大雪火山群新期噴出物-------------------------------------------------------------35 

３－４－１ Y1サブステージ 

３－４－２ Y2サブステージ 

３－４－３ Y3サブステージ 

 

第Ⅳ章 大雪火山群噴出物の岩石学的特徴 

４－１ はじめに-------------------------------------------------------------------------------76 

４－２ 記載岩石学的特徴-------------------------------------------------------------------76 

４－２－１ 古期噴出物 



４－２－２ 新期噴出物 

４－３ 全岩化学組成-------------------------------------------------------------------------81 

４－４ 希土類元素パターン----------------------------------------------------------------82 

４－５ 同位体比-------------------------------------------------------------------------------83 

４－５－１ Sr及び Nd同位体比 

４－５－２ Pb同位体比 

４－６ まとめ----------------------------------------------------------------------------------84 

 

第Ⅴ章 活動年代と時間－噴出量積算階段図 

５－１ はじめに-------------------------------------------------------------------------------99 

５－２ 大雪火山群のマグマ噴出量-------------------------------------------------------99 

５－２－１ 基盤地形の推定 

５－２－２ 大雪火山群噴出物の体積 

５－３ 活動年代-----------------------------------------------------------------------------102 

５－４ 時間－噴出量積算階段図の作成手法-----------------------------------------104 

５－５ マグマ噴出率の推定--------------------------------------------------------------105 

 

第Ⅵ章 大雪火山群の形成史 

６－１ はじめに-----------------------------------------------------------------------------113 

６－２ 大雪火山群の形成史--------------------------------------------------------------113 

６－２－１ 長期火山活動史 

６－２－２ 旭岳の火山活動史 

６－３ 古期活動と新期活動の比較-----------------------------------------------------116 

 

第Ⅶ章 大雪火山群のマグマ変遷 

７－１ はじめに-----------------------------------------------------------------------------118 

７－２ マグマの成因-----------------------------------------------------------------------118 

７－２－１ 古期マグマの成因 

７－２－２ 新期マグマの成因 

７－３ 旭岳サブグループにおける短期マグマ変遷--------------------------------120 

７－４ まとめ--------------------------------------------------------------------------------121 



第Ⅷ章 大雪火山群の発達モデルと北海道中央部における火山活動の特徴 

８－１ マントルダイアピルモデルからみたマグマ噴出率の変化の解釈-----124 

８－２ 大雪―十勝火山列全体における長期火山活動-----------------------------125 

８－３ 北海道中央部における後期更新世のテクトニクスの変遷--------------125 

８－４ 大雪火山群の発達モデル--------------------------------------------------------126 

 

第Ⅸ章 旭岳の後期活動と活動評価及び火山防災 

９－１ はじめに-----------------------------------------------------------------------------132 

９－２ 地獄谷爆裂火口形成噴火（JD-1噴火）の推移----------------------------132 

９－３ 地獄谷爆裂火口形成後の噴火活動--------------------------------------------135 

９－４ 旭岳の活動度評価-----------------------------------------------------------------136 

９－５ まとめ--------------------------------------------------------------------------------137 

 

第Ⅹ章 結論-----------------------------------------------------------------------------------141 

 

謝辞-----------------------------------------------------------------------------------------------142 

引用文献-----------------------------------------------------------------------------------------143 

Appendix 



1 

 

要旨 

大雪火山群は千島弧の最南端に位置する大雪―十勝火山列の北部を構成し，1 

Ma 以降に活動した安山岩質の成層火山および溶岩ドーム群を形成してきた．大

雪火山群の全域に及ぶ地質学的研究は，主に地形の保存状態に基づいた複数の

層序学的研究が行われてきたが，1980 年以降ほとんど進展がない．またそれら

の層序区分に基づき，K-Ar 年代測定が行われているが (NEDO, 1990) ，得られ

た年代値は層序と矛盾することが多く，また年代値のばらつきが大きかった．一

方，岩石学的研究についても，個々の代表的な火山についてのマグマ変遷は研究

されてきたが（例えば，佐藤・和田, 2007），火山群の全体についての長期マグ

マ変遷に関する研究は行われていない．そこで本研究では，まず大雪火山群全体

の詳細な地質調査，岩石学的検討及び系統的な放射性年代測定を行い，火山体の

構造，形成史及び地下深部のマグマ変遷について明らかにすることを目指した． 

大雪火山群の活動は，噴出中心，地形の保存状態，岩石学的特徴及び活動年代

から古期 (ca. 1 Ma～ca. 0.7 Ma) と新期 (ca. 0.2Ma～) に区分される．K-Ar 年代

測定の結果，0.66～0.16 Ma を示す噴出物は認められず，古期と新期との間には

約 50 万年間の活動休止期が存在したことが明らかとなった．古期では，安山岩

質溶岩からなる平坦面状の地形で特徴づけられる，南北に配列した複数の楯状

火山体が形成された．また，同時期には火山群東方で，小規模な単成火山を複数

形成する活動があったことも明らかになり，高根ヶ原東方火山群と命名した．新

期では，複数の成層火山体や溶岩ドームが火山群中央部～北部に形成された．さ

らに新期の活動は噴火様式の違いに基づいて，Y1, Y2 及び Y3 の 3 つのサブス

テージに細分できる．Y1 サブステージ (0.2～0.05 Ma) では，火山群北西部～中

央部に成層火山及び複数の溶岩ドームを形成した．Y2 サブステージ (34 ka) で

は，本火山群においては例外的な大規模な火砕噴火が発生し，火山群中央部に直
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径 2 km の御鉢平カルデラが形成された．Y3 サブステージ (34 ka～0 ka) では，

噴出中心が大雪火山群の南西部に移動し，成層火山である旭岳や複数の溶岩ド

ームが形成された．さらにＹ3 サブステージの中でも最新の火山体である旭岳火

山を対象により解像度の高い噴火史の検討を行った．その結果，旭岳の活動を主

にマグマ噴火を行った前期と水蒸気噴火を行った後期活動に分けられ，前期活

動は約 5,000 年前に終了したことが分かった．後期では 2,800 年前と 700 年前に

水蒸気噴火が発生したことが明らかになった．本火山群の岩石は玄武岩質安山

岩～デイサイトであり，多くの岩石には苦鉄質包有物が含まれる．これら岩石の

全岩 SiO2 量は母岩では 54～69 wt. %，苦鉄質包有物では 52～59 wt. %である．

全岩化学組成で見ると，主・微量成分組成及び Sr・Nd・Pb 同位体比で，古期と

新期の苦鉄質包有物では区別ができないが，母岩では両活動期で明瞭に区別が

できた． 

次にこれらの地質学的及び岩石学的データをもとに以下の議論を行った．ま

ずそれぞれの活動期の地質ユニット毎の噴出量を求め，それらと放射年代デー

タに基づき，100 万年間の大雪火山群の時間－累積噴出物量図（階段図）を初め

て作成した．そして長期噴出率の時間変化を検討した．平均噴出率は，古期が 

>0.08 km³DRE / ky，新期が >0.3 km³DRE /ky であるが，古期については，0.82～

0.74 Ma の間で噴出率が 0.4 km3 DRE /ky となり，最も高くなる．新期の各サブ

ステージで，カルデラを形成した Y2 サブステージを除くと，Y1 サブステージ

では 0.11～0.09 Ma の間，Y3 サブステージでは 15～9 ka で噴出率が最も高くな

る．このように活動期毎で，噴出率が最初は低く，途中で最大となり，後半でま

た低下する変化が認められた．これは単一のマントルダイアピルの上昇と冷却

で説明が可能であり，大雪火山群では数万～数十万年程度の寿命のマントルダ

イアピルが活動期に対応して複数回上昇したと考えられる．また，50 万年間の
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活動休止期は，本火山群南方に位置するトムラウシ火山群でもほぼ同時期に長

期の活動休止期が報告されている．このことから，この時期に北海道中央部の火

山活動に広範囲にわたって影響を及ぼすような事象が発生したと考えられる．

これは島弧会合部という場が関係していると考えられるが，詳細は今後の課題

である．さらに最近の約 2 万年間の活動履歴を解析し，特に旭岳山体の長期活

動評価も行った．その結果，現在の旭岳のマグマ活動は低調になりつつあり，水

蒸気噴火の発生する可能性は高いものの，中長期的には活動を終え，新たな火山

体の形成に引き継がれる可能性を指摘できた． 

 次にマグマの長期変遷を検討した．古期と新期の溶岩はいずれも苦鉄質包有

物を普遍的に含むことや各活動期での全岩化学組成変化の特徴から，苦鉄質マ

グマと珪長質マグマの端成分マグマ混合が支配的なプロセスであったと考えら

れる．液相濃集元素比や同位体比によると，古期と新期いずれの珪長質マグマも

苦鉄質マグマの結晶分化作用だけでは生成できず，地殻の部分溶融や AFC 

(Assimilation and Fractional Crystallization) プロセスが必要である．古期及び新期

とも，高温側マグマである苦鉄質マグマは類似しており，100 万年間を通じて大

きな変化はない．一方，珪長質マグマは古期では苦鉄質包有物と母岩の Sr 同位

体比や Rb や Zr などの液相濃集元素比が異なり，また多様である．一方，新期

では苦鉄質包有物と母岩の同位体比が類似し，また新期を通じて珪長質マグマ

は均質となる．これらことから，苦鉄質マグマが地殻物質と相互作用を起こし珪

長質マグマを生成する場合，古期では地殻物質が不均質であるため多様な珪長

質マグマが生じたのに対し，新期では均質な地殻物質を部分溶融して均質な珪

長質マグマが生じたと考えられる．つまり，古期の活動から新期が活動するまで

に，大雪火山群の地殻が均質化したことになり，その原因は古期活動の苦鉄質マ

グマが地殻と相互作用をした結果と推定できる．このことは新期の珪長質マグ
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マの同位体比組成が苦鉄質マグマのそれと類似していることとも調和的である． 
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第Ⅰ章 はじめに  

 
１－１ 長期火山活動史研究の意義 
 

火山群を作るような火山の寿命は数万年から数十万年と考えられている（守

屋, 1983）．火山の寿命を通じたマグマの生成・進化・噴出までの一連のプロセ

スが，どのような時間スケールで進行するのかは不明な点が多い．長期（数万年

間～100 万年間）のマグマプロセスを理解するためのアプローチとして，長期の

火山噴火史を定量的に明らかにすることが重要である．火山地質学的調査によ

って得られたマグマ噴出量のマグマの化学組成，噴火様式，火口分布，噴出年代

といったデータは，マグマの生成・進化・噴出までの一連のプロセスの物理モデ

ル構築のために基本的で不可欠な情報である．そのような火山発達史の定量的

理解の試みとして，時間－累積噴出物量図（階段図）の作成が挙げられる．時間

－累積噴出物量図は，火山の噴火活動を積算噴出量の時間変化という観点で定

量的に理解できる図で，Nakamura (1964) によって提案された．しかし，このよ

うな検討が行われている火山は限られている．その要因の一つとして，噴火年代

の定量が難しいことが挙げられる．噴火が数十年前～数百年前程度の歴史時代

に発生したのであれば，観測記録や古記録から見積もりが可能な場合がある．観

測記録がない噴火もしくは歴史時代以前の噴火に対しては，例えばフィッショ

ン・トラック法や放射性同位体元素を用いた年代測定によって決定するのが一

般的である．特に，数百年前～4 万年前程度の噴出物であれば，火山噴出物中の

炭化木や噴火堆積物を覆う，もしくは覆われる有機物の 14C 年代測定を行うこと

によって噴火年代を高精度に決定することが可能である．14C 年代測定法では定

量限界を超えてしまうようなさらに古い噴出物（5 万年前以前）については，K-
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Ar 法よって岩石から直接年代測定するのが一般的である．しかしながら，K-Ar

年代測定法は，原理として 40K の半減期（1.248×109 年）を利用する．そのため

100 万年前以降に噴火した岩石の年代測定は，測定すべき岩石に含まれる娘核種

の希ガス量が質量分析計の検出限界に近いため困難であった．このような噴火

年代の定量の難しさに加えて，長期の火山発達史の研究は，データ収集に多大な

労力と時間が必要なため，火山発達史の検討例は数百年間～数万年間スケール

が多いのが現状である（例えば, 樽前火山；Nakagawa et al., 2012，焼岳火山；及

川, 2002，十勝岳火山；藤原ほか, 2007）．しかし 1990 年代以降，分析機器の

感度の向上や手法の改良及び K-Ar法を発展させた Ar-Ar法の開発によって分析

精度がめざましく向上し，噴出年代が数十万年前～数万年前程度の火山岩の正

確な年代測定が可能になった（例えば，松本, 1989；Itaya et al., 1984）．そのた

め，改良された年代測定技術を活用した，長期火山発達史の検討が試みられるよ

うになった．詳細な時間軸が挿入された高解像度の長期火山発達史の検討例の

先駆けは Hildreth and Lanphere (1994a) による Mount Adams 火山を対象とした研

究があげられる．Hildreth and Lanphere (1994a) は火山群の成長を定量的に評価す

る試みとして，Mount Adams 火山全体を対象にした地質調査と多数の K-Ar 年代

測定を行い，時間－累積噴出物量図を作成した (Fig. 1-1)．この試みによって，

火山活動における噴出率は長期にわたって一定に成長するのではなく，噴出率

が急激に高くなる時期や，活動低調期が存在することが明らかになった．このよ

うな，火山の成長の中で見いだされた噴出率の変化をもたらす要因は，地下深部

からのマグマ供給量の変化や，地殻の状態（応力やひずみ速度）の変化，地球環

境の変動（例えば，氷河の前進や後退）の影響など，様々な仮説が挙げられてい

る．これらの検証には，異なったテクトニクス，マグマタイプの火山の長期発達

史に関する事例研究を比較検討することが重要である．しかしながら，精度の良
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い数十万年にわたる噴火史の検討例は地質調査や年代測定などのデータ収集に

多大な労力が必要なため，世界的にも研究例が少なく (Table 1-1)，100 万年スケ

ールの研究例は前述した Hildreth and Lanphere (1994a) の他，Hildreth et al. (2003a)

や Bacon and Lanphere (2006)，Hildreth et al. (2003b)，Singer et al. (1997)，Nishiki et 

al. (2011) 及び Frey et al. (2004) くらいしかないのが現状である．さらに，これ

ら研究について評価すると，例えば北米大陸～アラスカの火山を対象にした研

究例は，山体に対する氷河による浸食作用が大きく，時代が古くなるにつれて解

像度が悪くなる問題がある．このように解像度の良い長期の火山発達史の研究

例は少なく，現状として異なったテクトニクス，マグマタイプの火山における

個々の検討事例を積み重ねていくことが重要な段階であると考えられる． 

本研究では長期火山発達史の研究対象として北海道中央部の大雪火山群に注

目した．大雪火山群を長期的な火山活動を研究の対象とすることは，次のような

利点がある．まず，特殊なテクトニクスセッティング下の火山活動の特徴を検討

できるという点である．北海道中央部は千島弧と東北日本弧の島弧会合部とい

うに位置しており，太平洋プレートの斜め沈み込みや前弧の衝突などの活発な

造構運動を強く反映して火山活動が継続していることが予想される．そのため，

テクトニクスの変化と火山活動の変遷の関係について検討が可能である．次に，

北海道中央部には複数の第四紀火山からなる大雪―十勝火山列が形成しており，

このうち火山列南部を構成するトムラウシ火山群や十勝岳火山群は先行研究に

よって詳しい火山発達史が明らかにされている．そのため火山列の北部を構成

している大雪火山群の発達史が明らかになれば，火山群のみならず火山列全体

を通した，より広範囲の火山活動の検討が可能である．これら学術的な利点に加

えて，大雪火山は気象庁の指定する活火山であり，復元された詳細な噴火史は火

山防災対策の重要な基礎資料として活用できるため，社会的意義の面からも重
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要な研究である． 

 

１－２ 大雪火山群における先行研究 

 

本研究の対象である大雪火山群は，島弧会合部である北海道中央部に位置し, 

延長 80 km の大雪―十勝火山列の北部を構成する (Fig. 1-2)．その活動は 1 Ma 以

降に始まり，現在までに 20 以上の安山岩質の成層火山及び溶岩ドームを形成し

た．これまでの大雪火山群の全域に及ぶ地質学的研究は，国府谷 (1966) による

図幅調査や勝井ほか (1979) による報告書がある．しかしながら，これらの研究

における層序の検討は主に地形の保存状態に基づいており，系統的な放射年代

測定もほとんど行われていない (Fig. 1-3)．その後，岩石学的研究については，

特定の火山活動についての詳細なマグマ変遷が研究されてきた（例えば，佐藤・

和田, 2007, 2012）が，大雪火山群全体の地球科学的分析は，Katsui (1984) に

よる微量元素及び Sr 同位体比の報告があるものの，測定試料数が少なく，測定

した試料についても確立した層序に基づいた選定がおこなわれていない問題が

あった．放射年代測定については，NEDO (1990) による K-Ar 年代調査が行われ

たが，得られた年代値は層序と矛盾することが多く，同一層順であっても測定機

関ごとの年代値にばらつきがみられ，層序の再検討を行うことはできなかった．

このように大雪火山群全域の地質学的岩石学的研究は 1980 年代以降，ほとんど

進展していないのが現状である．一方，個々の火山体及び活動期について研究し

た例はいくつか挙げられる．例えば，約 3 万 4 千年前に形成した御鉢平カルデ

ラ（勝井ほか, 1979・中村・平川, 2000）の噴火史について研究した例や（目

次, 1987，安田ほか, 2015），そのマグマ供給系についての研究（佐藤・和田, 

2012）がある．御鉢平カルデラ形成後，カルデラ西方では旭岳を中心とする複数
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の火山体が形成されたが，それら活動した火山体についての地質学的・岩石学的

研究も行われているが，これまでの研究では層序について異なった解釈が提案

されている (Fig. 1-4)．国府谷ほか (1968) は,後
うしろ

旭
あさひ

岳
だけ

火山を御鉢平カルデラ形成

期以前の山体とし,御鉢平カルデラ形成後，カルデラ西方では熊ヶ岳,旭岳火山が

形成されたとした．一方，勝井ほか (1979) は御鉢平カルデラ西方では旭岳・熊

ヶ岳火山に加え，後旭岳火山及び南方約 2.5 km に位置している小旭
ぽんあさひ

岳
だけ

火山 (Fig. 

3-2) も御鉢平カルデラ形成後の火山体とした (Fig. 1-4)．旭岳火山については，

その噴火史の研究に加えて, マグマの時間変遷などの岩石学的研究も行われて

いる．和田ほか (2001, 2003) は旭岳火山体に形成された地獄谷爆裂火口の形成

年代が 2,000～3,000 年前であり，最新の水蒸気噴火が 250 年前以降に起こった

ことを明らかにした．また，佐藤・和田 (2007) は旭岳火山の活動を，溶岩を流

出して山体下部を形成した Stage 1，火砕丘を形成した Stage 2，水蒸気爆発をし

た Stage 3 に区分した (Fig. 1-4)．佐藤ほか (2005) 及び佐藤・和田 (2007) によ

る岩石学的研究によって，旭岳におけるマグマ供給系の検討が行われており，旭

岳火山のマグマはデイサイト質，安山岩質及び玄武岩質マグマの３端成分マグ

マ混合の産物であると指摘されている． 

このように旭岳火山についてはこれまで多数の地質学的・岩石学的研究が行

われているものの，御鉢平カルデラ形成後のカルデラ西方地域では，旭岳の活動

にいたるまでの後旭岳火山や熊ヶ岳火山などの複数の火山体を含めた火山活動

史の詳細については明らかになっていない．また，旭岳の最新の活動については，

勝井ほか (1979) の研究以降，和田ほか (2001) で噴火履歴が議論され，奥野 

(2003) で２つの 14C年代が測定されている．さらにその後の研究成果を受けて，

活火山総覧（気象庁編，2013）に完新世の活動がまとめられているが，その根拠

となるデータの公表は現在まで進んでいない． 
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１－３ 本研究の目的 

 

本研究では，大雪火山群全体の詳細な地質調査，岩石学的検討及び系統的な放

射性年代測定を行い，詳細な年代軸が刻まれた形成史と火山発達時における地

下深部のマグマ変遷について明らかにすることを目的とした． 
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第Ⅱ章 研究手法 

 

２－１ はじめに 

 

 ここでは本研究で用いた研究手法について述べる．なお，本研究における全て

の試料の採取位置は Fig. 2-1，Fig. 2-2 及び Appendix C に，K-Ar 年代測定した各

試料の採取位置は Fig. 3-5 に示す． 

 

２－２ 地形解析 

 

噴火履歴の解明のためには空中写真観察による地形解析と現地での地質調査

が基本である．空中写真は調査範囲内のモノクロ密着写真（国土地理院，1977 年

カラー撮影，縮尺 1 万 5 千分の 1）を主に使用し，反射実体鏡を用いた実体視に

よる判読を行った．本研究ではそれらに加えて，国土地理院の「基盤地図情報（数

値標高モデル）5 m メッシュ（標高）」から地図ソフトウェアであるカシミール

3D を用いて作成した地形陰影図と，一部地域については北海道開局によるレー

ザー測量結果を用いた 1 m メッシュの DEM で作成した赤色立体地図を用い，特

に堆積物の分布と火口の分布の詳細を検討した． 

 

２－３ 地質調査 

 

 地表踏査は火山群全域の溶岩やテフラ層，岩屑なだれ及びラハール堆積物を

調査した．それに加えて噴火年代決定のための調査を行った．調査対象地域に分
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布する個々のテフラは，上下を土壌層で挟まれるものをひとつの噴火堆積物と

して識別した． 

  

２－４ 年代測定 

 

