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Tarumai volcano started a series of historic eruptive activity in AD 1667 after ca. 1500 years’ dormancy. The 

juvenile ejecta are andesitic pumice, scoria, banded pumice and dome lava (SiO2=55-63%), indicating that magma 
mixing events among three magmas, two types of pyroxene-bearing andesitic and olivine-bearing basaltic one, occurred. 
In the initial largest plinian eruption (AD 1667), simple mixing between two end-member magmas, felsic andesite (type 
1) and basaltic ones, was recognized. On the contrary, following large plinian eruption (AD 1739) and latest intermittent 
eruptions (AD 1804 – 1909) also produced mixed magmas among three magmas, type 1, intermediate andesittic (type 2), 
and basaltic ones. Magmatic temperature of the type 1 and type 2 magmas have been 900-950 ℃ and about 1000 ℃, 
respectively. These rocks form linear trends in oxide-oxide diagrams, suggesting that mixing of two end-member 
magmas occurred in each activity. Thus, it can be estimated that type 2 magma was formed by mixing between the 
basaltic and type 1 magmas. These suggest that both type 1 and type 2 magmas form a zoned magma chamber by 
injection of the basaltic magma into the type 1 magma during the 1667 activity. Phenocrysts of the type-2 magma have 
changed their chemistry to more mafic from 1739 to 1909, indicating that the basaltic magma has injected intermittently 
into the zoned chamber. Although scale of eruption has become much smaller in the latest activity, ratio of type 2 magma 
in the latest eruptive materials is much larger than that in 1739, suggesting that larger amount of the lower part (type 2 
magma) of the zoned magma chamber has been withdrawn. Withdrawal depth should be much shallower in the latest 
activity compared to 1667 and 1739 ones, because tapping depth in a magma chamber strongly depends on eruption 
rates. Thus, it can be estimated that most of type 1 magma in the upper part of the zoned magma chamber had been 
consumed in 1667 and 1739 eruptions. The temporal change of magma system suggest that considerable scale of plinian 
eruptions such as 1667 and 1739 ones would not occur in near future. 
 
 
１． はじめに 
 火山噴火を中長期的に予測するには，火山のクセ

（噴火様式・頻度）を知り，それぞれの噴火がどの

ようなマグマ供給系からもたらされたかを明らかに

することが前提となるであろう．そして，そのマグ

マ供給系の時間変遷を明らかにして，現在のマグマ

供給系の状態を推定できれば，将来の噴火活動が評

価（中・長期噴火予測）できるであろう．多くの噴

火では，その規模の大小に関係なく，組成・温度の

異なるマグマから構成される成層マグマ溜りからの

噴火であることが明らかになっている（Grunder and 
Mahood, 1988; Bacon and Druitte, 1988; Druit and 
Bacon, 1989; Sigurdsson et al., 1990; Seaman, 2000; 
Kuritani, 2001; Costa and Singer, 2002）．したがって成
層マグマ溜りの形成機構，そして噴火に伴ってどの

ように成層マグマ溜りが変化してゆくかを明らかに

することが，火山深部でのマグマプロセスを理解す

ることになる．成層マグマ溜りの基本的な構造につ

いては既に古くから提唱されている（Lipman, 1967; 
Smith, 1979; Hildreth, 1981）．しかしながらその形成
過程については論争がある．McBirney (1980)や
McBirney and Baker (1985)は成層マグマ溜りでは，単
一のマグマで満たされたマグマ溜りの側面で，マグ

マの結晶作用が進行し，分化したメルトが分離して

マグマ溜りの上方に移動・集積するという side-wall 
crystallization プロセスを提唱した．この仮説はその
後，理論的あるいは岩石学的研究によって補強され

てきた（Spera et al., 1984; Tait et al., 1989; Trial and 
Spera, 1990; de Silva, 1991）．一方で既存のマグマ溜り
へ，深部から上昇した別のマグマが貫入することは

多くの岩石学的研究によって明らかにされ（Sparks 
et al., 1977; Pallister et al., 1992; Nakagawa et al., 1999, 



2002; Eichelberger et al., 2000），その貫入によって成
層マグマ溜りが形成されるとする説も根強く主張さ

れている(Schuraytz et al., 1989; Hervig and Dunbar, 
1992; Seaman, 2000; Costa and Singer, 2002)．このマグ
マ溜りへのマグマの貫入は噴火の引き金となる場合

が多く，また既存のマグマ溜り中のマグマとの混合

マグマを噴出させる．これらの研究では特定の噴火

についての詳細な岩石学的研究の成果であるが，成

層マグマ溜りの構造，形成プロセスそして進化を議

論することはできない． 
 特定の噴火だけではなく，過去の噴火について解

析すれば，マグマ供給系あるいはマグマ溜りの進化

を明らかにすることができる．例えば，噴火活動が

長期にわたり継続している場合に，噴火時期あるい

は日時が特定できるサンプルを用いて，マグマ供給

系の変化を議論した例も報告されている（Reagan et 
al., 1987; Garcia et al., 1996; Nakada et al., 1999; 
Nakagawa et al., 1999; Streck et al., 2002）．この手法を
できるだけ過去にさかのぼることができれば，マグ

マ溜りの形成や長期間の進化を議論できる．既に数

百年にわたる噴出物の岩石学的研究はいくつかの火

山で行われているが（Belkin et al., 1993; Villemant et 
al., 1993; Gamble et al., 1999），これらの研究では主と
して噴出物の全岩化学組成に焦点があり，マグマ混

合などのプロセスを議論することはできない．わず

かに玄武岩質の溶岩流流出主体の活動を行った火山

では，いくつかの火山で数 10年～100年の噴出物の
解析が行われている（Garcia et al., 2000; Miyasaka and 
Nakagawa, 2003）．しかしながら，プリニー式噴火や
火砕流を伴うような爆発的噴火を繰り返す火山の場

合には，新しい噴出物が山体近傍を覆うために，過

去のより小規模の噴火を見逃しやすいこともあって，

長期間の複数の噴火に対する系統的な岩石学的な検

討は行われていない． 
 樽前火山では約 1500年間の静穏期の後，西暦 1667
年より噴火活動期に入り，西暦 1909年の溶岩ドーム
形成まで噴火が頻発し，現在まで地震活動や噴気活

動などの火山活動は継続している．この歴史時代の

噴火については Soya(1976)や Furukawa(1998)によっ
て噴火記録と噴出物の対比が完成しており，大規模

な噴火だけではなく中～小規模の噴火についても，

噴出物の噴火年代は特定できる．したがって数 100
年間にわたるマグマ供給系の変遷を詳細に記録して

いるであろう噴出物を研究対象とできる．また歴史

時代の噴火は 2000 年間の静穏期の後の噴火活動期
ということで，先行する噴火時代の影響が少ない，

歴史時代噴火のマグマ供給系の初期状態も明らかに

なる可能性がある． 
 本研究では樽前火山の西暦 1667 年から始まる歴
史時代噴火について，噴火毎に噴火の推移も考慮し

た，組織的なサンプリングを行った．それらの試料

について岩石学的検討を行った．その結果，いずれ

の噴火でもマグマ混合の証拠を残すマグマを噴出し

ているが，その混合端成分マグマに時間変化が認め

られた．この結果から樽前火山のマグマ供給系の成

立と進化を議論する． 

 
Figure 1. Index map of Tarumai volcano 

 
２． 樽前火山の地質概説および噴火史 
 樽前火山（標高 1041m）は東北日本弧の第四紀火
山帯の北端に位置する，支笏カルデラの後カルデラ

火山のひとつであり，カルデラの南東リムに存在す

る（Fig. 1）．約 4万年に総噴出量が 200km3を超える

大規模な噴火によって，12 X 14 kmの支笏カルデラ
が形成された．その後も噴火が続き，カルデラ内で

は 3 つの後カルデラ火山が形成された．樽前火山は
それらの後カルデラ火山の中では，もっとも新しい

火山で，約 9000年前から活動が開始された． 
 樽前火山の噴火活動は詳細なテフラの研究によっ

て，～9000 年前（Ta－d期），2500－2000 年前（Ta
－c期）および歴史時代（AD1667～現在）の 3 つの
活動期に区分される（Fig. 2）．これらの活動期の間
には噴火堆積物は認められず，活動休止期にあった