放射性炭素年代測定は全て加速器分析研究所 (IAA) に依頼し，加速器質量分

析計 (NEC Pelletron 9SDH-2) を用いて測定した．試料は木炭及び土壌で，土壌

については酸処理後，木炭については酸・アルカリ・酸洗浄後，それぞれの残渣

を超純水で中性になるまで希釈し，乾燥させたものを測定した．14C 年代は Libby

の半減期（5,568 年）を用いて算出し，試料の値を δ 13C 用いて同位体分別効果

を補正した．測定誤差は 1σ で示した．測定結果及び先行研究で報告されている

14C 年代の暦年較正には，14C 年代－暦年代較正曲線 IntCal13 (Reimer et al., 2013) 

及び較正プログラム OxCal v4.2 (Bronk Ramsey, 2009) を用いた． 

次に K-Ar 年代測定について述べる．K-Ar 年代測定した各試料は新鮮であり，

灼熱減量は 3 %以下である．K-Ar 年代測定は産業技術総合研究所において，以

下の手順で行った．岩石試料を軟鉄乳鉢で粉砕したのち，0.25～0.50 mm 径にふ

るい分け，その中から可能な限り結晶片を除去した石基濃集フラクションをア

ルゴン同位体測定用試料とした．カリウムの定量は，アルゴン同位体測定用試料

をさらにメノウ乳鉢で粉末化したものを用いた．アルゴン同位体測定は，VG-

Isotopes 1200C 型希ガス質量分析計を用い，38Ar 濃縮スパイクによる同位体希釈

法で行った．アルゴン同位体の測定手順及び放射起源 40Ar 定量に対する誤差の

算出方法は，宇都ほか (1995) に従った．カリウムの定量は，アサヒ理化学製作

所 FP-33D 型炎光光度計を用い，内部標準としてリチウムを添加する炎光光度

法（松本，1989）を採用した．カリウム定量に対する誤差は，± 0.5%（1σ 水準）
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であった．年代値の算出にはSteiger and Jäger (1977) の壊変定数 λ (40K) =5.543×10-

10yr-1, λε (40K) ＝0.581×10－10y-1，λβ＝4.962 ×10－10y-1，40K/K＝0.01167 atm.%を用

いた．測定結果を Table 3-1 に示す．なお，試料番号 E044，B079，E041，E030，

E053 については独立した Ar 定量測定を２回行った．測定結果は，E044，B079，

E041 及び E030 は 1σ の範囲で一致した．E053 についてはばらつきが大きいも

のの，2σ の範囲で一致した．このことから，分析技術上の問題はないと判断で

きる．測定した試料の詳細については Appendix A に記載する． 

 

２－５ 顕微鏡観察 

 

 採取した試料については鏡下観察を行い，その中の代表的な試料については

モード組成分析を行った．モード組成はモードカウンターを用いて 1 枚の薄片

につき 2000 ポイント以上カウントした． 

 

２－６ 地球化学分析 

 

 全岩化学組成分析は，試料中に苦鉄質包有物などの異なる岩質の部分が共存

する場合，それらをできるだけ分別して，それぞれを個別の試料として粉砕し，

粉末試料を２倍に希釈したガラスビードを作成した．分析は，北海道大学理学部

の XRF（スペクトリス社製 MagiX Pro）で，主・微量成分を測定した．定量値は

産業技術総合研究所の標準試料を用いて作成した検量線を基に求めた． 

希土類元素等の微量元素組成は，誘導型プラズマ質量分析計（Thermo electron

社製，X-series）を用いて測定した．試料の分解手順及び分析方法は，宮下ほか 

(2007) に従った． 
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Sr・Nd・Pb 同位体比は，北海道大学設置のマルチコレクター型 ICP-MS 

(NEPTUNE plus) を用いて測定した．試料の分解・分離手順については，Sr 同位

体分析と Nd 同位体分析は Pin and Zalduegui (1997) を，Pb 同位体分析は Kuritani 

and Nakamura (2002) に従った．同位体比における質量分別は 146Nd/144Nd=0.7219，

86Sr/88Sr=0.7219 で内部補正し，さらにスタンダードブラケット法を適用して，試

料と同時に測定した，Nd 同位体の標準試料 JNdi-1 の 143Nd/144Nd=0.512117, Sr 同

位体の標準試料NIST987の 86Sr/88Sr=0.710214及び Pb同位体の標準試料NIST981

の 206Pb/204Pb=16.9424 及び 207Pb/204Pb=15.003 を用いて規格化した (Kuritani and 

Nakamura, 2003)． 

これら全ての測定結果は Appendix B に記載する． 
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第Ⅲ章 大雪火山群の火山地質 

 

３－１ 地形概略 

 

大雪火山群全域の地形陰影図を Fig. 3-1 に示す．大雪火山群は北海道の中央部

に位置し，火山体の分布は東西・南北方向に約 20 km，面積は約 240 km2に達す

る．大雪火山群は北部～東部を石狩川が流れる谷と西部～南部を忠別川に挟ま

れた地域に 1,600～2,000 m 級の台地を形成している．地形的な特徴から，その

火山体は北部～中央部，南部及び東部に大別できる．南部の火山体は北部～中央

部の火山体よりも地形の保存状態が悪いのが特徴で，五色岳や忠別岳，凡忠別岳

といった複数の小ピークを中心とした，緩い傾斜面が長く連続する平坦状の火

山体が形成している．これらの火山体は開析が進んでおり，山頂部及び末端部は

浸食によって失われている．火山群北部～中央部の山体には溶岩じわや溶岩堤

防等の火山微地形や火口の保存状態が良く，中央部には直径約 2 km の御鉢平カ

ルデラが形成し，その周囲には，凌雲岳や北鎮岳などの複数の小ピークが認めら

れる．また，火山群西部～北西部に位置には大雪火山群の中で最も大きい火山体

である旭岳及び永山岳が形成している．火山群の東方には，十勝三股カルデラの

カルデラ壁を構成する石狩岳を中心とする山体と大雪山に挟まれた平坦な盆地

が広がっている．盆地の中央に流下している石狩川沿いには，大雪火山群の山体

とは弧立分布し，これまでは特に認識されてこなかった，それぞれが独立した５

つの小火山体が認められる．ホロカ石狩川の南方では，基底直径約 0.5～1.5 km

の円錐台状もしくは円錐状の小型の４つの火山体が南北方向に配列している 

(Fig. 3-1)．一方，ホロカ石狩川北方の山体は，山頂（標高 1,376 m：地点 AE, Fig. 
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2-1）から南東に向かって約 4 km の緩傾斜を持つ，今回認識された５火山の中で

は，比較的大型の火山体が認められる．これら５つの火山体はいずれも互いに接

しておらず，火口や溶岩じわなどの微地形は認めらない． 

 次に大雪火山群の中でも新しい火山体である御鉢平カルデラ西方の旭岳，熊

ヶ岳，後旭岳の地形について述べる．旭岳サブグループの地形分類図を Fig. 3-2

に，旭岳地獄谷火口周辺の赤色立体地図を Fig. 3-3 に示す．御鉢平カルデラの西

方に位置する旭岳サブグループは旭岳・熊ヶ岳・後旭岳火山の火山体から構成さ

れており，南部の忠別川，そして北部のピウケナイ沢に挟まれている．小旭岳火

山は基底直径 1.5 km の山体で，山体は火口や溶岩じわなどの微地形は認められ

ず，地形の保存状態が熊ヶ岳，後旭岳，旭岳火山と比べ悪い．熊ヶ岳火山は旭岳

火山の北東部に位置し，山体の基底直径は約 2 km である．山頂部には直径約 600 

m の火口があり，少なくとも２つの火口（熊ヶ岳山頂第１火口（KC1：新称）・

熊ヶ岳山頂第２火口（KC2：新称））が複合している (Fig. 3-2a)．また，熊ヶ岳

の山体南東部には馬蹄形にえぐられた火口（熊ヶ岳山頂第３火口（KC3：新称））

が認められる．後旭岳は基底直径約 2 km の急峻な山体であり，累重した溶岩か

らなる．また，山頂部には直径約 250 m の円形の火口が形成されている． 

旭岳は分布面積が約 40 km2に達する火山体であり，噴出物は，山頂部から西

部～南部にかけて広く分布している．西麓に分布する溶岩は幅が狭く，流走距離

が長いのが特徴で，多数累重している．これらの溶岩には溶岩堤防や溶岩じわな

どの地形が明瞭に保存されており，各ローブの被覆関係の識別は容易である 

(Fig. 3-2a)．一方，南麓には幅広い舌状の溶岩が多数累重して分布しており，忠

別川沿いでは浸食を受けて急崖を形成している．旭岳中腹には比高 100～150 m

の分厚い溶岩が分布しており，それらを覆うように比較的小規模な溶岩が多数

累重している．旭岳の標高 1,600 m 以上からは円錐状の火砕丘が形成されてお
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り，下部の溶岩を覆っている．この火砕丘には西側に開口した長径 1.5 km×短径

500 m の馬蹄形の地形が認められ (Fig. 3-3)，地獄谷爆裂火口と呼ばれる（勝井

ほか，1979）．地獄谷爆裂火口の西側には，姿見の池を代表として，直径数十

m~100 m 以下の円弧状の凹地が多数認められる（旭岳西火口群（WC：新称））．

これらの火口群は旭岳火砕丘形成後に起こった水蒸気噴火により形成されたと

推定されている（勝井ほか，1979）．これら火口の形成年代については第Ⅸ章で

詳しく述べる．また，旭岳の東斜面には直径 30 m の円弧状の凹地も１つ認めら

れる（旭岳東火口（EC；新称））．  

 

３－２ 地質概略 

 

 本論で記述する主要な露頭の位置を Fig. 2-1 及び Fig. 2-2 に，地質図を Fig. 3-

5, Fig. 3-8 及び Fig. 3-10，断面図を Fig. 3-6 及び Fig. 3-9 に示す．ユニットは主に

溶岩 (Lava)，火砕岩 (Pyroclastic Rock) 及び火山砕屑物 (Volcaniclastics) に分け

て命名した．複数枚の溶岩で構成されるユニットに対しては溶岩類 (Lavas) と

した．火砕岩は直接火山活動によって破砕され堆積した破片状火山噴出物を主

とするユニットに対して，火山砕屑物は成因を問わず，破片状火山噴出物が卓越

するユニットに対して使用した．また，同一ユニット中に溶岩と火砕岩がいずれ

も出現する場合，溶岩が卓越するユニットに対しては溶岩・火砕岩，火砕岩が卓

越するユニットに対しては火砕岩・溶岩と命名した．文中の地点を表すアルファ

ベットは Fig. 2-1 及び Fig. 2-2 に対応する． 

大雪火山群が直接覆う基盤は，火山群の北西部が米飯溶岩及び安足間溶結凝

灰岩，北部・東部が日高累層群及びヤンペタップ層，南部がカウンナイプロピラ

イトである (Fig. 3-5)．日高累層群は石狩川上流に分布し，大雪火山群の基底部
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を構成している．主に黒色粘板岩層からなり，黒岳沢では 1,000 m 付近まで露出

している．カウンナイプロピライトは，中期中新世の火山岩で，灰緑色を呈する

緻密質及び自破砕質の安山岩質プロピライトと珪化変質を受けた石英安山岩～

流紋岩から構成される．本層の分布高度は忠別川谷頭では標高 1,500 m に達する 

（国府谷ほか，1968）．米飯溶岩は中期中新世に活動した安山岩質溶岩で大雪火

山群北西部の広大な範囲に分布しており，美瑛火砕流堆積物及び御鉢平火砕流

堆積物によって覆われる．米飯溶岩のこれまで報告された K-Ar 年代は 10.4 ± 0.5 

Ma（渡辺・山口，1988），9.0 ± 0.4 Ma（NEDO，1990），3.4 ± 0.2 Ma（池田・田

近，1988）が報告されている．ヤンペタップ層は先第三紀の火山岩類で溶結凝灰

岩からなり，石狩川沿い及びその支流沿いに広く分布しており，本層は輿水・金 

(1986) によって 7.0 ± 0.6 Ma のフィッション・トラック年代が報告されている．

安足間溶結凝灰岩は大雪火山群北西に分布する流紋岩質溶結凝灰岩で，岩相及

び古地磁気から美瑛火砕流堆積物（1.91 Ma; 北海道防災会，2014）と対比される

（池田・向山，1983）． 

これらの基盤岩を覆う大雪火山群の活動は，噴出中心，地形の保存状態，岩

石学的特徴及び活動年代から古期（ca. 1 Ma～0.7 Ma）と新期（ca. 0.2Ma～）に

区分される (Fig. 3-7)．古期は，安山岩質溶岩からなる平坦面状の地形で特徴づ

けられる複数の火山体が形成された．また，同時期には大雪火山群東部で小規模

な単成火山を複数形成する活動が発生した．これらの火山体及び噴出中心は南

北方向に配列している．新期では，複数の成層火山や溶岩ドームからなる火山体

が火山群中央部～北部に形成された．これらの山体の配列は古期と比べて不規

則である．新期の活動は噴火様式の違いに基づいて，Y1,Y2,Y3 サブステージに

細分される (Fig. 3-7)．Y1 サブステージ (0.2 Ma～0.05 Ma) では火山群北西部～

中央部に成層火山及び複数の溶岩ドームを形成した．Y2 サブステージ（約 4 万
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年前～3 万 4 千年前）では，大雪火山群においては例外的な爆発的な噴火で特徴

づけられる大規模な火砕噴火による，噴煙柱形成と火砕流の流出が発生し，火山

群中央部に直径 2 km の御鉢平カルデラを形成した．Y3 サブステージ（約 3 万

4 千年前以後）では，御鉢平カルデラの東山麓で溶岩が流出した他，御鉢平カル

デラ南西部で旭岳サブグループと呼ばれる溶岩ドームや成層火山が形成した．

旭岳サブグループの活動は山体の違いと活動時期によって，熊ヶ岳火山体，後旭

岳火山体，旭岳火山体の３つに大別できる (Fig. 3-11)．まず熊ヶ岳火山体の活動

では，熊ヶ岳を噴出中心として小型の成層火山体を形成した．熊ヶ岳火山体の活

動後，後旭岳火山体の活動では，後旭岳を噴出中心として溶岩主体の火山体を形

成した．続く旭岳火山体の活動では旭岳付近を噴出中心として，旭岳サブグルー

プで最も大型な成層火山を形成した． 

 

３－３ 大雪火山群 古期噴出物 

 

３－３－１ 主山体 

ホロカ石狩川溶岩類（HIL：新称，国府谷ら (1968) のユニ石狩岳溶岩の一部が

相当）：模式地はホロカイシカリ一の沢川中流の標高 1,250 m 地点（Fig. 2-1：地

点 I）である．本層はホロカ石狩川流域の標高 700～1,350 m 付近に分布する２枚

の溶岩からなる．噴出源は分布と地形から地点 AE (Fig. 2-1) の標高 1376 m 付近

と推定される．そのうち下位の溶岩は，地点 I (Fig. 2-1) で側端部が露出し層厚

約 15 m の柱状節理が発達した溶岩が認められる．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山

岩である．本噴出物からは，770 ± 20 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

高根ヶ原溶岩類（TNL：国府谷ほか (1968) の高根ヶ原溶岩を再定義）：模式地

は登山道沿い，標高 1,880 m 地点（Fig. 2-1：地点 A）である．本層は高根ヶ原に
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広く分布する溶岩である (Fig. 3-14A)．地形判読から分布の南縁で平ヶ岳溶岩を

覆い，北縁で白雲岳溶岩類に覆われると判断した．地点 A (Fig. 2-1) のヤンペタ

ップ川上流では層厚約 10 m の溶岩が３枚確認できる．山体の東部は南北方向の

直線性の良い崩落崖が形成している．溶岩は板状節理が発達している．溶岩は単

斜輝石斜方輝石安山岩山岩である．本噴出物からは，794 ± 9 ka（2 回の繰り返し

測定値を加重平均した値）の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

平ヶ岳溶岩類（TGL：国府谷ほか (1968) の高根ヶ原溶岩を再定義）：模式地は

平ヶ岳東縁の標高 1,650 m 地点（Fig. 2-1：地点 B）である．本層は高根ヶ原南方

に広く分布する溶岩である (Fig. 3-14A)．地形判読から分布の北縁で高根ヶ原溶

岩類に，南縁で忠別沼溶岩類に覆われると判断した．模式地付近では層厚約 80 

m の溶岩が露出している．溶岩の下部は柱状節理が発達し，上部は塊状である．

溶岩は苦鉄質包有物を普遍的に含む．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩山岩であ

る．本噴出物からは，978 ± 13 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

赤岳下部溶岩（ABL：新称，国府谷ほか (1968) の古大雪溶岩の一部が相当）：

模式地は登山道沿いの標高 1,600 m 地点（Fig. 2-1：地点 C）である．本層は銀泉

台周辺の標高 1,600～1,800 m 付近に分布する．地形判読から分布の東縁でヤン

ペタップ層を覆っていると判断した．また，標高 1,730 m 付近の登山道沿いで赤

岳溶岩に直接覆われる．分布東縁の溶岩末端の比高は約 200 m である．溶岩は

柱状節理が発達した溶岩からなる．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩山岩である．

本噴出物からは，837 ± 17 ka 及び 790 ± 30 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-

1）． 

緑岳下部溶岩（MDL：国府谷ほか (1968) の緑岳下部溶岩を再定義）：模式地は

登山道沿い，標高 1,600 m 地点（Fig. 2-1：地点 D）である．本層は緑岳南方の標

高 1,350~1,650 mに分布する溶岩である．地形判読から，ヤンペタップ層を覆い，
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高根ヶ原溶岩類及び小泉岳溶岩類に覆われると判断した．溶岩は，分布の南端の

標高 1,300 m 付近で比高約 250 m の末端崖を形成している．溶岩は部分的に板状

節理や柱状節理が発達している．溶岩は斜方輝単斜輝石安山岩である．本噴出物

からは，750 ± 40 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

白水川溶岩（SRL：新称，国府谷ほか (1966) のテンマク溶岩の一部が相当）：模

式地は白水川沢中流の標高 1,550 m 地点（Fig. 2-1：地点 E）である．本層は白水

沢川及び黒岳沢周辺の標高 1,350～1,550 m 付近に分布する比高 200 m の溶岩で

ある．地形判読から分布の北縁でヤンペタップ層を覆い，南縁で桂月岳溶岩類及

び上川岳下部溶岩に覆われると判断した．溶岩は部分的に板状節理が発達して

いる．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩である．本噴出物からは，820 ± 50 ka の

K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

シビナイ溶岩類（SBL：石崎 (2004) 命名）：本層は忠別岳の東麓に分布する溶岩

である．噴出源は，残された原地形と地形的高まりから，忠別岳東麓に少なくと

も３つ以上あると判断される．地形判読から分布の東縁でヤンペタップ層を覆

い，忠別岳溶岩類に覆われると判断した．分布東縁の溶岩末端の比高は約 300 m

である． 

忠別岳溶岩類（CBL：石崎 (2004) の忠別岳溶岩類を再定義）：模式地は忠別岳

山頂の標高 1,960 m 地点（Fig. 2-1：地点 F）である．本層は忠別岳山頂から東側

に分布している溶岩である．忠別川の谷頭の山体西側は開析を受け，露出してい

る内部からは層厚約 50 m の溶岩が少なくとも２枚確認される．分布の東端と西

端は比高約 200～300 m の急崖が形成している．溶岩は部分的に板状節理が発達

している．溶岩は平均 1～10 cm，最大径約 40 cm の苦鉄質包有物を普遍的に含

む．地形から噴出源は現在の忠別岳山頂部付近と判断される．溶岩は単斜輝石斜

方輝石安山岩で，含まれる苦鉄質包有物は単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩で
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ある．本噴出物からは，石崎 (2003a) によって 750 ± 10 ka の K-Ar 年代が報告

されている． 

忠別沼溶岩（CNL：新称，石崎 (2004) の忠別岳溶岩類の一部が相当）：模式地

は忠別沼北方の標高 1,800 m 地点（Fig. 2-1：地点 G）である．本層は忠別沼の北

側に分布する溶岩からなる．地形判読から平ヶ岳溶岩類と忠別岳溶岩を覆って

いると判断した．石崎 (2004) では忠別岳溶岩類の一部とされていたが，推定さ

れる噴出中心，全岩化学組成及び K-Ar 年代の違いを考慮して忠別岳溶岩と区別

した．模式地の地点 G では層厚 20 m の板状節理が発達した溶岩が認められる．

溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩である．本噴出物からは，660 ± 30 ka の K-Ar 年

代が得られた (Table 3-1)． 

凡忠別岳溶岩類（PCL：石崎 (2004) 命名）：本層は忠別川上流の凡忠別岳（標高

1,821m）を最高点とし，北西に約 3.5 km 続く２枚の溶岩を指す．噴出源は残さ

れた火山原地形と地形的高まりから，凡忠別岳山頂部付近と推定される．上部

の溶岩は部分的に板状節理の発達した安山岩質溶岩で，下部の溶岩はデイサイ

ト質溶岩である．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩及び単斜輝石斜方輝石デイサ

イトである．本噴出物からは，890 ± 50 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

五色岳溶岩類（GOL：石崎 (1995) 命名）：本層は忠別岳溶岩類の南側に分布す

る溶岩で，分布の東縁で十勝溶結凝灰岩を直接覆っている．噴出源は現在の五色

岳山頂部と推定される．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩である．分布東縁の溶岩

末端の比高は約 100 m である．本噴出物からは，石崎 (2003a) によって 740 ± 30 

ka の K-Ar 年代が報告されている． 

小旭岳溶岩・火砕岩（PAP：新称，国府谷ほか (1968) の古大雪溶岩の一部が相

当）：模式地はユウセツ沢川支流，標高 1,540 m 地点（Fig. 2-1：地点 H）である．

本層は旭岳南方に分布する，基底直径 1.5 km，比高 300 m の小型の火山体であ
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る．山体の下部は板状節理が発達した溶岩であり，上部は火砕岩で構成されてい

る．地点 H では，火山角礫岩層からなる層厚約 15 m の露頭が確認できる (Fig. 