と考えられている．それぞれの噴火活動期では大規

模なプリニ－式噴火が起こり，降下軽石を風下に広

く分布させた．さらにそれぞれの噴火では火砕流も

発生した．その他にも小規模な噴火が頻発したこと

は，歴史時代噴火では記録および堆積物から確認さ

れているが，それ以外の 2 つの活動期では小規模の
噴火は確認されていない．溶岩流は山腹および山麓

部では確認できず，0.1km3以上の溶岩流を流出する

ような噴火はなかったと考えられ，わずかに小規模

の溶岩ドームが歴史時代噴火で形成されているのみ

である．以上の噴火様式を反映して，火山体は降下



火砕物および火砕流から構成されており，巨大な火

砕丘といえる． 

 
Figure 2. Cumulative changes in magma discharge 
(magma-discharge stepdiagram) from Tarumai volcano 
 
 Ta－c期の活動の後，約 1500 年に及ぶ活動休止期
の後，1667年の噴火から，歴史時代の活動が始まっ
た．歴史時代噴火は詳細が不明なb0を除いて，1667
年と 1739年の大噴火，そして 1804年から 1909年ま
での小噴火が頻発した最新期の 3 つに大別できる
（Fig. 2）．1667年の噴火は大規模なプリニ－式噴火
であり，Ta－bと呼ばれる降下軽石を放出し，火砕流
も発生した．総噴出量は約 1km3DREと見積もられて
いる．その後，噴火年代不明の小規模の噴火（Ta－
b0）の後，再び大規模なプリニ－式噴火が発生し，
降下軽石（Ta－a）と火砕流が発生した．総噴出量は
約 0.7km3と見積もられる．これらの 2回の大規模噴
火により山頂部に 1.2 X 1.4 kmの山頂火口が形成さ
れた．その後も噴火活動は続き，1804 年から 1909
年までマグマ噴火が頻発したが，噴火規模は 0.02km3

以下と急減する．この 1804－1909を便宜上，最新期
の噴火活動とする．そして 1909に山頂火口内に溶岩
ドームが形成された後は，マグマ噴火は発生してい

ない．しかしながら地震活動や噴気活動は現在も観

測されており，小規模な水蒸気爆発も散発している．

Furukawa(1998)は歴史時代噴火のうち，1667 年と
1739の 2回の大規模噴火の堆積物を検討し，それぞ
れの噴火推移を明らかにした．その結果，降下火砕

物はそれぞれ 8つのfall unitに分けられ，さらに火砕
流が発生した層準を確認した．その結果，火砕流は

降下軽石層に挟まれており，いわゆるintra-plinian型
（Walker, 1981）である． 
 
 
３． サンプルと分析手法 
 歴史時代噴火について 1667年から 1909年の噴火
まで，系統的にサンプルを採取した．1667年と 1739

年の噴火については，8つの fall unitと火砕流から，
1874年の降下スコリアと火砕流についても，それぞ
れ下位から上位へと採取した．また同一層準におい

て，多数の軽石あるいはスコリアを採取した．それ

ぞれの層準から採取したサンプルは，肉眼的に分類

し薄片観察を行った．径 5cmのサンプルについては，
軽石・スコリア 1 個ずつについて，縞状軽石につい
ても特に軽石部とスコリア部を分離することなく，

全岩化学組成分析用の粉末を作成した．径 5cm以上
の本質物が採取できない，b0および IIa0のユニット
については，複数の本質物を粉砕した． 
 鉱物組成およびガラス組成は JEOL-8800波長分散
型の EPMAを用いて分析した． 
加速電圧 15kvで，試料電流はマフィック鉱物の場合
は 20nA，斜長石とガラスは 10nAの電流値で測定を
行った．鉱物分析の際のビーム直径は 1µmで，ガラ
ス分析の際はビーム直径 2µmで 10 X 10µmの範囲を
スキャンさせた．カウント時間はピーク 30秒，バッ
クグラウンド 20秒である．斜長石の Mgと Feの分
析はピークとバックグラウンド 60秒である．補正は
ZAFを適用した．全岩化学組成は 1：2に希釈したガ
ラスビードを，Philips PW－1404蛍光 X線装置を用
いて，Rh管球で測定した． 
 