3-14B)．火山角礫岩層は黒色呈する発泡のよいスコリアからなり，礫支持で淘汰

がよいことから降下火砕堆積物と判断した．降下火砕堆積物中のスコリアの粒

径は 1～10 cm で，最大約 40 cm のスコリアも認められる (Fig. 3-14B)．溶岩は

板状節理が発達している．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩である．本噴出物から

は，890 ± 20 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

 

３－３－２ 東部単成火山体 

大雪湖溶岩（TLL：新称，国府谷ら (1968) のユニ石狩岳溶岩の一部が相当）：

模式地は天幕林道沿いの標高 820 m 地点（Fig. 2-1：地点 J）である．本層は標高

1,008 m を最高点とする，基底直径 1.0 km，比高 160 m，頂部が直径約 250 m の

平坦な，円錐台状の溶岩ドームである．地点 J (Fig. 2-1) では柱状節理の発達し

た層厚約 10 m の溶岩が認められる．溶岩は単斜輝石斜方輝石デイサイトである．

本噴出物からは，994 ± 15 ka 及び 966 ± 15 ka（加重平均：980 ± 11 ka）の K-Ar

年代が得られた (Table 3-1). 

音更沢川溶岩（OFL：新称，国府谷ら (1968) のユニ石狩岳溶岩の一部が相当）：

模式地は音更沢川沿いの標高 1,070 m 地点（Fig. 2-1：地点 K）である．本層は音

更沢川中流に，標高 1,280 m を最高点とする，基底直径 1.5 km，比高 250 m，頂

部が直径約 500 m の平坦な，円錐台状の溶岩ドームである (Fig.3-13)．溶岩はよ

く発泡した，石英含有かんらん石斜方輝石単斜輝石玄武岩質安山岩である．本噴

出物からは，930 ± 30 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

三角点沢溶岩（SKL：新称，国府谷ら (1968) のユニ石狩岳溶岩の一部が相当）：

模式地は三角点沢中流の標高 970 m 地点（Fig. 2-1：地点 L）である．本層は標高
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1,066 m 地点を噴出中心とする，基底直径約 450 m，比高約 90 m の円錐状の溶岩

ドームである．母岩中には最大直径約 4 cm の包有物が稀に含まれる．溶岩は石

英含有単斜輝石斜方輝石安山岩である．本噴出物からは，1021 ± 19 ka の K-Ar 年

代が得られた (Table 3-1)． 

石狩川溶岩（ISL：新称，国府谷ら (1968) のユニ石狩岳溶岩の一部が相当）：模

式地は三角点沢下流の標高 850 m 地点（Fig. 2-1：地点 M）である．本ユニット

は基底直径 800 m，比高約 120 m の円錐台状の溶岩ドームである．溶岩は石英含

有単斜輝石斜方輝石安山岩である．本噴出物からは，1010 ± 20 ka の K-Ar 年代

が得られた (Table 3-1)． 

 

３－４ 大雪火山群 新期噴出物 

 

３－４－１ Y1 サブステージ 

上川岳上部溶岩類（KDL：新称，勝井ほか (1979) の凌雲岳溶岩円頂丘の一部に

相当）：模式地は白水沢川上流の標高 1,840 m 地点（Fig. 2-1：地点 N）である．

本層は凌雲岳から上川岳にかけて，南北約 3 km にわたって分布する溶岩及び溶

岩ドームの総称である．地形判読から，上川岳下部溶岩類を覆っていると判断し

た．溶岩は北西に約 3.5 km 流下し，溶岩末端の比高は約 300 m である．溶岩は

石英含有斜方輝石単斜輝石角閃石安山岩～デイサイトである．本噴出物からは，

90 ± 7 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

上川岳下部溶岩（KKL：新称，勝井ほか (1979) の上川岳火山の一部に相当）：

模式地は白水沢川下流の標高 600 m 地点（Fig. 2-1：地点 O）である．本ユニッ

トは白水沢川沿いに南北方向に約 3 km にわたって分布する溶岩で，地形判読か

ら溶岩末端の比高は約 150 m である．地形判読から，上川岳上部溶岩及び御鉢
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平カルデラ火砕岩類に覆われる．白水沢川下流沿いには溶岩末端部が露出して

おり，地点 O では層厚約 10 m の溶岩の露頭が認められる．溶岩は石英含有斜方

輝石単斜輝石角閃石安山岩～デイサイトであり，苦鉄質包有物を普遍的に含む． 

北鎮岳溶岩類（HOL：勝井ほか (1979) の北鎮岳溶岩円頂丘を再定義）：模式地

は北鎮岳山頂の標高 2,244 m 地点（Fig. 2-1：地点 P）である．北鎮岳の北麓に流

下した複数枚の溶岩と，２つの溶岩円頂丘からなる．南西・東方向には複数のロ

ーブが確認される．噴出源は地形から，現在の北鎮岳山頂及び鋸岳山頂部付近と

推定される．溶岩中には最大直径 40 cm の苦鉄質包有物を普遍的に含む．溶岩は

石英かんらん石含有斜方輝石単斜輝石角閃石デイサイトである．本噴出物から

は，155 ± 7 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

黒岳溶岩類（KRL：勝井ほか (1979) の黒岳溶岩円頂丘を再定義）：模式地は三

角点沢下流の標高 850 m 地点（Fig. 2-1：地点 Q）である．本層は黒岳山頂部か

ら北東部に分布する溶岩である．地形判読から山頂部から北東方向へ流下した

溶岩は少なくとも３枚のローブが認められ，溶岩末端の比高は約 300 m である．

噴出源は地形から，現在の黒岳山頂部付近及び黒岳山頂部から西に 350 m 地点

と推定される．溶岩中には苦鉄質包有物を普遍的に含む．溶岩は角閃石単斜輝石

斜方輝石安山岩である． 

桂月岳溶岩（KGL：新称，国府谷ほか (1966) の古大雪溶岩の一部が相当）：模

式地は桂月岳山頂の標高 1,938 m 地点（Fig. 2-1：地点 R）である．本層は南北方

向にのびた基底直径 500 m × 900 m，比高 150 m の溶岩ドームである．地形判読

から，白水沢川溶岩類を覆っていると判断され，標高 1,870 m 付近で御鉢平カル

デラ火砕岩類に直接覆われる．山体の東側は黒岳沢によって侵食を受け，失われ

ている．溶岩中には最大径 15 cm の苦鉄質包有物を普遍的に含む．溶岩は角閃石

単斜輝石斜方輝石安山岩である．本噴出物からは，60 ± 10 ka の K-Ar 年代が得
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られた (Table 3-1)． 

烏帽子岳溶岩・火砕岩（ESL：勝井ほか (1979) の烏帽子岳溶岩円頂丘を再定義）：

模式地は烏帽子岳山頂の標高 2,070 m 地点（Fig. 2-1：地点 S）である．本層は溶

岩と火砕岩からなる，基底直径 1.5 km，比高 170 m の円錐状の山体である．山

体の下部を構成する溶岩はデイサイト質で，山頂部付近を中心に岩石が変質し

ている．このデイサイト質の山体を広く覆うように，火山礫～火山岩塊サイズの

変質角礫岩が分布している．これら火砕岩の層厚は山腹で少なくとも約 50 cm 以

上で，構成物が主に変質した火山角礫岩からなることから，水蒸気噴火による産

物であると判断した．また，これらを直接覆う安山岩質溶岩が山頂部から北東へ

約 500 m 流下している．溶岩は角閃石単斜輝石斜方輝石安山岩～デイサイトで

ある．本噴出物からは，78 ± 8 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

小泉岳溶岩類（KZL：新称，勝井ほか (1979) の赤岳火山の一部に相当）：模式

地は緑岳山頂の標高 2,019 m 地点（Fig. 2-1：地点 T）である．本層は小泉岳から

緑岳の南北方向に約 1.5 km にかけて分布する比高約 300 m の溶岩からなる．勝

井ほか (1979) では本噴出物と赤岳溶岩類を含め赤岳火山として一括している

が，岩石学的特徴の違い考慮し，赤岳溶岩とは別のユニットとした．地形判読か

ら分布の南縁～東縁で緑岳下部溶岩を覆っていると判断され，分布の西縁で白

雲岳溶岩類，東縁で赤岳溶岩類に，北縁で御鉢平カルデラ火砕岩類に直接覆われ

る．小泉岳溶岩類の山体には南北方向に配列する少なくとも５つの地形的高ま

りがあり，これらが噴出中心であったと判断される．溶岩は塊状で苦鉄質包有物

を普遍的に含む．溶岩は石英含有斜方輝石単斜輝石角閃石デイサイトである．本

噴出物からは，99 ± 9 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

赤岳溶岩類（AKL：新称，勝井ほか (1979) の赤岳火山の一部に相当）：模式地

は赤岳山頂の標高 2,080 m 地点（Fig. 2-1：地点 U）である．本層は赤岳山頂から
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北西に分布する３枚の溶岩であり，赤岳下部溶岩及び小泉岳溶岩類を直接覆っ

ている．本層は溶岩しわや溶岩堤防などの表面微地形の保存状態がよく，その噴

出源は地形から現在の赤岳山頂付近と推定される．溶岩は塊状で直径 30 cm 以

下の苦鉄質包有物を普遍的に含む．溶岩は石英含有斜方輝石単斜輝石角閃石デ

イサイトである．本噴出物からは，87 ± 13 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-

1)． 

白雲岳溶岩類（HUL：新称，勝井ほか (1979) の白雲岳溶岩円頂丘及び小白雲岳

溶岩円頂丘に相当）：模式地は白雲岳北麓の標高 2,080 m 地点（Fig. 2-1：地点 V）

である．本層は白雲岳を山頂とする基底直径約 1 km，比高 300 m の溶岩ドーム

と南西麓に流下した層厚 50～100 m の１枚の溶岩からなる．本層は分布の南縁

で高根ヶ原溶岩類，東縁で小泉岳溶岩類を直接覆い，山体の北麓～西麓は御鉢平

カルデラ火砕岩類に直接覆われる．溶岩ドームの山頂部には直径約 400 m の火

口が形成されている．溶岩は塊状で球状の苦鉄質包有物を普遍的に含む．溶岩は

斜方輝石角閃石単斜輝石安山岩である．本噴出物からは，90 ± 40 ka の K-Ar 年

代が得られた (Table 3-1)． 

中岳温泉溶岩（NOL：新称，勝井ほか (1979) の中央火口丘の一部に相当）：模

式地はピウケナイ沢上流の標高 1,830 m 地点（Fig. 2-1：地点 W）である．本層

はピウケナイ沢上流に東西 400 m にわたって分布する溶岩である．本層は標高

1,800 m で中央溶岩類を直接覆い，標高 1,910 m で御鉢平カルデラ火砕岩類に直

接覆われる．溶岩は模式地付近で層厚約 50 m の側端崖及び末端崖を形成してい

る．溶岩はデイサイト質で流離構造が発達している．本層の大部分は御鉢平カル

デラ火砕岩類や熊ヶ岳の山体に覆われているため，噴出源は不明である．溶岩は

斜方輝石単斜輝石角閃石デイサイトで，苦鉄質包有物を普遍的に含む． 

中央溶岩類（CHL：新称，勝井ほか (1979) の中央火口丘の一部に相当）：模式
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地は赤石川上流の標高 2,020 m 地点（Fig. 2-1：地点 X）である．本層は御鉢平カ

ルデラ縁に分布する安山岩質溶岩の総称であり，少なくとも２枚の溶岩からな

る．地形判読から，小旭岳溶岩・火砕岩類を覆っていると判断され，御鉢平カル

デラ周辺で御鉢平カルデラ火砕岩類及び中岳温泉溶岩に直接覆われる．御鉢平

カルデラ縁では層厚約 50 m の溶岩が認められる．南麓に流下した溶岩の最下部

約 10 m は部分的に板状節理の発達した溶岩で，その最上部約 10 m は赤褐色の

クリンカーである. 溶岩は直径約 2～3 cm の苦鉄質包有物を稀に含む．本層の噴

出源は不明であるが，分布から御鉢平カルデラ内と推定される．溶岩は角閃石含

有斜方輝石単斜輝石安山岩及び石英含有斜方輝石単斜輝石安山岩からなる． 

松仙溶岩類（SSL：国府谷ほか (1966) の松仙溶岩を再定義）：模式地は愛山渓温

泉手前の道路沿いの露頭である（Fig. 2-1：地点 Y）．本層は２枚の溶岩からなり，

地形判読から溶岩は愛山渓温泉付近で比高約 100 m の末端崖を形成している．

NEDO (1989) では，本溶岩直上でボーリング掘削を行っており，それによると

本層の層厚は約 250 mで米飯溶岩（国府谷ほか，1966）を直接覆っている (NEDO，

1989)．溶岩は石英含有単斜輝石斜方輝石角閃石デイサイトである． 

沼ノ平溶岩類（NDL：国府谷ほか (1966) の沼ノ平溶岩を再定義）：模式地は登

山道沿いの標高 1,590 m 地点（Fig. 2-1：地点 Z）である．本層は当麻岳の北西～

西麓に分布する溶岩である．地形判読から標高 1,100 m 付近で松仙溶岩類を覆っ

ていると判断される．また，標高 1,800 m 付近で安足間溶岩類に直接覆われる．

本層は地形判読からイズミノ沢沿いで比高 150 m である．溶岩はデイサイト質

なもの，安山岩質なもの及びそれらからなる不均質な縞状構造を持つものが認

められ，いずれにも径 20 cm 以下の球状の苦鉄質包有物が普遍的に含まれる．標

高 1,800 m に直径約 300 m の火口地形が認められ，本層の給源と推定される．溶

岩は角閃石単斜輝石斜方輝石安山岩及び斜方輝石単斜輝石角閃石デイサイトで
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ある． 

永山岳溶岩・火砕岩類（NYP：勝井ほか (1979) の永山岳火山を再定義）：模式

地は愛別岳山頂の標高 2,112 m 地点（Fig. 2-1：地点 A）である．本層は永山岳や

愛別岳，比布岳を最高点として東西 3.5 km 南北 7 km に分布する複数枚の溶岩及

び火砕岩の総称である．地形判読から松仙溶岩類及び北鎮岳溶岩類を覆ってい

ると判断される．また，安足間岳山頂の標高 2,180 m 付近で安足間溶岩類に直接

覆われる．火山体北部は開析が進んでおり，開析された火山体内部には，火砕物

と溶岩の互層が確認される (Fig. 3-14C)．愛別岳から北麓にかけて分布する溶岩

は，少なくとも６枚のフローユニットが確認される．溶岩には暗灰色の安山岩部

と白色のデイサイト部からなる不均質な縞状構造が認められる．溶岩は角閃石

単斜輝石斜方輝石安山岩及び斜方輝石単斜輝石角閃石デイサイトである．本噴

出物からは，110 ± 8 ka の K-Ar 年代が得られた (Table 3-1)． 

安足間岳溶岩類（ATL：新称，勝井ほか (1979) の永山岳火山の一部に相当）：

模式地は安足間岳山頂の標高 2,190 m 地点（Fig. 2-1：地点 AB） である．本層

は安足間岳～当麻岳にかけて東西約 1.6 km に分布する２枚の安山岩質溶岩であ

る．本層は分布の北～東～南縁で永山岳溶岩・火砕岩類を，西縁で沼ノ平溶岩類

を直接覆う．噴出源は地形から，下位の溶岩は現在の当麻岳周辺，上位の溶岩は

安足間岳周辺と推定される．溶岩は角閃石斜方輝石単斜輝石安山岩である． 

 

３－４－２ Y2 サブステージ 

御鉢平カルデラ火砕岩類（OPF:国府谷ほか (1966) の層雲峡溶結凝灰岩を再定

義）：模式地は大函の標高 760 m 地点（Fig. 2-1：地点 AC）である．本層は御鉢

平カルデラ形成に伴い噴出した火砕物の総称である．本層は御鉢平カルデラ壁

周辺で中央溶岩類を直接覆い，熊ヶ岳・後旭岳の噴出物に直接覆われる．噴出物
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はサージ堆積物，降下火砕物，火砕流堆積物からなる．火砕サージ堆積物は主に

御鉢平カルデラ西部に分布しており，中岳～間宮岳周辺では小規模な降下火砕

物と互層した層厚約 50 m の露頭が見られる．降下火砕物は主にカルデラ東部に

かけて分布しており，カルデラ縁での層厚は少なくとも約 30 m，カルデラの北

東 10 km の模式地では，御鉢平カルデラ由来の火砕流堆積物に直接覆われた層

厚約 2 m の降下火砕物として認められる．また，降下火山灰は 180 km 離れた北

海道東部でも確認されている（和田ほか，2007）．火砕流堆積物は主に火山群の

北西～北東部と南西部に分布し，忠別川や石狩川沿いでは最大層厚約 200 m の

溶結凝灰岩として見られる．火砕流堆積物は含まれる軽石及びスコリアの岩石

学的特徴の違いを基に Hb-type と Px-type の 2 つに細分される（佐藤・和田，

2005，若佐ほか，2006，佐藤・和田，2012）．火山群南西の天人峡では，溶結し

たHb-type火砕流を直接覆うPx-type火砕流が確認されている（安田ほか，2015）．

また，古地磁気の検討から，２つの火砕流の間には少なくとも約 100 ± 40 年の

時間間隙があったと指摘されている（安田ほか，2015）．Hb-type は主に北西部～

南西部に分布するのに対し，Px-type は北東～北部及び南西部に分布する．噴火

年代については第Ⅴ章で詳しく後述するが，約 4 万年前～3 万 4 千年前である

（西来ほか，2017，中村・平川，2000）． 

 

３－４－３ Y3 サブステージ 

永山岳の堆積物 

白川岩屑なだれ堆積物（SDA：新称）：模式地は標高 1,040 m の地点 AD (Fig. 2-

1) である．本層は永山岳北西麓の白川沿いに分布する．地形判読から分布北縁

で御鉢平カルデラ火砕岩類を覆っていると判断した (Fig. 3-4)．地形判読から，

本層の比高は愛別岳沢沿いで少なくとも 10 m 以上，白川沿いの分布北端で約 2 
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m である．地点 AD では高さ 15 m の露頭が確認され，堆積物は厚さ約 2 m の基

質相とそれを覆う層厚 10 m 以上の岩塊相からなる (Fig. 3-22)．基質相は最大 30 

cm の新鮮な安山岩質角礫岩とそれらが破砕された同質の灰色基質からなる．岩

塊相は層相の違いから下部と上部に細分される．平均層厚 2 m の下部は最大 80 

cm の安山岩質角礫岩とそれらが破砕された同質の灰色基質からなり，基質相と

比べて安山岩質角礫岩に富む．層厚 10 m の上部は主に割れ目の発達し破砕され

た溶岩岩塊からなり，基質に乏しい．本研究では，本層の上面に複数の比高数～

10 m の流れ山地形が認められること (Fig. 3-4)，堆積物は不淘汰であり，ジグゾ

ー割れ目構造を持つ岩塊を含むことから，本層を岩屑なだれ堆積物と判断した．

本層の給源は分布から永山岳山頂部付近と推定される． 

 

ミクラ沢火山噴出物（MKL） 

ミクラ沢溶岩（MKL：国府谷ほか (1966) 命名）：北海岳中腹から噴出した本溶

岩は御鉢平カルデラ火砕岩類及び烏帽子岳溶岩・火砕岩，黒岳溶岩類を覆って分

布している．本溶岩は層厚約 30～100 m で流走距離約 6 km の溶岩である．本層

は溶岩堤防や溶岩しわなどの表面微地形の保存状態が良い．溶岩は塊状で，苦鉄

質包有物を普遍的に含む．溶岩はかんらん石含有単斜輝石斜方輝石安山岩であ

る． 

 

熊ヶ岳火山噴出物 (KVE) 

熊ヶ岳下部火砕岩・溶岩（KL：新称，勝井ほか (1979) の熊ヶ岳の一部に相当）:

模式地は熊ヶ岳北麓の標高 1,790 m 地点（Fig. 2-2：地点 BQ）である．本層は熊

ヶ岳山頂第１火口 (KC1，Fig. 3-2a) を給源とする溶岩と火砕岩であり，熊ヶ岳

火山体の東部～北部～南部に分布する．ピウケナイ沢支流上流の標高 2,030 m 付
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近で御鉢平カルデラ火砕岩類を直接覆い，熊ヶ岳第２火口北縁の標高 2,160 m 付

近で熊ヶ岳上部溶岩・火砕岩に直接覆われる．溶岩は平均層厚 10 m 以下で，山

体北部に流下し，少なくとも３枚のローブが認められる．火口周辺では最大粒径

約12 cmの淘汰の良いスコリアからなる層厚約4 mの溶結火砕岩が確認される．

この火砕岩は礫支持で淘汰が良いことから降下火砕堆積物と判断した．南部に

分布する火砕岩はしばしば変質を受けて白色～黄色を呈する．溶岩には径 3 cm

以下の苦鉄質包有物が稀に含まれる．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩であり，含

まれる苦鉄質包有物は単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩である． 

熊ヶ岳上部溶岩・火砕岩（KU：新称，勝井ほか (1979) の熊ヶ岳の一部に相当）:

模式地は,熊ヶ岳火口内の標高 2,140 m 地点（Fig. 2-2：地点 BP）である．本層は

熊ヶ岳山頂第２火口 (KC2，Fig. 3-2a) から噴出した溶岩及び火砕岩である．主

に熊ヶ岳火山体の北西部に分布し，熊ヶ岳第２火口北縁の標高 2,160 m 付近で熊

ヶ岳下部火砕岩・溶岩を覆い，ピウケナイ川支流上流の標高 1,900 m 付近で後述

する WU-2 溶岩に直接覆われる．溶岩の最大層厚は約 50 m である．火口壁に露

出した溶岩の最上部には，層厚 5 m の最大粒径約 15 cm の赤色酸化したスコリ

アからなる溶結した火砕岩が覆っているのが確認される．この溶結火砕岩は礫

支持で淘汰が良く，下位の溶岩のつくる地形面に沿ってほぼ同じ層厚で堆積し

た産状を示すため降下火砕堆積物と判断した．本ユニットは，角閃石含有単斜輝

石斜方輝石デイサイト及び単斜輝石斜方輝石安山岩で構成され，デイサイトが

卓越する．デイサイト質部分には最大 20 cm × 40 cm の楕円状の苦鉄質包有物が

しばしば認められる．苦鉄質包有物は斜方輝石単斜輝石玄武岩質安山岩である． 

熊ヶ岳第３火口火砕岩（KT：新称）：模式地は,後旭岳北麓の標高 2,120 m 地点

（Fig. 2-2：地点 B）である．本層は熊ヶ岳火山体の南山腹，標高約 2,100 m 付近

に分布する火砕岩であり,模式地付近で熊ヶ岳上部溶岩・火砕岩を直接覆う．熊
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ヶ岳第３火口火砕岩の給源は，分布から熊ヶ岳山頂第３火口 (KC3，Fig. 3-2a) と

推定される．本層は層厚約 1～5 m で主に変質した火山角礫岩からなることから，

水蒸気噴火による産物であると判断した． 

 

後旭岳火山噴出物 (UD) 

後旭岳溶岩類（UD：国府谷ほか (1968) の後旭岳溶岩を再定義）：模式地は,後

旭岳北麓の標高 2,120 m 地点（Fig. 2-2：地点 BR）である．本層は後旭岳山頂部

から，南麓にかけて分布する複数の溶岩及び溶岩ドームである．ユウセツ沢上流

の標高 1,950 m 付近で御鉢平カルデラ火砕岩類を直接覆い，後旭岳火山体の西部

は後述する旭平溶岩・火砕岩に直接覆われる．後旭岳火山体の下部は平均層厚約

100 m の溶岩ドームと,南麓に流下した各層厚 15～20 m の少なくとも２枚以上の

溶岩で構成されている．それらを覆って層厚約 200 m の溶岩ドームがあり，南

西方向に緩やかに流下している．これらの溶岩は直径約 2～3 cm の玄武岩質包

有物を普遍的に含む．溶岩は斜方輝石単斜輝石安山岩～デイサイトで構成され，

含まれる苦鉄質包有物は斜方輝石単斜輝石玄武岩質安山岩である． 

 

旭岳火山噴出物 (AVE) 

旭岳火山体の活動は，主にマグマ噴火を行った前期と主に水蒸気爆発を行っ

た後期に大別される．前期活動は噴出量とマグマタイプを基に，さらに E-1 サブ

ステージと E-2 サブステージに細分した （Fig. 3-11）．E-1 サブステージの個々

のユニットの噴出量は，E-2 サブステージの個々のユニット（旭平溶岩・火砕岩

（AD）を除く）の噴出量より多い．また，噴出物が E-1 サブステージでは安山

岩～デイサイトが主体で苦鉄質マグマの組成がほぼ一様であるのに対し，E-2 サ
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ブステージではより苦鉄質になり，苦鉄質マグマの組成が多様になる．以下に旭

岳の各活動期の噴出物の記載を述べる． 

E-1 サブステージ噴出物：E-1 サブステージは旭岳火山体の下部を構成し，南麓

から西麓にかけて広く分布する多数の安山岩質～デイサイト質溶岩と，旭岳山

頂部付近の火砕岩類からなる．噴出物は被覆関係及び全岩化学組成の違いから，

下位から旭岳南方溶岩類，旭岳西方下部溶岩類，旭岳西方上部溶岩・火砕岩に細

分した．  

旭岳南方溶岩類（AS：新称）：模式地は,旭岳温泉付近の遊歩道沿い，標高 1,080 

m 地点（Fig. 2-2：地点 BL）である．本層は旭岳南西麓に広く分布する溶岩であ

る．地形判読から分布の東縁で後旭岳溶岩類を覆い，南西縁で旭岳西方下部溶岩

類に覆われると判断した．少なくとも４枚の溶岩が認められ，下位から上位に向

かって AS-1～AS-4 と命名した．それらの表面地形の保存状態がよく，溶岩堤防

や溶岩じわが観察される．各溶岩の層厚は不明だが，AS-3 溶岩は二見川沿いで

少なくとも 90 m 以上の比高をもって露出する．溶岩には暗灰色の安山岩部と白

色のデイサイト部からなる不均質な縞状構造が認められる．この中でデイサイ

ト部分は発泡が良く，安山岩質部分には径 4 cm 以下の球状の苦鉄質包有物が普

遍的に含まれる．これらはそれぞれ，角閃石含有単斜輝石斜方輝石デイサイト及

び角閃石含有単斜輝石斜方輝石安山岩からなり，含まれる苦鉄質包有物は単斜

輝石斜方輝石玄武岩質安山岩である． 

旭岳西方下部溶岩類（WL：新称）：模式地は,ピウケナイ川下流，林道沿いの滝

露頭，標高 520 m 地点（Fig. 2-2：地点 BK）である．本層は旭岳西麓から南西麓

まで広く分布する溶岩で，少なくとも５枚の溶岩が認められ，下位から上位に向

かって WL-1～WL-5 とした．これらは旭岳火砕丘南方の標高 1,900 m 付近（Fig. 

2-2：地点 BI）まで確認され，それらの分布から噴出中心は現在の旭岳山頂付近
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と推定される．地形判読から分布の南縁で旭岳南方溶岩類を覆っている．また，

ピウケナイ第三沢川上流の標高 1,600 m 付近で旭岳西方上部溶岩・火砕岩に直接

覆われる．西麓に流下した溶岩 (WL-1) は流走距離が長く，推定される噴出源か

ら溶岩末端までの距離は約 15 km 以上にもなる．WL-1 の溶岩末端の比高は約 80 

m に達する．また，旭岳西方下部溶岩類は溶岩堤防や溶岩じわや末端崖といった

表面微地形の保存状態がよいのも特徴である．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩

で，径 3 cm 以下の不規則形を呈した発泡度の悪い赤色酸化した苦鉄質包有物を

含む．苦鉄質包有物は斜方輝石単斜輝石安山岩である．模式地で御鉢平カルデラ

火砕岩類を直接覆う． 

[14C 年代] 

 地点 BK (Fig. 2-2) の溶岩直下のクリンカー最下部に挟まれた，直径 0.5 cm 長

さ 5 cm 炭化木 (Fig. 3-15) について放射性炭素年代を測定した（試料 EC-5）．分

析試料は炭化木の表皮を用いた．得られた放射性炭素年代は 12,770 ± 40 BP で，

暦年較正年代は 15,367～15,064 cal BP (2σ) 及び 15,277～15,141 cal BP (1σ) であ

る (Table 3-2)．測定結果は，御鉢平カルデラ火砕岩類の Px-type 火砕流堆積物の

年代値（約 3 万 4 千年前）及び旭岳西方下部溶岩類上位の裾合平火砕岩・溶岩年

代値（約 9,000 年前）の間を示し，地質学的な層序関係と矛盾しない． 

旭岳西方上部溶岩・火砕岩（WU：新称）：模式地は,ピウケナイ川上流の沢沿い，

標高 1,640 m 地点（Fig. 2-2：地点 BA）である．本層は旭岳北麓～西麓にかけて

分布する３枚の溶岩と火砕岩であり，下位から上位に向かって WU-1, WU-2, 

WU-3 に細分した．これらは上述したように熊ヶ岳上部火砕岩・溶岩及び旭岳西

方下部溶岩類を直接覆い，ピウケナイ川上流の標高 1,960 m 付近で裾合平火砕

岩・溶岩に覆われる．それらの分布から，噴出中心は現在の旭岳山頂部付近と推

定される．WU-1 及び WU-2 溶岩は溶岩じわや溶岩末端崖，溶岩堤防といった溶
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岩微地形が良く保存されており，WU-1 溶岩末端の比高は約 70 m に達する．溶

岩には不均質な安山岩質部分とデイサイト質部分からなる縞状構造が認められ，

溶岩の安山岩質部分には径 10 cm 以下の苦鉄質包有物が普遍的に含まれる．WU-

3 溶岩では白色のデイサイト質岩塊が，赤色酸化した発泡度の良い安山岩質の母

岩に取り込まれる不均質な産状を示し，流理構造が発達している．旭岳北西の沢

の地点 BA (Fig. 2-2) では WU-3 溶岩の下位に，層厚約 3 m の凝灰角礫岩層が存

在する (Fig. 3-16b)．それは茶褐色の基質中に，火山岩塊～火山礫サイズの軽石

とスコリアが不均質に混合した縞状軽石が散在するが，基質に乏しく上部に向

かって粒径が小さくなる級化構造を示す．この凝灰角礫岩層と WU-3 溶岩の間

には時間間隙を示す，侵食面や風化面などは認められない．凝灰角礫岩層中の縞

状軽石のスコリア部分及び軽石部分の化学組成は WU-3 溶岩と類似している．

この凝灰角礫岩層は分布が限られていて，地点 BA (Fig. 2-2) 以外では確認でき

ていない．一方，WU-3 溶岩上面には径 1 m 以下の岩塊と平均粒径 5 cm～20 cm

の発泡の悪い安山岩質部分とデイサイト質部分からなる縞状の本質岩片で構成

された，溶結した火砕岩からなる高さ 2～5 m の複数の小山状の地形が存在する

（Fig. 3-17）．この火砕岩は，比較的淘汰の良い礫支持の火砕角礫岩ないし火山

礫岩からなるため，降下火砕堆積物と判断した．これら小丘状の地形はスコリア

ラフトと推定される．溶岩はかんらん石含有単斜輝石斜方輝石安山岩及び斜方

輝石単斜輝石デイサイトであり，それに含まれる苦鉄質包有物はかんらん石含

有単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩である． 

E-2 サブステージ噴出物：E-2 サブステージでは溶岩を西麓及び南麓に噴出した

後，火砕噴火が卓越する噴火に移行した．これらの噴出物は旭岳火山体の上部を

構成し，被覆関係及び全岩化学組成の違いから，下位から旭平溶岩・火砕岩，地
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獄滝溶岩・火砕岩，裾合平火砕岩・溶岩，旭岳上部火砕岩・溶岩，盤ノ沢火砕岩・

溶岩，旭岳山頂火砕岩に細分される． 

旭平溶岩・火砕岩（AD：新称）：模式地は,地獄谷爆裂火口内の標高 1,800 m 付

近（Fig. 2-2：地点 BC）である．本層は旭岳火山体の西麓及び南東麓に分布する

溶岩の総称である．少なくとも１０枚の溶岩が認められ，下位から上位に向かっ

て AD-1～AD-10 と細分した．地形判読から分布の西縁で旭岳西方下部溶岩類及

び旭岳西方上部溶岩・火砕岩を覆っていると判断した．各溶岩の層厚は不明であ

るが，西麓に分布する AD-3 溶岩は，標高 1,300 m 付近で比高約 120 m の末端崖

を形成している．南西麓に流下した AD-6 溶岩は分布上流部である地獄谷爆裂火

口の地点 BC・BD (Fig. 2-2) において，デイサイト質の溶結火砕岩に変化する．

この溶結火砕岩は礫支持の火砕角礫岩ないし火山礫岩からなるため，降下火砕

物と判断した．この溶結火砕岩の上部は板状節理が発達した溶岩で，地獄谷爆裂

火口の地点 BC (Fig. 2-2) において裾合平火砕岩・溶岩に直接覆われる (Fig. 3-

16c)．旭岳南東麓に分布する AD-10 溶岩は地形と分布から，旭岳と後旭岳の間

の鞍部付近から噴出したと推定される．このユニットの全ての溶岩は，デイサイ

トと安山岩からなる不均質な縞状構造が認められ，径 20 cm 以下の球状の苦鉄

質包有物が含まれる．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩及び角閃石含有単斜輝石

斜方輝石デイサイトで，含まれる苦鉄質包有物は単斜輝石斜方輝石玄武岩質安

山岩である． 

地獄滝溶岩・火砕岩（JG：新称）：模式地は,旭岳西麓の地獄滝手前の沢沿い，

標高 1,570 m 付近（Fig. 2-2：地点 BM）である．本層は旭岳の西麓及び北西麓の

標高 1,600 m 付近に分布する溶岩及び火砕岩からなる．地形判読から本層は分布

西縁で旭平溶岩・火砕岩を覆い，地獄滝手前の沢沿い，標高 1,590 m 付近で後述

する盤ノ沢火砕岩・溶岩の溶岩に覆われていると判断した．溶岩は青白色～黒色
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を呈する安山岩質溶岩で，末端部の層厚は約 15 m である．溶岩には径 1 cm 程

度の不定形の包有物が稀に含まれる．また，旭岳火砕丘北東には層厚 1～2 m の

長径 20 cm 以下のスコリアと同質の火山灰で構成された基質からなる基質支持

の塊状不淘汰な凝灰角礫岩が確認される．この凝灰角礫岩は火山灰サイズ以下

の粒子の基質に乏しいが，基質支持で塊状不淘汰であることから重力流堆積物

であると判断される．含まれるスコリアの化学組成は地獄滝溶岩と類似してい

る．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩である． 

裾合平火砕岩・溶岩（SD：新称）：模式地は,旭岳山頂下，標高 2,200 m の金庫

岩付近（Fig. 2-2：地点 BT）である．本層は旭岳火砕丘の上部を構成する火砕岩

及び溶岩と山麓の火砕岩の総称である．旭岳の火砕丘上部及び北麓に分布して

いる．地点 BC (Fig. 2-2) の標高 1,850 m 付近で旭平溶岩・火砕岩を直接覆い，地

点 BG (Fig. 2-2) の標高 2,110 m 付近では旭岳上部火砕岩・溶岩の降下火砕堆積

物に土壌を挟んで覆われる．地点 BF (Fig. 2-2) の地獄谷爆裂火口では，凝灰角

礫岩層と火山角礫岩層の互層からなる層厚約 100 m の露頭が見られる (Fig. 3-

16a)．火山角礫岩層は灰色～黒色または赤色を呈する発泡の悪い本質岩片及びス

コリアからなり，淘汰がよく基質に乏しいこと，地形面に沿ってほぼ同じ層厚で

堆積していることから降下火砕堆積物と判断される．本ユニットの火砕岩は部

分的に溶結しており，山麓に向かって溶結度を増し緻密になり，南麓及び北麓で

は小規模な溶岩として認められる．この降下火砕堆積物は旭岳東麓でも追跡で

き，地点 G では層厚 2 m 以上の降下火砕堆積物中に挟在する土壌が認められる 

(Fig. 3-16d)．一方，凝灰角礫岩層は変質した火山灰で構成される基質と数 mm～

1 m 程度の類質岩片で構成され，淘汰が悪い．また連続性の悪い薄い平行～斜交

層理が発達し，サグ構造も認められる．この特徴から火砕サージ堆積物と判断で

きる．本層の岩石は全体的に変質して黄色を呈している．また，旭岳北麓の地点
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BJ (Fig. 2-2) では層厚約 6 m の凝灰角礫岩層が存在する．この凝灰角礫岩層は火

山灰サイズの茶褐色の基質に富んでおり，基質中に火山岩塊～火山礫サイズの

スコリアが散在する塊状で不淘汰な層相を示す．含まれるスコリアの化学組成

は裾合平火砕岩・溶岩と類似している．溶岩は単斜輝石斜方輝石安山岩であり，

含まれる苦鉄質包有物は単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩である． 

[14C 年代] 

旭岳火砕丘東斜面の地点 BG (Fig. 2-2) で認められた裾合平火砕岩・溶岩の降下

火砕堆積物に介在する土壌（試料 C-1b）の 14C 年代測定を行った．その結果 7,930 

± 40 yBP (C-1b) の 14C 年代値が得られた (Table 3-2)．この年代値は後述する旭

岳上部火砕岩・溶岩との層序関係と調和的である．較正暦年は，8,980～8,823 cal 

yBP 及び 8,816～8,635 cal yBP (2σ) である．これらの結果から，裾合平火砕岩・

溶岩は少なくとも 9 ka から活動を行ったと推定される． 

旭岳上部火砕岩・溶岩（AU：新称）：模式地は旭岳東麓，標高 2,100 m 付近（Fig. 

2-2：地点 BG）である．本層は火砕岩及び溶岩からなり，旭岳火砕丘の上部に分

布する．地点 F において本層を構成する火砕岩は，直径約 20 cm 程度のスコリ

アで主に構成される層厚約 1 m の礫支持の弱溶結した火山岩塊層である．礫支

持で比較的淘汰の良いスコリア層からなることから，降下火砕物と判断した．地

点 BG (Fig. 2-2) では土壌を挟んで裾合平火砕岩・溶岩の降下火砕堆積物を覆い，

盤ノ沢火砕岩・溶岩の降下火砕堆積物に直接覆われる (Fig. 1-9d)．地点 BG (Fig. 

2-2) での堆積物は大きく２分される．下位は細粒で変質した火山灰からなる凝

灰岩層であり，本質物質は認められない．この凝灰岩層は淘汰がよく，露頭スケ

ールで側方への良好な連続性や噴火直前の地形を覆うような特徴と本質物質が

認められないことから，水蒸気噴火による降下火砕堆積物と判断した．上位はス

コリア及び軽石と変質岩片からなる層厚 50 cm の火山角礫岩層であり，礫支持
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で淘汰がよく，露頭スケールで側方への良好な連続性や噴火直前の地形を覆う

ような特徴から降下火砕堆積物と判断した．降下火砕堆積物中のスコリア及び

軽石の平均粒径は 3～7 cm で，最大約 20 cm のスコリアが認められる．また，層

厚約 10 m の溶岩が地点 BD (Fig. 2-2) の地獄谷爆裂火口壁に露出している (Fig. 

3-18)．この溶岩は旭平溶岩・火砕岩を覆って盤ノ沢火砕岩・溶岩に覆われる．火

砕岩を構成するスコリアはかんらん石含有斜方輝石単斜輝石玄武岩質安山岩～

安山岩で，軽石は単斜輝石斜方輝石安山岩～デイサイトである． 

[14C 年代] 

旭岳火砕丘東斜面の地点 BG (Fig. 2-2) で認められた旭岳上部火砕岩・溶岩の

降下火砕堆積物直下の土壌（試料 C-1a）の 14C 年代測定を行った．その結果は，

それぞれの地質ユニットから 6,690 ± 30 yBP (C-1a) の 14C 年代値が得られた 

(Table 3-2)．この年代値は前述した裾合平火砕岩・溶岩との層序関係と調和的で

ある．較正暦年は，C-1a が 7,609～7,504 cal yBP (2σ) である．この結果から，約

7.5 ka 以降からは旭岳上部火砕岩・溶岩の噴火が開始したと推定される． 

盤ノ沢火砕岩・溶岩（BS：新称）：模式地は旭岳地獄谷爆裂火口の北側，標高

2,150 m 付近（Fig. 2-2：地点 BE）である．本層は火砕岩と溶岩からなる．火砕

岩は旭岳火砕丘の上部及び西麓～東麓に，溶岩は西麓の盤ノ沢沿いにかけて分

布する．本層の火砕岩は地点 BE 及び地点 BF (Fig. 2-2) で旭岳山頂火砕岩の降下

火砕堆積物に直接覆われる．地獄谷爆裂火口には火砕岩の断面が露出しており，

その側方変化が観察される．地点 BE (Fig. 2-2) では層厚約 50 m の強溶結した火

砕岩として認められるが，地点 BE (Fig. 2-2) から東の旭岳山頂に向かうにつれ

次第に溶結の度合いが弱くなり，地点 BF (Fig. 2-2) の旭岳山頂では層厚が約 5 m

に急激に減衰し，弱溶結した火砕岩として認められる (Fig. 3-16a)．この火砕岩

は淘汰の良い礫支持のスコリア・縞状スコリア・軽石からなり，礫支持で淘汰が
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よく露頭スケールで側方への良好な連続性や噴火直前の地形を覆うような特徴

から，降下火砕堆積物と判断した．盤ノ沢火砕岩・溶岩の噴出源は，降下火砕堆

積物の層厚と溶結度の変化から地点 BE (Fig. 2-2) 付近であると推定される．地

点 BF 及び地点 BG (Fig. 2-2) では旭岳上部火砕岩・溶岩の降下火砕堆積物を直

接覆っている (Fig. 3-18)．地点 BG では堆積物は大きく２分され，下位の細粒火

山灰層と変質岩片からなる粗粒火山灰層の互層からなる層厚約 10 cm の水蒸気

噴火に由来する降下堆積物と，それを侵食間隙を挟まずに覆う，平均粒径 4～10 

cm のスコリア・縞状スコリア・軽石及び変質岩片からなる降下火砕堆積物が確

認される．また，これらの降下火砕堆積物のスコリアと化学組成が酷似した溶岩

が標高 1,650 m の姿見駅付近から標高 1,130 m の旭岳温泉付近まで流下してい

る．溶岩の表面はクリンカーが発達し，溶岩堤防が明瞭であり，旭平溶岩・火砕

岩や地獄滝溶岩・火砕岩，裾合平火砕岩・溶岩を覆っている．溶岩の層厚は盤ノ

沢沿いで約 10 m である．溶岩中には包有物は認められなかった．火砕岩を構成

するスコリア及び溶岩はかんらん石含有斜方輝石単斜輝石玄武岩質安山岩～安

山岩で，軽石は単斜輝石斜方輝石安山岩～デイサイトである． 

旭岳山頂火砕岩（SU：新称）：模式地は旭岳山頂，標高 2,290 m 付近（Fig. 2-2：

地点 BF）である．本層は火砕岩からなり，旭岳山頂付近から旭岳西麓にかけて

分布する．地点 BE 及び地点 BF (Fig. 2-2) で盤ノ沢火砕岩・溶岩を直接覆い，旭

岳火砕丘の最上位を構成する．地点 BE (Fig. 2-2) では層厚約 30 m の溶結した火

砕岩として認められるが，旭岳山頂に向かって溶結度及び層厚が次第に減少す

る．この火砕岩は淘汰の良い礫支持のスコリアからなり，露頭スケールで側方へ

の良好な連続性や噴火直前の地形を覆うような特徴から，降下火砕堆積物と判

断した．また，地点 BE (Fig. 2-2) 付近の地獄谷爆裂火口内には固結した火山灰

と火山角礫岩からなる高さ約 20 m の岩塔があり，本質物質とみられる火山角礫
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岩が旭岳山頂火砕岩のスコリアと同一の組成を示す．この岩塔は旭岳山頂火砕

岩を噴出した際の火道角礫岩である可能性がある．また，旭岳山頂火砕岩の降下

火砕堆積物は地点 BB (Fig. 2-2)で少なくとも層厚 35 cm 以上の降下火砕堆積物と

して認められる (Fig. 3-18)．火砕岩を構成するスコリアはかんらん石含有単斜輝

石斜方輝石玄武岩質安山岩～安山岩である． 

[14C 年代] 

 地点 BB (Fig. 2-2) での本火砕岩直下の土壌について放射性炭素年代を測定し

た (試料 EC-7)．得られた放射性炭素年代は，4,270 ± 30 BP で，暦年較正年代は

4,871～4,821 cal BP (2σ) 及び 4,855～4,833 cal BP (1σ) である (Table 3-2)．これは

下位の旭岳上部火砕岩・溶岩年代値（約 7,500 年前）と後述する上位の地獄谷火

山砕屑物１ (JD-1) の年代 (2,680 ± 30 BP) の間を示し，地質学的な層序関係と

矛盾しない．また奥野 (2003) が，地点 BB (Fig. 2-2) とは異なる場所で得たテフ

ラの直下からの土壌年代 (4,460 ± 70 BP) と類似した値を示す． 

旭岳火山後期噴出物：旭岳の後期活動の噴火堆積物は土壌を境に下位から地獄

谷火山砕屑物１ (JD1) と地獄谷火山砕屑物２ (JD2) の２枚のテフラからなる

ことを確認した (Fig. 3-12：Fig. 3-19)．これらのテフラの粒子構成物を実体顕微

鏡下で観察すると，様々な程度に変質を被った岩片の破片が大半を占め，斜長石

や輝石の鉱物片を伴う．また，見かけ上新鮮で，全体に円磨され，わずかに発泡

した無色透明の火山ガラス片が極々少量（100 個中 1～3 個）含まれる．これら

の火山ガラス片は，見かけ上やはり新鮮でわずかに発泡した旭岳の前期活動の

スコリア片との区別は困難である．これらから，マグマ関与の有無は今後の検討

課題であるが，本研究では２層のテフラをどちらも水蒸気噴火堆積物として記

述する. 
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地獄谷火山砕屑物１（JD-1：新称）：本砕屑物は旭岳西麓に分布し，その模式地

は登山道沿い標高 1,550 m 付近（Fig. 2-2：地点 BW）である．本砕屑物は下位か

ら岩屑なだれ堆積物，降下火山灰層，及びラハール堆積物から構成される (Fig. 

3-12)．岩屑なだれ堆積物は地獄谷爆裂火口西麓の盤ノ沢沿いやピウケナイ川支

流沿いに主として分布している．ピウケナイ川支流沿いに流下した岩屑なだれ

堆積物は層厚約 2〜10 m であり，径 2 m 以下の安山岩岩塊と変質岩塊からなる

岩屑なだれ岩塊とそれらが破砕され変形をうけた茶色を呈する岩屑なだれ基質

からなる (Fig. 3-20)．安山岩岩塊と変質岩塊にはジグゾー割れ目構造を持つ．盤

ノ沢沿いに流下した岩屑なだれ堆積物は層厚約 1～2 m で，黄土色の変質した粘

土質火山灰基質支持として，安山岩岩片及び変質岩片を含む塊状で不淘汰な堆

積物として認められる．模式地である地点 BW (Fig. 2-2) では，岩屑なだれ堆積

物を層厚 15 cm の降下火山灰層が直接覆う (Fig. 3-21b)．この降下火山灰層は黄

土色を呈する粘土質火山灰からなり，火山豆石（直径平均 5 mm，最大 10 mm）

が濃集している部分がある．降下火山灰をつくる粒子（粒径 150〜250 μm）は，

熱水変質を被った岩片が大半を占め，斜長石や輝石の鉱物片を含むことが多い．

地点 BW (Fig. 2-2) では降下火山灰層を直接覆う層厚 20～50 cm の火砕堆積物が

確認される．この火砕堆積物は全体に不淘汰で，火山豆石と長径 30 cm 以下の石

質岩片が，変質した中粒〜シルトサイズの火山灰からなる基質中に散在し，基質

を構成する火山灰粒子が上部に向かって粗粒になる逆級化構造を示す，これら

からラハール堆積物と判断した．本砕屑物を構成する降下火山灰層は，旭岳西麓

の複数箇所で認められることから，旭岳西麓に広く分布するようである．旭岳西

側の標高 1,680 m の地点 BB (Fig. 2-2) では，降下火山灰層が旭岳山頂火砕岩に

対比できる降下スコリア堆積物の上位に層厚 15 cm で認められ，さらに層厚 20 

cm の土壌を挟んで後述する地獄谷火山砕屑物２ (JD-2) に覆われる (Fig. 2-7a) ．
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ここでの降下火山灰層中にもわずかに火山豆石が含まれる．地点 C では岩屑な

だれ及びラハール堆積物に相当するものは認められない． 

[14C 年代] 

 地点 BB (Fig. 2-2) の JD-1 の降下火山灰直下の土壌について放射性炭素年代を

測定した（試料 EC-8）．得られた年代は 2,680 ± 30 BP で，暦年較正年代は 2,845

～2,751 cal BP (2σ) 及び 2,790～2,754 cal BP (1σ) である．この結果は下位の旭岳

山頂火砕岩 (SU) の放射性炭素年代 (4,270 ± 30 BP) と矛盾しない (Table 3-2)． 

地獄谷火山砕屑物２（JD-2：新称）：本砕屑物は，旭岳北西山麓の標高 1,680〜

1,690 m の地点 BB と地点 BV のみで確認され (Fig. 2-2)，その模式地は登山道沿

いの標高 1,680 m 付近（Fig. 2-2：地点 BV）である．本砕屑物は模式地で土壌を

挟んで地獄谷火山砕屑物１を覆う．本砕屑物は淘汰の悪い茶色の粘土質火山灰

を主体とし，熱水変質した火山礫も含み，火山礫は粘土質火山灰内で上方に粗粒

化する．地点 BB (Fig. 2-2) での層厚は約 6 cm で，JD-1 の降下火山灰の上位に層

厚 20 cm の土壌を挟んで認められ (Fig. 3-21a)，火山礫の最大粒径（ML：最大径

と思われる礫 5 個の平均）は 3.1 cm である．地点 BB の北 100 m の地点 BV (Fig. 

2-2) では，本砕屑物が層厚 4 cm，類質岩片の最大粒径が約 1.7 cm (ML) と，地

点 BB (Fig. 2-2) と比べて層厚が薄く含まれる礫の最大粒径も小さい．粒径 150

〜250 μm では，粘土質火山灰の構成粒子は熱水変質を被った岩片の破片が大半

を占め，斜長石や輝石の鉱物片を伴う．本砕屑物は，淘汰は悪いが，層厚の側方

変化に乏しいこと，基質を構成する火山灰の粒径は比較的揃っていることから，

降下して堆積した火山灰と判断した．また分布が限られていることから，ごく小

規模な水蒸気噴火に由来するものと考えられる．そのため地点 BB と地点 BV 

(Fig. 2-2) で確認できた本砕屑物は火口近傍相であり，このため火山礫サイズの

岩片が含まれていると考えられる．なお，和田ほか (2001) は地点 BV (Fig. 2-2) 
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に近い地点 00821E において，詳細な層相記載はないものの，地点 BB (Fig. 2-2) 

類似した層準に降下火山灰層を記載しており，本砕屑物に対比できる可能性が

高い (Fig. 3-19)． 

[14C 年代] 

地点 BV (Fig. 2-2) で本砕屑物直下の土壌の放射性炭素年代を測定した．得ら

れた年代は 770 ± 20 yBP を示し，その暦年較正年代は 728～672 cal BP (2σ) 及び

702～674 cal BP (1σ) である (Table 3-2)．この結果は，本砕屑物が駒ヶ岳 c-2 降

下火山灰（1694 年）と摩周-b 降下火山灰（約 1000 年前）に挟まれて堆積してい

ることと調和的である (Fig. 3-21c)． 

旭岳西麓 地点 BV（Fig. 2-2）で確認されたラハール堆積物: 地点 BV（Fig. 2-2）

では，樽前 a 降下火山灰の上位に土壌を挟んで覆う層厚 10～20 cm のラハール

堆積物が認められる (Fig. 3-21c)．この堆積物は明褐色の変質した火山灰基質中

に長径 15 cm 以下の変質岩片が散在する塊状で不淘汰な層相を示す．このラハ

ールは樽前 a 降下火山灰の上位にあることから西暦 1739 年以降に発生したこと

は明らかである．和田ほか (2003) はこのラハール堆積物とほぼ同じ層準に，水

蒸気爆発に由来するとした火山灰層を記載しており，それをもとに気象庁では

旭岳の最新の噴火活動は西暦 1739 年以降としている（気象庁編，2013）．仮に噴

火に伴うラハールであれば，その噴火による降下火山灰や爆発角礫岩が，小規模

噴火であっても火口近傍に分布しているはずである．しかしながら地点 BV (Fig. 

2-2) 以外の樽前 a 降下火山灰が認められる火口近傍の複数の露頭では，樽前 a

降下火山灰の上位に和田ほか (2003) が記載したような降下火山灰は見いださ

れなかった．したがって点 BV (Fig. 2-2) で認められた樽前 a 降下火山灰上位の

ラハールは，噴火により発生したものかどうかは判断できない． 
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第Ⅳ章 大雪火山群噴出物の岩石学的特徴 

 

４－１ はじめに 

 

本章では，大雪火山群噴出物の岩石記載及び全岩化学組成のすべての分析値を

活動期もしくは活動期内のステージ別に示す．大雪火山群噴出物に関する放射

同位体は勝井 (1986) によっていくつかの Sr 同位体比が報告されている．しか

し，それらはが確立されていない地質ユニットから選択された試料を用いてお

り，時空間的な検討はなされていない．また，Nd・Pb 同位体比についてはこれ

まで報告されておらず，本研究によって初めて明らかにされたものである．本研

究では確立した地質層序に基づき，火山群全体を網羅するように試料を選択し，

同位体測定を行ったのでここに報告する． 

 

４－２ 岩石記載 

 

Table 4-1 に大雪火山群全体の噴出物，Table 4-2 に旭岳サブグループ噴出物の斑

晶モード組成表を示した．本火山噴出物は安山岩～デイサイトからなる．苦鉄質

包有物は玄武岩質安山岩～安山岩である．以下に各活動期の記載岩石学的特徴

をしめす．なお，大雪火山群噴出物は，岩質が同じだと異なる地質ユニットの岩

石でも似た記載岩石学的特徴を持つ． 

４－２－１ 古期噴出物 

古期噴出物の岩石は，かんらん石含有単斜輝石斜方輝石安山岩～デイサイト

及び石英かんらん石含有単斜輝石斜方輝石安山岩である．大部分はかんらん石
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含有単斜輝石斜方輝石安山岩であるが，忠別岳溶岩類の一部に石英かんらん石

含有単斜輝石斜方輝石安山岩が産出する． 

かんらん石含有単斜輝石斜方輝石安山岩～デイサイト：斜長石は最大粒径 2.0 

mm で自形～半自形である．清澄なものと汚濁を受けたものが共存している．内

部に斜方輝石や鉄チタン酸化物を内包しているものもあるが，清澄である．蜂の

巣状構造や累体構造を示す斑晶もある．斜方輝石は最大粒径 1.5 mm で自形～半

自形で，一部は鉄チタン酸化物を内包する．単斜輝石斑晶は最大粒径 1.5 mm で

自形～半自形である．集斑晶は斜長石・斜方輝石・単斜輝石・鉄チタン酸化物か

らなる．石基はハイアロピリティック組織を呈し，斜長石，単斜輝石，斜方輝石，

鉄チタン酸化物及びガラスからなる． 

石英かんらん石含有単斜輝石斜方輝石安山岩：斜長石斑晶は最大粒径 3.1 mm で

自形～半自形である．斑晶は清澄なものと汚濁を受けたものが共存している．単

斜輝石斑晶は最大粒径 1.0 mm で多くは半自形で鉄チタン酸化物を内包してい

る．斜方輝石斑晶は最大粒径 1.5 mm で自形～半自形である．しばしば単斜輝石

が連晶している．かんらん石斑晶は最大粒径 0.5 mm で半自形である．外周や割

れ目に沿ってインディングス石化している．斜方輝石及び斜長石からなる反応

縁を持つ斑晶が認められる．石英斑晶は最大粒径 2.2 mm で半自形である．斑晶

は融食形を示し，斑晶の周囲は単斜輝石によって置き換えられた反応縁を示し

ている．集斑晶は斜長石・斜方輝石・単斜輝石・鉄チタン酸化物からなる．石基

はハイアロピリティック組織を呈し,斜長石,単斜輝石,斜方輝石, 鉄チタン酸化

物及びガラスからなる． 

かんらん石斜方輝石単斜輝石安山岩（苦鉄質包有物）：斜長石斑晶は最大粒径 2.4 

mm で自形～半自形である．斑晶は清澄なものと汚濁を受けたものが共存してい

る．内部に斜方輝石や鉄チタン酸化物を内包している斑晶は清澄である．単斜輝
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石斑晶は最大粒径 1.2 mm で半自形のものが多い．鉄チタン酸化物を内包してい

る斑晶もある．斜方輝石斑晶は最大粒径 1.8 mm で自形～半自形である．斑晶内

に鉄チタン酸化物をしばしば包有する．かんらん石斑晶は最大粒径 1.0 mm でリ

ムや割れ目に沿ってインディングス石化しているものが多い． 

 

４－２－２ 新期噴出物 

Y1 サブステージ噴出物 

石英かんらん石角閃石含有単斜輝石斜方輝石角閃石安山岩～デイサイト：斜長

石は最大粒径 6.2 mm で自形～半自形である．内部に斜方輝石や鉄チタン酸化物

を内包しているのもある．蜂の巣状構造や累体構造を示す斑晶も認められる．単

斜輝石は最大粒径 2.2 mm で自形～半自形である．不透明鉱物を内包している斑

晶も認められる．斜方輝石は最大粒径 2.1 mm で自形～半自形である．不透明鉱

物を内包している斑晶も認められる．角閃石は最大粒径 5.7 mm で自形～半自形

である．淡褐色～褐色の多色性を示す．内部に斜長石，不透明鉱物を内包してい

る斑晶も認められる．外形を保持したまま，不透明鉱物や斜方輝石に分解してい

るものもある．かんらん石は最大粒径 0.8 mm で半自形であり，斜方輝石の微晶

からなる反応縁をもつ．石英斑晶は最大粒径 3.3 mm で半自形の融食形を示す．

石基組織は，ハイアロピリティック組織，インターサータル組織及びガラス質で,

デイサイト質なものほど石基鉱物の結晶度は悪くなる．石基鉱物は，斜長石，斜

方輝石，単斜輝石，かんらん石，磁鉄鉱が認められる．永山岳溶岩・火砕岩類及

び松仙溶岩類の岩石のガラス質石基にはスフェルライト組織が認められる． 

角閃石かんらん石含有斜方輝石単斜輝石安山岩（苦鉄質包有物）：斜長石斑晶は

最大粒径 3.5 mm で自形～半自形である．汚濁を受けたものが多く，清澄なもの

は少ない．斑晶内部に斜方輝石や不透明鉱物を内包しているのもある．単斜輝石
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斑晶は最大粒径 1.2 mm で自形～半自形である．斜方輝石斑晶は最大粒径 1.8 mm

で自形～半自形である．かんらん石は最大粒径 1.0 mm でリムや割れ目に沿って

インディングス石化しているものが多い．リムを角閃石微斑晶が囲んでいるも

のも確認される．角閃石斑晶は最大粒径 0.8 mm で半自形のものが多く，淡褐色

～褐色で多色性を示す．オパサイト化しているものはほとんどなく，斑晶内部に

不透明鉱物や斜長石を内包するものもある．石基組織は，インターサータル組織

を示す． 

Y2 サブステージ噴出物 

石英角閃石含有単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩～デイサイト：斜長石は最大

粒径 4.0 mm で自形～半自形である．内部に斜方輝石や鉄チタン酸化物を内包し

ているのもある．清澄なものが多いが，一部汚濁を受けているものもある．単斜

輝石は最大粒径 0.7 mm で自形～半自形である．不透明鉱物を内包している斑晶

も認められる．斜方輝石は最大粒径 1.2 mm で自形～半自形である．不透明鉱物

を内包している斑晶も認められる．角閃石は最大粒径 5.0 mmで自形～半自形で，

淡褐色～褐色の多色性を示す．内部に斜長石，不透明鉱物を内包している斑晶も

認められる．新鮮な斑晶が多いが，一部オパサイト化しているものもある．石英

斑晶は最大粒径 2.0 mm で半自形の融食形を示す．石基組織はハイアロピリティ

ック組織及びハイアロオフィティック組織である． 

Y3 サブステージ噴出物 

石英含有単斜輝石斜方輝石安山岩：Y3 サブステージの中で斑晶として石英が含

まれる岩石は，ミクラ沢溶岩のみ出現する．斜長石斑晶は最大 5.9 mm，平均 2 

mm 前後の自形～半自形で，多くは無色～淡褐色のガラス包有物を含み，一部の

斜長石は輝石を包有する．2 mm 以上の斑晶で累帯構造をもつものは汚濁をうけ

ているのが多い．蜂の巣構造を示すものも認められる．輝石斑晶は斜方輝石と単
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斜輝石からなり，ともに長径 2 mm 前後の自形～半自形で，累帯構造は顕著でな

い．斜長石や不透明鉱物を包有することがある．石英斑晶は最大粒径 1.7 mm で

半自形の融食形を示し，斑晶の周りに輝石からなる反応縁が認められる．石基は

ハイアロピリティック組織である． 

角閃石かんらん石含有単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩～デイサイト：デイサ

イトでは斑晶鉱物として斜長石，斜方輝石，単斜輝石及び鉄チタン酸化物，角閃

石斑晶が認められる．斑晶量は 14～38 vol.%である．斜長石斑晶は最大 7.5 mm，

平均 2 mm 前後の自形～半自形で，多くは無色～淡褐色のガラス包有物を含み，

一部の斜長石は輝石や角閃石を包有する．4 mm 以上の大型の斑晶は累帯構造が

顕著であり，汚濁帯や蜂の巣構造を示すものも認められる．輝石斑晶は斜方輝石

と単斜輝石からなり，ともに長径 1 mm 前後の自形～半自形で，累帯構造は顕著

でない．斜長石や不透明鉱物を包有することがある．石基はハイアロピリティッ

ク組織～ガラス質である． 

玄武岩質安山岩～安山岩では斑晶鉱物として斜長石，斜方輝石，単斜輝石，角

閃石及び鉄チタン酸化物が含まれ，一部の岩石にはかんらん石斑晶も認められ

る．斑晶量は 14～32 vol.%である．斜長石斑晶は長径が最大 6.5 mm，平均 1.5 mm

前後の自形～半自形で，多くは無色～淡褐色のガラス包有物を含む．4 mm 以上

の大型の斑晶は累帯構造が顕著である．汚濁帯や蜂の巣構造を示すものが認め

られる．小型で半自形の斑晶は清澄なものが多い．輝石斑晶は斜方輝石と単斜輝

石からなり，いずれも長径 1 mm 前後の自形～半自形で，累帯構造は顕著でな

い．斜長石や不透明鉱物を包有することがある．角閃石はモードで <0.1 vol.%，

長径 0.2 mm 前後で自形～半自形である．かんらん石は 0.5 mm 前後で自形～半

自形である．石基は斜長石・斜方輝石・単斜輝石・鉄チタン酸化物・ガラスから

なるハイアロピリティック組織を示す． 
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かんらん石含有斜方輝石単斜輝石玄武岩質安山岩～安山岩（苦鉄質包有物）：岩

石は斑晶として斜長石，斜方輝石，単斜輝石，かんらん石, 鉄チタン酸化物を含

む．斑晶量は 5～31 vol.%である．斑晶鉱物の斜長石は 2.0～27.1 vol.%，最大 2.4 

mm，平均 1.0 mm 前後の自形～他形で，その累帯構造は周辺部で顕著である．

無色～淡褐色のガラス包有物や不透明鉱物，単斜輝石や斜方輝石を包有するも

のもある．結晶内に蜂の巣構造を示すものや周辺部が汚濁帯になっているもの

も認められる．斜方輝石は 0.2～1.5 vol.%，平均 0.3 mm 前後の自形～半自形で，

累帯構造は顕著でない．不透明鉱物を包有することがある．単斜輝石は 0.2～1.2 

vol.%で最大 2.0 mm，平均 0.4 mm 前後の自形～半自形を示し，累帯構造を示す

ものもある．斜長石や不透明鉱物を包有することがある．かんらん石は < 0.3 

vol.%で 0.7 mm 前後の自形～半自形である．石基は柱状～針状の斜長石・斜方輝

石・単斜輝石・鉄チタン酸化物・ガラスからなるインターサータル組織を示す．  

 