 
４． 岩石記載および鉱物組成 
４－１．岩石タイプ 
 歴史時代噴火の本質物質は白色軽石が主体であり，

その他に灰色軽石，スコリア，縞状軽石と 1909年ド
ーム溶岩からなる．1867年噴火でも溶岩ドームが形
成されたという記録はあるが，その後の 1874年噴火
で破壊されている．これらは斑状の玄武岩質安山岩

からデイサイト質な安山岩からなり，大部分はSiO2

＝60－63％の安山岩である．斑晶量は 20－45vol%で
あり，特にデイサイト質な安山岩で，サンプル毎の

斑晶量にばらつきが認められる．斑晶鉱物として斜

長石，斜方輝石，単斜輝石，Ti磁鉄鉱及びイルメナ
イトが全ての岩石に含まれ，その他にマフィックな

岩石中には少量のカンラン石斑晶も存在する．斜長

石，斜方輝石，単斜輝石，磁鉄鉱およびイルメナイ

ト斑晶はこれらの一部あるいは全ての組み合わせの

集斑晶を普通に形成する．一方，カンラン石は単独

の斑晶あるいは微斑晶として産することが多く，時

に斜長石微斑晶とクロットを形成する．白色軽石の

石基はよく発泡した無色ガラスである．灰色軽石お

よびスコリアはハイアロピリッチク組織で，斜長石，

輝石およびFe-Ti酸化物のマイクロライトが淡茶褐
色のガラスに散在している．1909年のドーム溶岩の
石基は，ハイアロオフィッチク組織で，斜長石，輝

石およびFe-Ti酸化物のマイクロライトと隠微晶質 



 
 
Figure 3. Histogram of Fo content (100*Mg/(Mg+Fe)) of core 
of olivine phenocryst and microphenocryst 
 
 

のマトリクスからなる． 
 
４－２．カンラン石 
 カンラン石はマフィックな岩石中で斑晶（最大で

径 1mm）や微斑晶（径 0.1mm以下）として産し，最
大で 1.3vol%まで含まれる．大型の斑晶（径 0.4mm
以上）は時に，清澄で大型の斜長石斑晶（長径 1.5mm
以上）と集斑晶を形成することがある．Fo 量
（100*Mg/(Mg+Fe)）は 1667 年噴出物中では Fo=71
－77，1739 年では Fo=69－74，最新期では Fo＝73
－74であり，1667年噴出物中のカンラン石斑晶が他
の噴火年代の噴出物と比べてMgに富んでいる（Fig. 
3）．また NiO量は 0.06wt%以下である．カンラン石
微斑晶は，同一サンプル内の斑晶と比べて Feに富ん
でいる．1739年のサンプル中では，よりサイズの小
さいカンラン石微斑晶（径 0.05mm以下）が存在し，
それらの Fo量は 70以下である． 
 
 

 
 
Figure 4. Compositions of core of pyroxene phenocrysts plotted on Ca-Mg-Fe diagram. Isotherms (Lindsley, 1983) are also plotted. 
 
 
 
 

 
 
 



４－３．輝石 
 斜方輝石と単斜輝石は全てのサンプルに含まれ，

そのサイズはマイクロライトサイズ（長径 0.02mm
以下）から大型斑晶（最大径が 4mm）まで様々であ
る．輝石斑晶量は，斜方輝石は 1.5から 8vol%，単斜
輝石は 1 から 7vol%である．0.5mm以上の大型の斑
晶は，カンラン石以外の他の斑晶と集斑晶を形成す

ることが多い．1667 年噴出物中の輝石斑晶コアの
Mg#（Mg#=100*Mg/(Mg+Fe)）は，斜方輝石が 60－
64 ， 単 斜 輝 石 が 67 － 73 で あ る ． Wo 値

（Wo=100*Ca/(Ca+Mg+Fe)）は斜方輝石班晶コアが 2
－3，単斜輝石斑晶が 42－45 がほとんどであるが，
Wo>3の斜方輝石斑晶とWo<42の単斜輝石斑晶もわ
ずかに存在する．これらの斑晶組成は全岩化学組成

には関係なく，全てのサンプルで同じである．1667
年噴出物中と同じ組成の輝石斑晶は，1739年や最新
期のすべてのサンプル中に存在する．それとは別に

1739年と最新期のサンプルにはよりMgに富み，Wo
値がより高い（Wo>3）斜方輝石斑晶と，Wo 値がよ
り低い（Wo<42）単斜輝石斑晶が，マフィックな岩
石中で多く認められるようになる（Fig. 4）． 
 

 

Figure 5. Histograms of Mg/Mn ratio of core of Ti-magnetite 
phenocryst 

 
４－４．Fe－Ti酸化物 
 Ti磁鉄鉱はすべてのサンプルに斑晶として含まれ，
イルメナイトも多くのサンプル中で斑晶として存在

するが，1739年と最新期のマフィックなサンプルで
はイルメナイト斑晶は稀である．これらの斑晶サイ

ズは 0.4mm以下であり，サイズが 0.2－0.4mmの大き
めの斑晶は，輝石や斜長石斑晶と集斑晶を形成する．

1909年溶岩ドームの斑晶は離溶している．1667年の
サンプル中のTi磁鉄鉱斑晶は，全岩組成とは無関係
に同じ組成を示し，ウルボスピネルは約 30 モル％，
Mn/Mg比は約 6である．1739年および最新期におい
ても，デイサイト質なサンプル中のTi磁鉄鉱斑晶は
Mn/Mg比が 6前後で 1667年噴出物中のものと同じで
あるが，マフィックな安山岩中ではMn/Mgが 8 前後
の斑晶が多くなり，12以上の斑晶もわずかに認めら
れる（Fig. 5）．イルメナイト斑晶の組成は，噴火年
代および全岩化学組成にかかわらず同一組成であり，

R2O3量は 80モル％，Mn/Mg比は約 8である（Fig. 6）． 
 

 
Figure 6. Histogram of Mg/Mn ratio of core of ilmenite 

phenocryst in several samples of each eruptive stage 
 
４－５．斜長石 
 斜長石は全ての岩石中で主要な斑晶，微斑晶ある

いはマイクロライトとして出現する．斜長石斑晶は

最大径で 1cm程度あり，比較的大型（>0.5mm）の斜
長石は輝石や Fe-Ti 酸化物と集斑晶を普通に形成す
る．斜長石斑晶は清澄なものが多いが，塵状包有物

を含むものや，蜂の巣状構造を示す斑晶も普通に認

められる．1 つのサンプル中の斜長石の組成幅は大
きく，An値は（An＝100*Ca/(Ca+Na+K)）95から 50
であり，噴火年代や全岩化学組成に無関係で，全て

のサンプルで同じである．しかしながら斜長石斑晶

コアの FeO や MgO 量は噴火年代や全岩化学組成で
差が認められる．1667年噴出物では，FeO量は数個
の斑晶を除いて 0.6wt%以下であるが，1739年および
最新期噴出物のうちよりマフィックなサンプルでは，

An>65 以上で FeO>0.6wt%の斜長石斑晶が出現する
（Fig. 7）．1739年あるいは最新期ともに，全岩組成 



 
 

Figure 7. An (100*Ca/(Ca+Na+K)) – FeO diagrams of cores of plagioclase phenocrysts in a single sample 
 
がマフィックなサンプルほど，高 FeO量で特徴づけ
られる斜長石斑晶の比率が増加する．これらの FeO
に富んだ斜長石はMgOにも富んでいる．累帯構造は
複雑であるが，反復累帯構造も普通に認められる．

清澄でコアが Ca に富んだ斜長石斑晶は，周縁部で
Caに乏しくなる薄いリムを持つ．これらの斜長石は
稀にカンラン石と集斑晶を作ることもある． 
 
 
５． 地球化学的特徴 
５－１．全岩化学組成 
 本質物は 1667 年噴火ではSiO2＝58.5‐62.6wt%，
1739 年噴火ではSiO2＝55.2‐62.6wt%，最新期では
SiO2＝57.3‐62.6wt%の組成幅を示す．3 つの活動期
で似た組成幅を示すが，最新期ではSiO2>60wt%のデ

イサイト質な安山岩の噴出物は稀となる．すべての

噴出物はSiO2‐K2O図ではmedium‐Kに分類される． 
 3 つの活動期の噴出物は，SiO2‐oxide図でそれぞ
れ直線的に変化する（Fig. 8）．SiO2‐CaO，FeO，K2O
およびZr図では，3 つの噴火活動期は区別できず，
ほぼ同じ直線的トレンドを構成する．それに対して，