４－３ 全岩化学組成 

 

Fig. 4-1，Fig. 4-2，Fig. 4-3 に主要及び微量元素のハーカー図を示す．また，Table 

4-3，Table 4-4，Table 4-5 及び Table 4-6 には，代表的な試料の主要全岩化学組成

と微量全岩化学組成をそれぞれ示した．大雪火山群の岩石の SiO2量は母岩で 54

～69 wt.%，苦鉄質包有物で 52～59 wt.%であり，中カリウム系列のカルクアルカ

リ系列に分類される (Fig. 4-1)．活動期で比較すると，古期の岩石は新期と比較

して，珪長質側で P2O5 や Zr,Nb,Y などの液相濃集元素の含有量が高く，多様で

ある特徴を有することで新期の岩石と明瞭に区別することができる．苦鉄質包

有物では区別できない．新期のサブステージ間で比較すると，Y1 及び Y2 サブ

ステージの岩石の SiO2 量は最大 69 wt.%であるが，Y3 サブステージの岩石の



82 

 

SiO2量は最大 65wt.%までしか出現しない． 

旭岳サブグループの岩石の SiO2量は母岩で 54.7～65.4 wt.%，苦鉄質包有物で

54.0～59.0 wt.%であり，中カリウム系列のカルクアルカリ系列に分類できる 

(Fig. 4-2)．多くの元素はハーカー図上において，珪長質側では類似した含有量で

あるが，苦鉄質側では多様な含有量となる傾向がある．火山体で比較すると，熊

ヶ岳火山体の岩石は高い Ni 含有量かつ低い Cr 含有量を持つ点で，他の活動期

の岩石と明瞭に区別できる (Fig. 4-2)．後旭岳火山体の岩石と旭岳火山体前期の

岩石は主要元素及び微量元素においても苦鉄質側で類似した組成を示し，低 Ni・

Cr 含有量で特徴付けられる (Fig. 4-2)．その中で旭岳火山体前期の E-2 サブステ

ージのSDユニットの岩石が苦鉄質側で特徴的に高いTiO2含有量及びFeO*/MgO

値を示し，また Zr 及び Ba で他のユニットと比べ高い含有量を示す (Fig. 4-3)．

また，同じ E-2 サブステージの AU，BS 及び SU ユニットの岩石は SiO2=54.7～

62.8 wt.%の玄武岩質安山岩から安山岩であり，旭岳サブグループの中で最も苦

鉄質である．そしてこれらの岩石は，AU から SU へと層序的上位のユニットに

なるにつれて，苦鉄質側で Ni・Cr 含有量が増加していく特徴がある (Fig. 4-3)． 

 

４－４ 希土類元素パターン 

 

Fig. 4-4 に C1 chondrite の値 (McDonough and Sun, 1995) を用いて規格化した

大雪火山群の岩石の希土類元素存在度パターンを示す．大雪火山群の全ての岩

石は軽希土に富み重希土が枯渇するパターンを示す．SiO2 含有量別でみると， 

SiO2 60 wt.%以上の岩石で明瞭な Eu 負異常を示し，SiO2 60 wt.%未満の岩石は Eu

負異常が小さい．活動期で比較すると，玄武岩質安山岩～安山岩の岩石では古期

と新期は類似した希土類元素含有量を示す．一方，安山岩～デイサイトでは，古
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期の岩石が新期の岩石と比べて軽希土元素及び重希土希元素の含有量が多いこ

とで明瞭に区別ができる． 

 

４－５ 同位体比 

 

４－５－１ Sr 及び Nd 同位体比 

 Fig. 4-5 に横軸に SiO2，縦軸に 87Sr/86Sr と 143Nd/144Nd をそれぞれとった図を示

す．大雪火山群の岩石は，87Sr/86Sr が 0.70352～0.70422，143Nd/144Nd が 0.51274～

0.51292 の同位体比を示す．古期と新期で比較すると，苦鉄質側の岩石は 87Sr/86Sr

及び 143Nd/144Nd で同位体比に違いが認められない．一方，珪長質側の岩石は，

古期と新期で区別が可能である．87Sr/86Sr の場合，古期の岩石は SiO2含有量の増

加に伴い同位体比が増加し，全体的に新期の岩石に対して同位体比が高い特徴

を示す．加えて，古期の岩石は珪長質側で多様な同位体比を示すのに対し，新期

の岩石は SiO2 含有量が増加しても同位体比は増加せずに収束する．143Nd/144Nd

の場合，新期の岩石は苦鉄質から珪長質にかけて同位体比に大きな変化がない

が，古期では珪長質の岩石の一部が低い同位体比を示し，かつ多様である． 

４－５－２ Pb 同位体比 

Fig. 4-6 に横軸に SiO2，縦軸に 206Pb/204Pb，207Pb/204Pb，208Pb/204Pb をそれぞれ

縦軸にとった図を示す．大雪火山群の岩石は，206Pb/204Pb では 18.36～18.45，

207Pb/204Pb では 15.555～15.570，208Pb/204Pb では 38.38～38.47 の範囲を示す． 

活動期で比較すると，古期と新期の岩石は類似した 206Pb/204Pb,207Pb/204Pb 及び

208Pb/204Pb の値を示し，SiO2含有量の増加に伴い同位体比が増加する．活動期別

に詳しく見ると，古期の岩石は 206Pb/204Pb では苦鉄質包有物の同位体比幅が狭

いのに対し，珪長質側で比較的多様になる (Fig. 4-7)．一方，新期のほとんどの
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岩石は 206Pb/204Pb が 18.42～18.44 の範囲の苦鉄質側から珪長質側にかけて平行

な同位体比を示すが，Y3 サブステージでは苦鉄質側で 206Pb/204Pb が 18.42 未満

の低い同位体比を示す岩石が出現する (Fig. 4-8). 

 

４－６ まとめ 

 

 古期及び新期ともに高温側マグマである苦鉄質マグマは Y3 サブステージの

一部の岩石を除いて類似しており，100 万年間を通じて大きな変化はなかった．

一方，珪長質マグマは活動休止期を挟んで大きく変化したことが分かった．古期

と新期の珪長質マグマは，斑晶鉱物としての角閃石の有無や，Sr・Nd・Pb 同位

体比及び P2O5や Zr，希土類元素などの不適合元素の含有量が異なることで，両

活動期の岩石は明瞭に区別が可能である． 
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第Ⅴ章 時間―噴出量階段図とマグマ噴出率の推定 

 

５―１ はじめに 

 

 本研究では大雪火山群の噴出物のマグマ換算体積 (DRE) の算出，活動年代の

検討を行い，時間―噴出量階段図の作成と各活動期の噴出率を見積もった．本章

ではその手法と結果について述べる． 

 

５―２ 大雪火山群のマグマ噴出量 

 

５―２―１ 基盤地形の推定  

大雪火山群の各山体の標高は 2,000 m 前後であるが，それらは標高の高い基盤

岩が作る山地の上に形成されている．そのため，大雪火山群噴出物の体積の見積

もりを行うためには，基盤地形の推定が重要である． 

本研究では野外調査結果と現在の観察される火山噴出物の分布を基に，基盤

地形の接峰面図を以下の手順で作成した．まず，現在の基盤地形があらわれてい

る範囲の接峰面図を作成した．現在確認できる基盤岩は地質調査の結果，大雪火

山群東部～南部では標高約 1,500 m まで，西部～北部では標高約 700～1,300 m

まで達している．次に，大雪火山群に覆われている範囲について，現在の大雪火

山群噴出物の分布が基盤地形に反映されていると仮定し，火山噴出物の分布に

調和的になるように地形を推定した．現在の大雪火山群の山体は，火山群東～北

側で急峻な地形を形成しているのに対し西側は緩やかな形状であり，南北方向

に顕著な標高の変化が認められない特徴がある．このことから，基盤地形は東西
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南北で対称の台地状地形を作っていたとは考えにくく，南北方向に延びた西落

ちの台地であったと推定される．このようにして作成した接峰面図を Fig. 5-1 に

示す．接峰面図から，基盤地形は大雪火山群中央部付近で少なくとも標高 1500 

m 以上，最高 1,600 m まで達していたと推定される．この結果は，国府谷ほか 

(1968) や勝井ほか (1979) によって推定された基盤標高と同じとなった．  

５―２―２ 大雪火山群噴出物の体積 

本研究では以下の手順で噴出物の体積の見積もりを行った．まず，浸食をうけ

た山体については火山原斜面に調和するように 100 m 間隔で等高線を引いて形

成時の山体を復元した．御鉢平カルデラ付近に想定される，新期噴出物に覆われ

た古期噴出物については，御鉢平カルデラ付近に噴出中心を持つ盾状火山体が

形成したと仮定し，南部で観察される忠別岳や五色岳の形状と相似の等高線幅

になるようにし，山体を復元した．次に各ユニットの分布を，斜度の違いを基に

山麓部と山頂部に区分し，見かけ面積を斜面積に変換した．それぞれ地質ユニッ

トの断面図から求めた断面積を流走距離で割ったものを平均層厚とし，斜面積

と平均層厚を掛けたものを各ユニットの見かけ体積とした．台円錐状の山体に

ついては台円錐に近似してそれぞれ算出した．新期 Y2 サブステージの御鉢平カ

ルデラ火砕岩類の噴出物については火砕流堆積物と降下火砕物を区別して体積

計算した．火砕流堆積物については，堆積した直後は現在分布している谷を完全

に埋めていたと仮定し地形を復元した．そして分布面積と層厚を掛けたものを

見かけ体積とした．降下火砕物については大雪火山群東麓から道東まで分布し

ていることが報告されているが，観察可能な露頭が少なく，精度の良い等層厚線

図を作成するのが困難である．本研究では，これまで報告されている降下火砕物

の情報を基に，最小面積の見積もりを試みた．まず，御鉢平カルデラ形成噴火由

来の降下火砕物は，プリニー式噴火による降下火砕物（Ds-Oh：勝井ほか，1979）
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と Px-type 火砕流噴出と同時に生じた降下火砕物（co-ignimbrite ash）に区別され

る（和田ほか, 2007）．そのため，等層厚線図作成では，それぞれ別の等層厚線

を作成した．まずプリニー式噴火による降下火砕物は北東方向に主軸を持つと

推定され（佐藤・和田，2015），その層厚は，御鉢平カルデラ付近で約 30 m，

地点 AC (Fig. 2-1) 付近で層厚約 2 m である．御鉢平カルデラから北西に 30 km

の白滝地域では層厚が 20～40 cm と報告されている（中村ほか, 1999）．この

限られた層厚の情報を基に大まかに推定した，プリニー式噴火による降下火砕

物の等層厚線図を Fig. 5-2 に示す．次に co-ignimbrite ash については道東でのみ

報告されている（例えば，和田ほか, 2007，山元ほか, 2010）．co-ignimbrite ash

が確認された地点とその層厚の情報を基にした，co-ignimbrite ash の等層厚線図

を Fig. 5-2 に示す．次に，これらの等層厚線図を基に，Hayakawa (1985) の計算

式 [ V = 12.2TA] （V=体積，T=降下火砕物の層厚，A=面積）を用いて体積を計

算した．その結果，プリニー式噴火による降下火砕物の見かけ体積は約 6 km3，

co-ignimbrite ash の体積は約 2 km3と見積もられた． 

次に，得られた見かけ体積について，溶岩の密度を 2.4 g/cm3，火砕岩の密度を

1.0 g/cm3  (Nakamura, 1964) と仮定して溶岩換算 (DRE) した．このようにして

求めた各ユニットの溶岩換算体積 (DRE) は，古期噴出物が 33 km3DRE，新期噴

出物が 47 km3DRE でサブステージ別では Y1 サブステージが 22 km3DRE，Y2 サ

ブステージが 15 km3DRE そして Y3 サブステージが 10 km3DRE となる (Table 5-

1)．旭岳サブグループについては，全体が 9.7 km3DRE となり，火山体及び火山

体活動期ごとにみると，熊ヶ岳火山体が 0.4 km3DRE，後旭岳火山体が 0.5 km3DRE，

旭岳火山体前期 E-1 サブステージが 7.1 km3DRE，そして旭岳火山体前期 E-2 サ

ブステージが 1.7 km3DRE である (Table 5-2)． 
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５―３ 活動年代 

 

これまで得られている地質学的知見と石崎 (2003) 及び今回の年代測定結果

から，大雪火山群の活動を考察する． 

まず，大雪火山群噴出物から得られた放射性年代値は全て約 1 Ma 以降を示し

た．この結果は，大雪火山群噴出物が本地域に広く分布する後期更新世以前の大

規模火砕流堆積物に覆われていないことと矛盾しない．これら大規模火砕流堆

積物は十勝溶結凝灰岩や十勝三股カルデラ火砕流堆積物など複数の地質ユニッ

トから構成されるが，1 Ma に発生した十勝三股カルデラ形成をもって活動を終

了したと考えられている．すなわち，大雪火山群は大規模火砕流噴火後まもなく

活動を開始したことが考えられる． 

大雪火山群古期噴出物のうち，西方に噴出中心を持つ比較的規模の小さい火

山体や，中軸部の山体の下層を構成する平ヶ岳及び東方に噴出中心を持つ単成

火山群からは 1020～890 ka の比較的古い年代が得られた．一方，中軸部で南北

に連なる高根ヶ原や忠別岳などの表層部を広く覆う溶岩からは，820～660 ka の

年代値が得られ，そのほとんどは 820～720 ka の年代値を示した．古期噴出物で

最新の年代値は忠別沼溶岩から得られた 660 ka である．忠別沼溶岩の年代値は

層序的に下位である平ヶ岳溶岩類や忠別岳溶岩類の年代値と矛盾しない．これ

らのことから，古期では約 70 万年前が主要な活動の終わりであり，忠別沼溶岩

の年代値を完全に活動を停止した時期と考えることができる． 

新期の Y1 サブステージ噴出物から得られた最も古い K-Ar 年代値は北鎮岳溶

岩類の 155 ± 9 ka である．また，永山岳火砕岩・溶岩類の年代値は 110 ± 8 ka で

あるが，永山岳火砕岩・溶岩類より層序的に下位の松仙溶岩類の年代値は得られ

ていない．松仙溶岩類は層序関係から新期活動の最初期の噴出物と考えられる． 
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松仙溶岩類は地形保存状態が他の 10万年前程度の他ユニットと類似しているこ

とを考慮すると，新期の活動は少なくとも 20万年前頃に始まったと推定される．

Y1 サブステージから得られた最も若い有効な年代値は桂月岳溶岩類の 60 ± 10 

ka である．すなわち，Y1 ステージは，御鉢平カルデラ形成直前の数万年前まで

活動を続けていたと考えられる． 

Y2 サブステージの御鉢平カルデラ火砕岩類について Hb－type の火砕物の絶

対年代についての報告は西来ほか (2017) のみである．西来ほか (2017) は Hb－

type の火砕流堆積物を対象にフィッション・トラック年代測定実施し，約 8～4

万年前の噴出年代を得た．Y1 サブステージの K-Ar 年代を考慮すると，古くと

も約 5 万年前以後からその活動が開始したと考えられる．一方，Px－type につ

いては 1970 年代以降，多数の報告がある．勝井ほか (1979) は，御鉢平カルデ

ラ噴火起源の Px－type 火砕流中の炭化木から 33,640 ± 3,380 
2,370  yBP の，勝井ほか 

(1979) 及び勝井ほか (1988) は御鉢平カルデラ噴火起源の降下軽石堆積物中の

炭化木片からそれぞれ 28,980 ± 1,600 yBP・28,750 ± 900 yBP の 14C 年代値を報

告している．また，中村・平川 (2000) は御鉢平カルデラ噴火起源の降下軽石堆

積物直下の泥炭から 30,070 ± 340 yBP の，山元ほか (2010) は御鉢平カルデラ噴

火起源の降下火山灰層直下の土壌に含まれる炭質物から 32,640 ± 820 yBP の 14C

年代値を報告している．本研究では後述する噴出率算出のため，これら 14C 年代

値のうち中間的な値を示す中村・平川 (2010) の値を御鉢平カルデラ噴火年代値

として仮に採用した．この中村・平川 (2010) の 14C 年代値に対して本研究で暦

年代補正を行うと，33,630～34,750 cal yBP (2σ) となることから，本研究では Px

－type の噴火の年代を約 3 万 4 千年前と仮定した．Y3 サブステージは少なくと

も約 3 万 4 千年前以後に開始し，最新のマグマ噴火 (SU) は約 5,000 年前，最新

の水蒸気噴火 (JD-2) は約 700 年前と考えられる． 
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今回得られた年代値と既往研究の年代値には 0.66～0.2 Ma を示す噴出物は存

在しない．このことから，大雪火山群では少なくとも 0.66～0.2 Ma の間は長期

の活動休止期であった可能性がある．長期にわたる活動休止期の存在は，古期山

体が新期山体と比べて著しく解析されているという観察事実と調和的な結果で

ある． 

 

５―４ 時間―噴出量階段図の作成手法 

 

これまで得られた大雪火山群の活動年代と噴出物のマグマ換算体積から，活

動期全体の時間－噴出量階段図を次の手順で作成した．まず，横軸を年代値，縦

軸に積算噴出量 (km³DRE) としたグラフに，各地質ユニットの K-Ar 年代値及び

暦年補正した 14C 年代値の中央値を基に並べ，年代の古い順から体積を積算し

た．次に，年代値が得られていない地質ユニットについては地質層序から推定し

た仮の年代値を与えた．例えば，古期噴出物のシビナイ溶岩類については上位の

忠別岳溶岩類に覆われていること，下位の地層が基盤岩であることから，古期活

動の初期の噴出物であると考えられる．そこで古期活動の初期の噴出物である

平ヶ岳溶岩類の年代値をシビナイ溶岩類の仮の年代値とした．また，新期 Y3 サ

ブステージ噴出物の松仙溶岩類，上川岳下部溶岩，沼ノ平溶岩類，黒岳溶岩類，

安足間溶岩類，中岳温泉溶岩及び中央溶岩は K-Ar 年代が得られていない．これ

らの地質ユニットについても地質層序から推定した仮の年代値を与えた．まず，

新期噴出物の中でも層序的下位である松仙溶岩類及び上川岳下部溶岩について

は初期の活動によって噴出したと仮定し，その年代を約 20 万年前と仮定した．

他の火山体と明瞭な被覆関係が得られていない沼ノ平溶岩類，黒岳溶岩類及び

中岳温泉溶岩類については，Y1 サブステージで得られた K-Ar 年代の平均値を



105 

 

与えた．層序的上位である安足間溶岩類と中央溶岩類については Y1 サブステー

ジから得られた最も若い K-Ar 年代値を仮に与えた． 

次に，Y2 サブステージについては Y1 サブステージ活動後すぐに活動を始め

たと仮定し，その活動期間を約 5 万年前～3 万 4 千年前と仮定した．Y3 サブス

テージの旭岳サブステージについては，Y2 サブステージ活動後すぐに活動を始

めたと仮定し，活動開始年代を約 3 万 4 千年前と仮定した．Y3 サブステージに

ついては本研究で得られた６つの 14C 年代値に加え，奥野 (2003) の１つの，合

わせて７つの 14C 年代値を用いて時間―噴出量階段図を作成した．旭岳サブグル

ープは 3 万 4 千年前以降から活動を開始しているが，本研究で得られた年代値

で最も古いのは 1.5 万年前である．そこで 1.5 万年前とされた旭岳西方下部溶岩

類 (WL) より下位にある山体は，3 万 4 千年前～1.5 万年前の間に一定の噴出率

で成長したと仮定した． 

 

５―５ マグマ噴出率の推定 

 

 新たに作成した噴出量－時間階段図から，各活動期の噴出率は，古期が >0.08 

km³DRE / ky，新期が >0.3 km³DRE /ka と求められた (Fig. 5-3)．古期については，

0.82～0.74 Ma の間で噴出率が 0.4 km3 /ky となり，最も高くなる．新期につい

ては，Y1 サブステージは 0.2 km³DRE /ky，Y2 サブステージは >0.9 km³DRE / ky，

Y3 サブステージは >0.3 km³DRE / ky となり，Y2 で発生した約 5 万年前～約 3

万 4 千年前の大規模火砕流噴火において噴出率が最大となる．また，Y1 サブス

テージについては 0.11～0.09 Ma の間で噴出率が 0.8 km³DRE / ky ，Y3 サブス

テージについては 3.4～1.5 万年前は 0.2 km3DRE/ky 以上，約 1.5 万年前～9,000

年前は 1.0 km3DRE/ky，9,000～5,000 年前は 0.03 km3DRE/kyとなった (Fig. 5-4)．
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このように大雪火山群では活動期ごとに噴出率が急激に高くなる期間が存在す

るようである．また，5,000 年前以降は水蒸気噴火のみを行ったため，マグマ噴

出率としては 0 になる (Fig. 5-4)． 
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第Ⅵ章 大雪火山群の形成史 

 

６―１ はじめに 

 ここではこれまで明らかになった地質学的データと絶対年代を基に，大雪火

山群の形成史について述べる． 

 

６―２ 大雪火山群の形成史 

 

６―２―１ 長期火山活動史 

 約 1 Ma の十勝三股カルデラ形成後まもなく大雪火山群の古期活動が開始し

た．主な活動は，十勝三股カルデラの西～北西で発生し，五色岳や忠別岳，平岳

及び高根ヶ原といった，南北方向にゆるやかに配列する複数の噴出中心から溶

岩が流出することで平坦な火山体の集合体を形成した．また，火山群東方では単

成火山活動が発生し音更沢溶岩や石狩川溶岩等の小規模な火山体が形成した．

火山群西部においても小旭岳のような小規模な火砕丘が形成した．本研究及び

石崎 (2003) により，これらの古期の火山体の活動開始はいずれも 1 Ma 頃であ

り，山体表層部の溶岩からは，800～700 ka の年代が多く報告されていることが

わかった．噴出率でみても，古期の中でも 800～700 kaで噴出率が最も高くなる．

すなわち，古期活動ではまず 1000～900 ka までは広範囲に小規模な山体を形成

するような活動が発生し，800～700 ka に最盛期を迎え，活動は火山群中軸部に

集中し，溶岩主体の平坦な火山体を形成した．そして 660 ka に現在の忠別岳北

方で小規模な噴火をして古期活動が完全に終了し，大雪火山群全体で約 50 万年

の長期の活動休止期に移行した． 
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 新期の活動は大雪火山群中央部～北部で発生し，永山岳や黒岳，旭岳といった

複数の溶岩ドームや小型の成層火山を形成した．また，火山群中央部には直径 2

㎞の御鉢平カルデラを形成した．これらの噴出中心に明瞭な規則性は見られな

い．新期の活動は少なくとも 20 万年前以降と考えられ，その活動は噴火様式の

違いによって古い順から Y1，Y2，Y3 のサブステージに細分される．Y1 サブス

テージでは約 20 万年に火山群北部で溶岩流主体の活動が発生し，約 10 万年前

に活動最盛期を迎え，火山群北西部では永山岳の成層火山体を，中央部では小型

の溶岩ドーム群を形成した．そして Y1 サブステージの活動は小規模ながらも，

御鉢平カルデラ形成直前の数万年前まで継続した．Y2 サブステージでは約 5 万

年前～3 万 4 千年前に火山群中央部において，大雪火山群では例外的な大規模な

火砕噴火が発生し，火山群中央部に直径 2 km の御鉢平カルデラが形成された．

その大規模噴火は少なくとも約 100 ± 40 年の間隙を挟んで２回発生したと考え

られている（安田ほか，2015）．御鉢平カルデラが形成後の Y3 サブステージで

は，噴出中心が大雪火山群の南西部に移動し，成層火山である旭岳や複数の溶岩

ドームが形成された． 

６―２―２ 旭岳の火山活動史 

佐藤・和田 (2007) は旭岳火山の活動を，溶岩流出による成層火山体下部を形

成した Stage 1，火砕丘を形成した Stage 2，水蒸気噴火をした Stage 3 の３つのス

テージに区分した．すなわち最初は溶岩流出という非爆発的噴火が主体で，その

後に爆発的噴火主体に変化して山体が成長したとし，噴火様式の変化を指摘し

た．しかしながら本研究では，旭岳火山体の活動は約 2 万年前～5 千年前までの

マグマ噴火主体の前期と 5 千年前以後から現在までの水蒸気噴火主体の後期に

大別され，さらに前期については，個々の噴出量が多い E-1 サブステージの活動

と，その後に噴出量の少ない E-2 サブステージの活動に変化したとした．すなわ
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ち噴火様式ではなく，噴火量が後半になって減少したと考えた．旭岳火山体の前

期 E-1 サブステージでも爆発的噴火も伴いながら，山体が成長したと考えた根

拠は以下のとおりである．まず，E-1 サブステージの旭岳西方下部溶岩類が旭岳

の火砕丘の標高 1,900 m 付近まで確認できることである．このことから現山体の

大半を E-1 サブステージの溶岩や火砕物が構成していると考えられる．また，旭

岳西方上部溶岩・火砕岩の WU-3 溶岩下位の凝灰角礫岩層の存在である．この

凝灰角礫岩層は，溶岩流出時に発生した爆発的噴火による産物と考えられる． 

水蒸気噴火を主体とする旭岳後期活動について，従来の研究では異なった見

解が述べられていた．勝井ほか (1979) は，火砕丘西麓に形成された複数の火口

の周辺に広く分布する層厚 10～20 cm の火山灰〜火山礫層を認め，この層が旭

岳起源の最後の噴火堆積物であり，地獄谷爆裂火口を形成した水蒸気噴火堆積

物と考えた．分布と層厚を考慮すると，この堆積物は本研究の JD-1 層に相当す

ると考えられる．勝井ほか (1979) は，この水蒸気噴火堆積物は泥炭を挟んで樽

前 a 降下火山灰（樽前火山，1739 年）に覆われることから，泥炭層の堆積速度

を見積もり，地獄谷爆裂火口の形成を約 500 年前と推定した．それに対し和田

ほか (2001) は，旭岳周辺に堆積した４枚の広域テフラの対比を行い，それら広

域テフラに挟まれる土壌の堆積速度の見積もりから，地獄谷爆裂火口の形成年

代を約 1,500 年前以前と考えた．更に，奥野 (2003) では旭岳西麓の水蒸気噴火

堆積物に対して２つの放射性炭素年代値を報告したが，堆積物の層序対比が十

分に行われていないため，これらの年代値がどの水蒸気噴火堆積物に対応する

のか定かでない． 

 今回の研究によって後期活動では，JD-1 と JD-2 の２回の水蒸気噴火堆積物と

１層の詳細が不明なラハール堆積物が認められた．さらに本研究から JD-1 は約

2,800 年前，JD-2 が約 700 年前となる．また前期活動で確認される最後のマグマ
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噴火は約 4,850 年前であることも明らかになった．また JD-1 の降下火山灰層の

分布は後期活動の中では広範囲であるだけではなく，岩屑なだれやラハール堆

積物を伴うことが明らかになった．その分布と噴火様式・規模を考えると JD-1

は地獄谷爆裂火口形成に関連した堆積物であると考えられる．一方，JD-2 には

これまで認められていない堆積物であり，JD-1 と比べて小規模な噴火の産物で

あったと考えれられる．本研究では JD-1 と JD-2 をもたらした噴火について，そ

れぞれ JD-1 噴火及び JD-2 噴火と呼ぶ． 

 

６―３ 古期活動と新期活動の比較 

 

大雪火山群の活動は，約 50 万年の活動休止期を挟み，古期活動と新期活動に

大別される．これらの活動期を比較すると，火山の噴火様式や噴出中心が大きく

変化したことが分かった (Fig. 6-1)．噴火様式は，古期活動では，主に溶岩が流

出することで平坦な火山体の集合体を形成したのに対し，新期では複数の溶岩

ドームからなる単成火山と多量の溶岩と火砕物の噴出によって成層火山を形成

した．活動した噴出中心は，古期が大雪火山群中軸部と火山群東方の盆地で，そ

の配列は南北方向が卓越する．新期は，火山群中央部～北部に多数の噴出中心が

活動し，それらは明瞭な配列を示さない．また，新期では忠別岳や高根ヶ原のあ

る火山群南部及び火山群東方の盆地における火山活動はなかった．さらに記載

岩石学的特徴及び全岩化学組成の検討から大雪火山群では活動休止期を挟んで

特に珪長質マグマが変化することが分かった．一方，マグマ噴出量を比べると古

期噴出物が 33 km3DRE，新期噴出物が 47 km3DRE となり，両活動期間で大きな

差は認められない．仮にマグマ噴出量が地下深部からのマグマ供給量と比例関

係であるのならば，地下深部からのマグマ供給量は両活動期で同程度であった
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と考えられる． 
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第Ⅶ章 大雪火山群のマグマ変遷 

 

７―１ はじめに 

第Ⅴ章で述べたように，大雪火山群では，古期と新期で珪長質マグマが大きく

変化した．これは地下深部におけるマグマプロセスの変化を反映したものと考

えられる．本章では古期と新期の岩石学的特徴の違いがどのようなマグマプロ

セスの違いを反映しているのかを検討するために，それぞれの活動期の苦鉄質

マグマと珪長質マグマの成因について検討した． 

 

７―２ マグマの成因 

 

７―２―１ 古期マグマの成因 

古期の岩石の Sr 同位体比は苦鉄質側と比べて珪長質側が高く，かつ多様であ

る (Fig. 4-5)．微量元素比を検討すると，苦鉄質側と珪長質側で異なる Rb/Zr 比

を示し，珪長質側で多様な Rb/Zr 比を示す (Fig. 7-1)．これらのことから，古期

の珪長質マグマは苦鉄質マグマの結晶分化作用だけでは生成できないことを示

す．珪長質マグマの成因については地殻物質の影響，例えば地殻の部分溶融や

AFC (Assimilation and Fractional Crystallization) プロセスを検討する必要がある．

そして珪長質マグマが示す多様な組成や同位体比は珪長質マグマの起源物質の

不均質性を反映していると考えられる．また，苦鉄質マグマと珪長質マグマの中

間組成の岩石は，全岩化学組成の組成トレンドと苦鉄質包有物の存在から苦鉄

質マグマと珪長質マグマのマグマ混合によって生成されたものと考えられる．  

７―２―２ 新期マグマの成因 
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新期の岩石は，Sr 同位体比でみると苦鉄質側と珪長質側でほぼ同じ同位体比

を示すが (Fig. 4-5)，液相濃集元素比（例えば，Rb/Zr：Fig. 7-2）は苦鉄質側と珪

長質側で異なる．そのため，新期の珪長質マグマは苦鉄質マグマの結晶分化作用

だけでは生成できず，地殻の部分溶融や AFC プロセスが必要である．珪長質マ

グマは Y1～Y3 サブステージを通して全岩化学組成及び同位体比で大きな変化

がない．苦鉄質マグマが地殻物質と相互作用を起こし珪長質マグマを生成する

場合，古期では地殻物質が不均質であるため多様な珪長質マグマが生じたのに

対し，新期では均質な地殻物質を部分溶融して均質な珪長質マグマが生じたと

考えられる． 

一方，苦鉄質マグマは，珪長質マグマと同じ 206Pb/204Pb 比 (206Pb/204Pb=18.42～

18.44) をもつ岩石と 206Pb/204Pb比が低い岩石 (206Pb/204Pb=18.36～18.42) が出現

する．前者は Y1~Y3 サブステージを通して出現し，後者は Y3 サブステージの

一部のユニットから出現する (Fig. 4-8)．この 206Pb/204Pb 比が低い岩石を主要・

微量元素や Sr・Nd 同位体でみると，206Pb/204Pb=18.42～18.44 の岩石と区別がで

きない．すなわち，新期の Y3 サブステージでは，Sr 及び Nd 同位体比や主要

微量元素組成が類似するが，Pb 同位体比が異なる２つの苦鉄質マグマが活動し

たと考えられる． 

これらをまとめると，珪長質マグマが示す同位体比や全岩化学組成の均質性

は，古期に比べて物質的に均質化した地殻を反映している可能性がある．このこ

とは新期の珪長質マグマの同位体比組成が苦鉄質マグマの同位体比組成と類似

していることとも調和的である．新期では全活動期を通して，火山群の中央部か

ら北部にかけて 206Pb/204Pb=18.42～18.44 の苦鉄質マグマが上昇し，珪長質マグ

マのマグマ混合によって安山岩質マグマが生成されるプロセスが続いた．約 3万

4 千年前以後はそれまで活動していた苦鉄質マグマに加え，新たに 206Pb/204Pb 比
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が低い苦鉄質マグマが御鉢平カルデラ南西部付近に上昇した． 

 

７―３ 旭岳サブグループにおける短期マグマ変遷 

 

 佐藤・和田 (2007) は，旭岳のマグマ供給系ではデイサイト質マグマと安山

岩質マグマ及び玄武岩質マグマの３端成分マグマの混合が支配的なプロセスで

あり，活動後期では苦鉄質マグマの相対量が増加したことを指摘している．つま

り旭岳では，その活動を通じて端成分マグマは特に変化していないと考えた．本

研究でも旭岳サブグループで活動したデイサイトマグマの記載岩石学的特徴及

び全岩化学組成に，全活動期を通じてほとんど変化が見られなかった．これは佐

藤・和田 (2007) の指摘と調和的である．一方，苦鉄質岩を山体ごとに比較した

場合，その全岩 SiO2量は大きな差はないが，その Ni，Cr 及び Zr 含有量などで

差が認められる (Fig. 4-3)．熊ヶ岳火山体の岩石は苦鉄質側で高い Ni 含有量かつ

低い Cr 含有量を持つ点で，後旭岳火山体及び旭岳火山体の岩石と明瞭に区別で

きた．また旭岳火山体の活動期間ごとで比較した場合では，旭岳火山体前期 E-1

サブステージの岩石が苦鉄質側で低い Ni 含有量かつ低い Cr 含有量であるのに

対し，E-2 サブステージでは苦鉄質側で高い Ni 及び Cr 含有量をもつ岩石が出現

する (Fig. 4-4)．このことから，旭岳サブグループでは火山体毎及び旭岳火山体

での活動期毎に，苦鉄質マグマの特に Ni や Cr 量が変化していることが明らか

になった．このことは佐藤・和田 (2007) が指摘しているマグマ混合が起こって

いるとすると，活動期毎での混合比の変化では説明できず，苦鉄質端成分マグマ

の組成差を考慮しなければならない． 
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７―４ まとめ 

 

1）大雪火山群の古期と新期の溶岩はいずれも苦鉄質包有物を普遍的に含むこ

とや各活動期での全岩化学組成変化の特徴から，苦鉄質マグマと珪長質マグ

マのマグマ混合が支配的なプロセスであったと考えられる． 

2）液相濃集元素比や同位体比によると，古期と新期いずれの珪長質マグマも苦

鉄質マグマの結晶分化作用だけでは生成できず，地殻の部分溶融や AFC プ

ロセスが必要である． 

3）大雪火山群の古期及び新期とも，高温側マグマである苦鉄質マグマは類似し

ており，100 万年間を通じて大きな変化はない． 

4）珪長質マグマは古期では苦鉄質包有物と母岩の Sr 同位体比や Rb や Zr など

の液相濃集元素比が異なり，また多様である．一方，新期では苦鉄質包有物

と母岩の同位体比が類似し，また新期を通じて珪長質マグマは均質となる． 

5）地下深部のマグマプロセスの変遷を検討した結果，古期では地殻物質が不均

質であるため多様な珪長質マグマが生じたのに対し，新期では均質な地殻物

質を部分溶融して均質な珪長質マグマが生じたと考えられる．  

6）旭岳サブグループでは，全活動期を通してデイサイトマグマの記載岩石学的

特徴及び全岩化学組成にほとんど変化が見られなかった．一方，山体（火口）

及び山体での活動期毎に，苦鉄質岩石の全岩化学組成が変化している． 
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第Ⅷ章 大雪火山群の発達モデルと北海道中央部における

火山活動の特徴 

 

８―１ マントルダイアピルモデルからみたマグマ噴出率の変化の解釈 

 

 大雪火山群の 100 万年間の活動では，約 50 万年の長期の活動休止期が存在す

ること，各活動期に噴出率が急激に上昇する活動最盛期が存在し，その前後の噴

出率は低いこと (Fig. 5-3)，Y3 サブステージでこれまでと異なる苦鉄質マグマが

活動したことが明らかとなった．本研究ではこれらの活動休止期及び噴出率の

変化及びマグマの変化の解釈にあたり，マントルダイアピルモデルの適用を試

みた．マントルダイアピルモデルとは単一の火山の一生はひとつの熱源の寿命

に対応するというモデルで，その発生・上昇・冷却に伴って火山のマグマ組成や

噴出率に変化を与えると考えられている（Sakuyama, 1983，東宮, 1991，石塚・

中川, 1999）．このマントルダイアピルモデルを適用した場合，大雪火山群では

100 万年の寿命のマントルダイアピルの上昇はなく，活動期間に対応する少なく

とも３つのダイアピルの消長で説明が可能である (Fig. 8-1)．新期については苦

鉄質マグマの変化から (Fig. 7-2)，Y1・Y2 サブステージの苦鉄質マグマは類似

していることから，Fig. 8-1 では同一のマントルダイアピルの上昇を想定したが，

それぞれのサブステージが示す噴出率の変化は，Y1・Y2 サブステージで異なる

マントルダイアピルの上昇があったとみなせる． 
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８―２ 大雪―十勝火山列全体における長期火山活動 

 

ここでは本研究で得られた大雪火山群の活動とこれまで明らかにされた大雪

―十勝火山列の火山活動の比較を行う．Fig. 8-2 はこれまで公表された大雪―十

勝火山列を構成する火山噴出物のK-Ar年代値とその採取地点の緯度を示した図

である．それによると，約 1 ~0.7 Ma 及び 0.3 Ma～現在にかけて火山活動が活発

であること，約 0.7 Ma から 0.3 Ma の間の年代値を示す噴出物がほとんどないこ

とから，大雪―十勝火山列全体でも特に約 0.7 Ma から 0.3 Ma が活動低調期ない

しは活動休止期であったことが推定される．すなわち，大雪火山群で見られたマ

ントルダイアピルの消長は，大雪―十勝火山列全体でも同様のタイミングで発

生したことが考えられる．このような広域的にマントルダイアピルの発生に影

響を及ぼす要因は，島弧会合部という特殊なテクトニクスセッティングが関係

していると考えれる． 

 

８―３ 北海道中央部における後期更新世のテクトニクスの変遷 

 

 これまで述べてきたように，北海道中央部では 1 Ma までは大規模珪長質噴火

を繰り返してきた．大規模珪長質噴火が起こるには，地殻歪速度が小さければ，

静穏な地殻環境が達成され，大量のマグマを長期間にわたって準備しやすくな

る．また同じ地殻歪速度の状態であれば，地殻応力が圧縮より引張であるほうが

マグマを蓄積できる空間が拡大する傾向にあるため，より大型のマグマだまり

を形成しやすい（高橋, 1995）．これらの類推から，北海道中央部では 1 Ma ま

では，引張応力場で地殻歪速度が小さい環境であったと考えられる． 

一方，1 Ma 以降に安山岩～デイサイト質溶岩が単成火山群を形成して噴出し
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ている．そのことから，マグマが蓄積されにくい環境，つまり地殻歪速度が 1 Ma

を境に増加した可能がある．一方で，圧縮応力場であれば複成火山が，引張応力

場であれば独立単性火山群が形成しやすいと考えられている（中村, 1976，高

橋, 1995）．したがって，高根ヶ原東方火山群において，１Ma 頃にまず単成火

山群活動したことから，1 Ma 頃からはまず地殻歪速度が増加し，その後に 0.9～

0.8 Ma 以降に複成火山が活動することから，その応力場が次第に圧縮応力場に

変化していったことが推定される (Fig. 8-3). 

本研究で指摘した 1 Ma までは地殻歪速度が小さく引張応力場にあり，その後

にまず地殻歪速度が増大したという解釈は，実際に 1 Ma 頃から日本列島におい

て地殻歪速度の増大が指摘されていることと調和的である（Awata and Kakimi, 

1984，高橋, 1995）．その後は，応力場が圧縮に転じることで，火山活動が単成

火山群から複成火山に変化した可能性がある．このように後期更新世でのテク

トニクスの転換の議論を行うためには，複数の地域で北海道中央部のように時

間解像度をあげて火山活動様式やマグマ組成変化について検討する必要があろ

う． 

 

８―４ 大雪火山群の発達モデル 

 

これまでの結果と解釈を基にした，大雪火山群の地下深部マグマ生成プロセ

スのモデルを Fig. 8-4 に示す．まず，約 100 万年前にマントルダイアピルが発

生・上昇し，下部地殻に玄武岩質マグマが供給された．玄武岩質マグマの熱によ

って，不均質な下部地殻から多様な組成の珪長質マグマが生成し，地上に噴出し

た．このプロセスと同時に，下部地殻は玄武岩質マグマと相互反応し，下部地殻

の均質化が進んだ．古期の活動終了時には，玄武岩質マグマを基となった，均質
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化した地殻下部が形成した．古期の活動後 50 万年間の活動休止期を経て，約 20

万年前から新たな玄武岩質マグマが地下深部から上昇した．玄武岩質マグマの

熱によって，古期の玄武岩質マグマによってすでに均質化された下部地殻が部

分融解して組成が均質な珪長質マグマが生成し，苦鉄質マグマと共に地上に噴

出した．約 3 万 4 千年前からは新たなマントルダイアピルが火山群南西部に上

昇し，低い鉛同位体比を持つ玄武岩質マグマの活動によって現在の熊ヶ岳や旭

岳が活動した． 
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第Ⅸ章 旭岳の後期活動と活動評価及び火山防災 

 

９―１ はじめに 

 

 旭岳は気象庁の指定する活火山でありながら，火口周辺までロープウェイ及

び登山道が整備され，多くの観光客や登山客が訪れている．そのため，ひとたび

噴火が発生すれば，甚大な人的被害が発生することが予想される．そのため，避

難経路策定に必要なハザードマップや噴火シナリオの作成が急務である．そこ

で本章では旭岳後期活動についての詳細を述べたうえで，これまでの地質学的・

岩石学的なデータや解釈を併せて旭岳の活動評価に応用し，それに基づいた防

災対策について述べる． 

 

９―２ 地獄谷爆裂火口形成噴火（JD-1 噴火）の推移 

 

 ここではまず，旭岳後期活動の最初でかつ最も規模が大きかった地獄谷爆裂

火口形成噴火（JD-1 噴火）の詳細について述べる．約 2,800 年前に起こった JD-

1 噴火は既に述べたように，下位から岩屑なだれ堆積物，降下火山灰，そしてラ

ハールの順に堆積している (Fig. 3-12)．このことから，JD-1 噴火ではまず初め

に，旭岳火砕丘西側で山体崩壊が発生し岩屑なだれが流下した後，水蒸気噴火が

発生して広範囲に降下火山灰が堆積し，さらにその後にラハールが発生したと

いう噴火推移をとったと考えられる．この中で岩屑なだれ堆積物があることで，

JD-1 噴火の初期で現在の地獄谷爆裂火口が形成されたと考えられる．JD-1 噴火

を理解するためには，その後に堆積した降下火山灰とラハールがどの火口に由
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来するか，特に，旭岳西麓部に多数存在する旭岳西火口群 (WC) の形成時期と

JD-1 噴火との関係について明らかにする必要がある． 

 今回，赤色立体地図により旭岳に形成された火口について詳細を検討した 

(Fig. 3-3)．地獄谷爆裂火口はこれまでも西に開口した馬蹄形火口と認識されてい

たが，東西に伸びた形状と，その西部に直径 300 m 程度の円形の火口が接合し

た複合火口の形状を呈していることが明らかになった (Fig. 9-1)．この東側の馬

蹄形火口を地獄谷 A 火口，そして西側の円形の火口を地獄谷 B 火口と呼ぶ．地

獄谷 B 火口は地獄谷 A 火口を地形的に切っており，地獄谷 A 火口形成後に地獄

谷 B 火口が形成されたと考えられる．また，WC 火口群についてはこれまで認

識されてきた以上に多数の火口が認められた．これらの火口は最大で径約 160 m

で，最小のものとしては約 10 m のものまで特定され，その総数は５８個を超え

る．これらには明瞭な配列が認められ，地獄谷開口部から北西から南西方向の範

囲で，直線的な火口配列が３ないし４列認められる．また火口密集部の北側に約

700 m 離れた場所でも複数の小火口が認められる (Fig. 9-1)．これら，WC 火口群

の各火口の形状の保存状態には大きな差はなく，それぞれほぼ同時期に形成さ

れた可能性がある．このことは直線配列しており，割れ目火口と考えられること

とも矛盾しない．さらに地獄谷 B 火口内にも WC 火口群と考えられる複数の火

口が存在することから，地獄谷 B 火口形成後に WC 火口群が形成されたと考え

られる． 

 地獄谷 A 火口は旭岳の山体崩壊により形成され，岩屑なだれ堆積物の給源と

考えられるが，地獄谷 B 火口及び WC 火口群は岩屑なだれ堆積物に覆われてい

ないことから，山体崩壊後に形成されたと考えられる．また WC 火口群は広範

囲に分布するにもかかわらず，火口群周辺において JD-1 を覆う明瞭な噴火堆積
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物は見出されなかった (Fig. 3-12)．これらのことから WC 火口群は JD-1 噴火に

おいて形成された可能性が高い． 

 岩屑なだれ堆積物を直接覆う，降下火山灰層は水蒸気噴火に伴うものであり，

この降下火山灰層をもたらした噴火によって WC 火口群が形成された可能性が

ある．しかしながら，我々は JD-1 中の降下火山灰層の給源は WC 火口群ではな

いと判断した．理由は以下のとおりである．WC 火口群が降下火山灰層の給源で

あるならば，その後に発生したラハールにより WC 火口群の一部の火口はラハ

ールに埋積されているはずである．しかし，そのような火口は現在の地獄谷火口

から流れる沢（ピウケナイ第 3 沢川支流：Fig. 9-1）沿いに分布するもの以外に

は認められない．露頭においてラハールが認められた地点 BW (Fig. 2-2) に近い

火口についても，ラハール堆積や浸食作用の影響は受けていない．ピウケナイ第

3 沢川支流沿いの火口については，地獄谷爆裂火口が形成されてから現在までラ

ハールが流下し続けていると考えられるので，それにより一部の火口は埋積さ

れたものと考えられる．したがって WC 火口群は，JD-1 中の降下火山灰層を堆

積させた活動後に形成したものであり，降下火山灰層の給源ではないと考えら

れる． 

以上のことから JD-1 噴火では，山体崩壊によって地獄谷 A 火口が形成された

後，水蒸気噴火が発生して地獄谷 B 火口が形成され，その後に WC 火口群から

ラハールを発生する活動がおこったと考えられる (Fig. 9-2)．つまり WC 火口群

は，降下火砕物を放出するような比較的乾いた爆発的な噴火によって形成され

たのではなく，熱水が変質土砂を伴い噴き出すことにより形成された可能性が

ある．つまり，WC 火口群から熱水が溢流しラハールあるいは熱泥流となったと

考えられる．そのことは WC 火口群に認められる火口列の延長がラハール堆積

物の流路となっていることとも調和的である (Fig. 9-3)．ここで想定した熱水が
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溢流することによってラハールが発生することは，有珠山 2000 年 4 月 1 日の噴

火で発生した熱泥流の発生（宇井ほか, 2002）などでも起こっており，熱水活

動が活発な場合には一般的な現象であると考えられる．このように JD-1 噴火で

は噴火後期に多数の火口が広範囲に形成された (Fig. 9-1)．このような広範囲で

の火口群の形成は，JD-1 噴火と同様に水蒸気噴火が卓越した有珠山の 1910 年あ

るいは 2000 年噴火でも起こっている（宇井ほか, 2002）． 

 

９－３ 地獄谷爆裂火口形成後の噴火活動 

 

 JD-1 噴火後の明瞭な噴火堆積物は約 700 年前の JD-2 である．これは既に述べ

た様に，WC 火口群の活動の産物ではない．JD-2 堆積物を見出した２箇所の地

点の近傍にはいくつかの小火口が認められる．さらに関連したラハールの流路

と考えられる谷地形も認められる．したがって JD-2 噴火は WC 火口群から約

700 m 離れた火口群（以下，北西麓火口群）で発生したと考えられる (Fig. 9-1)． 

 既に述べたように和田ほか (2003) では，西暦 1739 年の樽前 a 火山灰層の上

位に，旭岳起源の水蒸気噴火による薄い火山灰層の存在を指摘している．しかし

我々はその堆積物が認められるとする地点を含め，周辺を調査したが噴火堆積

物は認められなかった．逆に地点 C では，樽前 a 火山灰層の上位にラハール堆

積物を見出した．このことから 1739 年よりも新しい時期に泥流が発生したのは

間違いないが，それが和田ほか (2003) が指摘する噴火活動に伴うものか，それ

とも降雨などによる２次的なラハールかの判断はできなかった．現時点では

2,800 年前の JD-1 噴火の後は，700 年前に地獄谷爆裂火口の北西の山麓部で小規

模な水蒸気噴火の他には，地層として残る規模の噴火はなかったと結論づける． 
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９―４ 旭岳の活動度評価 

 

 本研究では大雪火山群の最も新しい活動として，3 万 4 千年前以降に活動を開

始した旭岳サブグループを定義した．旭岳はそのサブグループの中で最も新し

くかつ最大の山体であるが，第Ⅴ章で述べたように旭岳では 1.5 万から 9,000 年

前の時期で 1.0 km3DRE/ky の高い噴出率を示し，この時期に旭岳山体が成長し

たと考えられる．そして 9,000～5,000 年前には噴出率は 0.03 km3DRE/ky と急減

し，約 5,000 年前からはマグマ噴火は発生していない (Fig. 5-4)．さらにマグマ

噴火活動後の約 2,000 年間は静穏な時期が続いた可能性がある．そして約 2,800

年前に地獄谷爆裂火口を形成する噴火（JD-1 噴火）があった．その後は，噴火

活動は極めて低調であり，わずかに 700 年前に JD-2 の水蒸気噴火があった程度

である． 

 過去数万年間の旭岳サブグループの活動を見ると，火口位置を変えながら活

動の中心を旭岳に移している．そして 1.5 万年から 9,000 年前に活動のピークを

迎え，その後噴出率を急減させて，少なくとも 5,000 年間はマグマ噴火は起こっ

ていない．さらに現在も地獄谷爆裂火口内での噴気活動は認められるが，その噴

火は JD-1 だけであった可能性が本研究で明らかになった．したがってこの数万

年の活動推移をマントルダイアピルの寿命と対応させて解釈すると，旭岳の火

山活動のピークは越えていることは，マントルダイアピルが熱的寿命を迎え衰

退しつつあると解釈される．そのため旭岳の火山活動は末期の状態と考えるこ

とができる．長期的には，大雪火山群では火口を変えながら火山活動が継続して

いることから，旭岳の活動が終わったとしても，別の火口から別の山体を形成す

る活動に移行する可能性が高い．旭岳そのもので，上記の噴火履歴やこの数十年

の活動を見ても，本格的な噴火活動が再開する可能性はきわめて低いであろう．
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しかし，噴気活動は継続していることから，小規模な水蒸気噴火やラハール流出

などが発生することは想定しておく必要がある．その場合，その発生場所は，現

在も噴気活動が続く地獄谷爆裂火口周辺を想定するのが自然である．しかし JD-

2 噴火では火口位置が地獄谷爆裂火口や WC 火口群ではなく，新たに北東火口

群で噴火が発生した．したがって噴気活動が続く地獄谷爆裂火口や WC 火口群

だけではなく，より広範囲での小噴火の発生も想定しておくことが肝要である．

旭岳では登山道だけではなく遊歩道も整備されている．これらを訪れる観光客

や登山者の防災対応としては，JD-2 噴火の事例を考慮しておくことが特に重要

であろう． 

 

９―５ まとめ 

 

（1）5,000 年前以降では 2,800 年前に大規模な水蒸気噴火が発生した．その噴火

ではまず旭岳の山体崩壊が発生し，その後に水蒸気噴火が起こり最後にラハー

ルが発生した．この一連の噴火活動では，地獄谷爆裂火口と旭岳西火口群が形成

された． 

（2）地獄谷爆裂火口形成以降はさらに噴火活動は低調になり，小規模な水蒸気

噴火が新たに旭岳北西山麓で約 700 年前に発生した． 

（3）今回明らかにした噴火履歴によると，旭岳の活動度は完新世を通じて単調

に低下しており，今後に本格的なマグマ噴火活動に移行する可能性は低い． 

（4）旭岳では最近 5,000 年間での水蒸気噴火の発生頻度は低いが，地獄谷爆裂

火口では噴気活動が継続しており，小規模な水蒸気噴火が今後に発生する可能

性を考えておく必要がある．その場合は噴気活動が認められる地獄谷爆裂火口

だけではなく，700 年前の噴火のように別の場所での噴火発生も想定しておくこ
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とも重要である． 
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第Ⅹ章 結論 

 

本研究は大雪火山群の詳細な時間軸が刻まれた，100 万年に及ぶ噴火史と，噴

出物の岩石学的特徴の長期変遷を明らかにした． 

それらの結果に基づいた火山活動の検討によって，大雪火山群は複数の活動

期が存在し，各活動期には個々のマントルダイアピルの上昇・冷却に対応すると

解釈できる噴出率が急激に高くなる成長期が存在すること，約 50 万年の長期の

活動休止期が存在すること，100 万年の活動によってマントルから供給されてき

た玄武岩質マグマによって地殻物質が改変されてきたことが指摘できた．特に

長期の活動休止期は北海道中央部全体で発生しており，この時期に北海道中央

部の火山活動に広範囲にわたって影響を及ぼすような事象が発生したと考えら

れる．これは島弧会合部という場が関係していると考えられるが，詳細は今後の

課題である． 

また，活火山である大雪火山群の今後の活動評価に資するデータを収集した．

その結果，旭岳の火山活動のピークは越えており，火山活動としては末期の状態

であること，最近 3000 年間に少なくとも２回の水蒸気噴火が発生したこと，防

災対策としては広範囲での小噴火の発生も想定しておくことが重要なことを指

摘できた． 

本研究は百万年スケールの詳細な地質学的検討と詳細な岩石学的検討を併せ

た最初の事例研究であり，長期にわたるスケールの火山活動の普遍的なメカニ

ズムの解明や火山防災対策に貢献するものと考える． 
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Appendix 
 

A：K-Ar年代測定試料の岩石記載 

 

試料番号：B039 

岩体名：赤岳下部溶岩 

K-Ar年代：812 ± 16 ka 

産地：北海道上川郡上川町ホロカイシカリ川中流 

産状：岩屑なだれ堆積物中の溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<1.9 mm），単斜輝石（<1.6 mm），斜方輝石（<1.2 

mm），鉄チタン酸化物（<0.3 mm）を含む．  

 

試料番号：B041 

岩体名：北鎮岳溶岩類 

K-Ar年代：155 ± 7 ka 

産地：北海道上川郡東川町北鎮岳山頂 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石角閃石デイサイト 

斜長石，普通角閃石，単斜輝石，斜方輝石，鉄チタン酸化物を含む．普通角閃

石は大部分がオパサイトに置換され，仮像となっている．  

 

 



試料番号：B059 

岩体名：永山岳溶岩・火砕岩類 

産地：北海道上川郡上川町愛別岳山頂 

K-Ar年代：110 ± 8 ka 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石角閃石安山岩 

斑晶量は約 25 %で，斜長石（<5.0 mm），普通角閃石（<3.6 mm），単斜輝石（<0.6 

mm），斜方輝石（<1.8 mm），鉄チタン酸化物（<0.5 mm）を含む．普通角閃石は

大部分がオパサイトに置換され，仮像となっている．  

 

試料番号：B079 

岩体名：高根ヶ原溶岩類 

産地：北海道上川郡美瑛町高根ヶ原 

K-Ar年代：794 ± 9 ka (2回の繰り返し測定値を加重平均した値) 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 15 %で，斜長石（<2.7 mm），単斜輝石（<1.7 mm），斜方輝石（<1.5 

mm），鉄チタン酸化物（<0.3 mm）を含む．  

 

試料番号：B093 

岩体名：赤岳下部溶岩 

産地：北海道上川郡上川町銀泉台西方 

K-Ar年代：790 ± 30 ka 

産状：溶岩 



岩石名：単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<1.9 mm），単斜輝石（<1.6 mm），斜方輝石（<1.2 

mm），鉄チタン酸化物（<0.3 mm）を含む．  

 

試料番号：B098 

岩体名：小泉岳溶岩類 

産地：北海道上川郡上川町緑岳山頂 

K-Ar年代：99 ± 9 ka 

産状：溶岩 

岩石名：石英含有斜方輝石単斜輝石角閃石安山岩 

斑晶量は約 25%で，斜長石（<4.0 mm），普通角閃石（<2.2 mm），単斜輝石（<0.4 

mm），斜方輝石（<0.9 mm），鉄チタン酸化物（<0.4 mm），石英（<4.0 mm）を含

む．普通角閃石は大部分がオパサイトに置換され，仮像となっている．  

 

試料番号：B105 

岩体名：桂月岳溶岩類 

産地：北海道上川郡上川町桂月岳山頂の北方 

K-Ar年代：60 ± 10 ka 

産状：溶岩 

岩石名：角閃石単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 35 %で，斜長石（<3.4 mm），普通角閃石（<2.3 mm），単斜輝石（<1.4 

mm），斜方輝石（<1.0 mm），鉄チタン酸化物（<1.2 mm）を含む．普通角閃石は

全体がオパサイトに置換され，仮像となっている．  

 



 

試料番号：B106 

岩体名：白水川溶岩 

産地：北海道上川郡上川町白水川中流 

K-Ar年代：820 ± 50 ka 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 20%で，斜長石（<1.4 mm），単斜輝石（<0.9 mm），斜方輝石（<1.0 

mm），鉄チタン酸化物（<0.3 mm）を含む．  

 

試料番号：C040 

岩体名：平ヶ岳溶岩類 

産地：北海道上川郡上川町高原沼西方 

K-Ar年代：978 ± 13 ka 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 30 %で，斜長石（<5.0 mm），単斜輝石（<7.7 mm），斜方輝石（<1.2 

mm），鉄チタン酸化物（<0.5 mm）を含む．  

 

試料番号：C―I 

岩体名：緑岳下部溶岩 

産地：北海道上川郡上川町大雪高原温泉の北方 

K-Ar年代：750 ± 40 ka 

産状：溶岩 



岩石名：斜方輝石単斜輝石安山岩 

斑晶量は約 40 %で，斜長石（<4.0 mm），単斜輝石（<1.8 mm），斜方輝石（<2.1 

mm），鉄チタン酸化物（<0.6 mm）を含む．  

 

試料番号：D064 

岩体名：小旭岳溶岩・火砕岩 

産地：北海道上川郡東川町小旭岳山頂の東方 

K-Ar年代：890 ± 20 ka 

産状：溶岩 

岩石名：斜方輝石単斜輝石安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<6.0 mm），単斜輝石（<0.9 mm），斜方輝石（<1.3 

mm），鉄チタン酸化物（<0.4 mm）を含む．  

 

試料番号：D088 

岩体名：ホロカ石狩川溶岩類 

産地：北海道上川郡上川町ホロカイシカリ一の沢川中流 

K-Ar年代：770 ± 20 ka 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 30 %で，斜長石（<3.4 mm），単斜輝石（<0.7 mm），斜方輝石（<1.4 

mm），鉄チタン酸化物（<0.2 mm）を含む．  

 

試料番号：E-014 

岩体名：凡忠別岳溶岩類 



産地：北海道上川郡美瑛町凡忠別岳山頂の東方 

K-Ar年代：890 ± 50 ka 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<1.8 mm），単斜輝石（<0.8 mm），斜方輝石（<2.2 

mm），鉄チタン酸化物（<0.3 mm）を含む．  

 

試料番号：E-017 

岩体名：忠別沼溶岩 

産地：北海道上川郡美瑛町忠別沼の北方 

K-Ar年代：660 ± 30 ka 

産状：溶岩 

岩石名：斜方輝石単斜輝石安山岩 

斑晶量は約 35 %で，斜長石（<3.3 mm），単斜輝石（<0.8 mm），斜方輝石（<2.4 

mm），鉄チタン酸化物（<0.9 mm）を含む．  

 

試料番号：E-026 

岩体名：三角点沢溶岩 

産地：北海道 

K-Ar年代：1021 ± 19 ka 

産状：溶岩 

岩石名：石英含有単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 35 %で，斜長石（<4.1 mm），単斜輝石（<1.0 mm），斜方輝石（<0.8 

mm），鉄チタン酸化物（<0.8 mm），石英（<1.2 mm）を含む．  



 

試料番号：E-030 

岩体名：烏帽子岳溶岩・火砕岩 

産地：北海道上川郡上川町烏帽子岳山頂 

K-Ar年代：74 ± 6 ka (加重平均した値) 

産状：溶岩 

岩石名：石英かんらん石角閃石含有単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 35 %で，斜長石（<6.0 mm），普通角閃石（<2.5 mm），単斜輝石（<0.9 

mm），斜方輝石（<0.9 mm），かんらん石（<1.5 mm），鉄チタン酸化物（<0.5 mm），

石英（<0.7 mm）を含む．普通角閃石はオパサイトに置換され，仮像となってい

る．  

 

試料番号：E-032 

岩体名：白雲岳溶岩類 

産地：北海道上川郡上川町白雲岳山頂の東方 

K-Ar年代：90 ± 40 ka 

産状：溶岩 

岩石名：かんらん石含有単斜輝石斜方輝石角閃石安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<4.3 mm），普通角閃石（<1.9 mm），単斜輝石（<0.7 

mm），斜方輝石（<1.5 mm），かんらん石（<1.1 mm），鉄チタン酸化物（<1.2 mm）

を含む．普通角閃石は橙色を呈する酸化角閃石となっている．  

 

試料番号：E-041 

岩体名：上川岳上部溶岩類 



産地：北海道上川郡上川町凌雲岳山頂の東方 

K-Ar年代：90 ± 7 ka (加重平均した値) 

産状：溶岩 

岩石名：石英含有単斜輝石斜方輝石角閃石安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<5.5 mm），普通角閃石（<2.5 mm），単斜輝石（<1.1 

mm），斜方輝石（<1.6 mm），かんらん石（<0.5 mm），鉄チタン酸化物（<0.5 mm），

石英（<0.9 mm）を含む．普通角閃石の大部分はオパサイトに置換され，仮像と

なっている． 

  

試料番号：E-044 

岩体名：大雪湖溶岩 

産地：北海道上川郡上川町大雪湖の西方 

K-Ar年代：980 ± 11 ka (加重平均した値) 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石デイサイト 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<4.1 mm），単斜輝石（<0.4 mm），斜方輝石（<1.9 

mm），鉄チタン酸化物（<0.5 mm）を含む．普通角閃石はオパサイトに置換され，

仮像となっている．  

 

試料番号：E-045 

岩体名：音更沢川溶岩 

産地：北海道上川郡上川町音更沢川中流 

K-Ar年代：930 ± 30 ka 

産状：溶岩 



岩石名：石英含有かんらん石単斜輝石斜方輝石玄武岩質安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<4.2 mm），単斜輝石（<1.0 mm），斜方輝石（<0.5 

mm），かんらん石（<1.2 mm），鉄チタン酸化物（<0.5 mm），石英（<1.2 mm）を

含む．普通角閃石はオパサイトに置換され，仮像となっている．石基はインター

サータル組織を示す． 

 

試料番号：E-048 

岩体名：石狩川溶岩 

産地：北海道上川郡上川町大雪湖の南方 

K-Ar年代：1010 ± 20 ka 

産状：溶岩 

岩石名：石英含有単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 30 %で，斜長石（<3.3 mm），単斜輝石（<1.2 mm），斜方輝石（<2.0 

mm），鉄チタン酸化物（<0.5 mm）を含む．  

 

試料番号：E-065 

岩体名：赤岳溶岩類 

産地：北海道上川郡上川町駒草平東方 

K-Ar年代：87 ± 13 ka 

産状：溶岩 

岩石名：石英かんらん石含有角閃石単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<5.5 mm），普通角閃石（<2.5 mm），単斜輝石（<1.1 

mm），斜方輝石（<1.6 mm），かんらん石（<0.5 mm），鉄チタン酸化物（<0.5 mm），

石英（<0.9 mm）を含む．普通角閃石の大部分はオパサイトに置換され，仮像と



なっている．  

 

試料番号：E066 

岩体名：赤岳下部溶岩 

産地：北海道上川郡上川町銀泉台の西方 

K-Ar年代: 837 ± 17 ka 

産状：溶岩 

岩石名：単斜輝石斜方輝石安山岩 

斑晶量は約 20 %で，斜長石（<1.9 mm），単斜輝石（<1.6 mm），斜方輝石（<1.2 

mm），鉄チタン酸化物（<0.3 mm）を含む． 
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