SiO2‐TiO2，P2O5およびSr図では，3つの噴火期の噴
出物はデイサイト側で収束し，マフィック側で発散

する 3 つの異なる直線的トレンドを描く．特に最新
期のマフィック側の噴出物はP2O5やSrに富むようで
ある．それに対して 1667年と 1739年噴出物は，互
いによく似たトレンドを描くが，SiO2‐MgO図では
マフィック側で 1667 年の方がややMgOに富んでい
るようである． 
 



 

Figure 8. Harker diagram of whole-rock chemical compositions of pumice, scoria and banded pumice 
 
５－２．ガラス組成 
 ガラス組成はSiO2＝65‐78wt%の組成幅を示し，
ほとんどが全岩組成（SiO2<62.6wt%）よりも著しく
SiO2に富んだ流紋岩質である（Fig. 9）．SiO2‐TiO2や

K2O図では，3つの噴火活動期のガラス組成は 1本の
直線的トレンドを描く．一方，SiO2‐P2O5図では，

フェルシック側では 3 つの活動期は同じP2O5量を示

すが，マフィック側では最新期がP2O5に最も富んで

おり，全岩組成と同じ傾向（Fig. 8）である． 

 
Figure 9. Chemical compositions of matrix glass of selected 

samples from each eruptive stage. 

 
６． 議論 
６－１．斑晶タイプ 
 1739年と最新期のサンプル中の斜長石，単斜輝石，
斜方輝石斑晶は，斜長石のFeOや輝石のWo量に注目
すると，全岩組成に無関係に全てのサンプル中に存

在するタイプ（タイプ１）と，特にSiO2に乏しいマ

フィックなサンプル中で量が増えるタイプ（タイプ

２）の，組成の異なる 2 つのタイプが共存する．斜
長石ではFeO<0.5wt%のタイプ１，FeO>0.6wt%のタ
イプ２の両者に，An‐FeO図で明瞭に区別でき，組
成ギャップも存在するようである（Fig. 7）．斜方輝
石ではおおよそWoが 3以下のタイプ１と 3以上のタ
イプ 2に，単斜輝石ではおおよそWo=42を境に，そ
れよりWoが高いタイプ１と，Woが 42以下のタイプ
2に区別できる（Fig. 4）．斜長石の場合と同様に，両
者の中間組成のものもわずかに存在するが，両者に

は組成ギャップが存在するようである．タイプ１の

斜長石および輝石斑晶は，1667年のすべてのサンプ
ルに存在する．1667年噴出物中にはタイプ２の斜方
輝石斑晶は存在するが，タイプ１に比べてその比率

は小さい．またWo<42 のタイプ２単斜輝石斑晶も
1667 年噴出物に認められるが，その比率は小さく，
またそのWo量もほとんど 41以上で，1739年以降と
比べて高い． 
 Fe‐Ti酸化物のうち Ti磁鉄鉱斑晶は Mn/Mg比に



注目するといくつかのタイプに分かれる．Mn/Mg比
が 5~7 の磁鉄鉱斑晶は，タイプ１斜長石や輝石と同
様に，1667年のすべてのサンプル，1739年と最新期
の珪長質のサンプルに出現する．一方，Mn/Mg比が
7~10 の Ti 磁鉄鉱斑晶は，1739 年および最新期のマ
フィックなサンプルに多産し，その点でタイプ２の

斜長石および輝石斑晶と似ている．斜長石および輝

石斑晶の出現頻度と類似性から，Mn/Mg比が 5~7の
磁鉄鉱斑晶をタイプ１，Mn/Mg 比が 7~10 のものを
タイプ２と呼ぶ（Fig. 5）．ただしタイプ１斜長石と
輝石斑晶は 1739 年および最新期の全てのサンプル
で認められるが，タイプ１磁鉄鉱斑晶はこれらの噴

火活動期ではマフィックな岩石ではほとんど認めら

れない．1739年の玄武岩質安山岩組成のサンプルで
は Mn/Mg比が 10以上の高い斑晶がわずかに出現す
る．類似の斑晶は 1667年噴出物でもごく僅か出現す
る．これをタイプ３の Ti磁鉄鉱と呼ぶ． 
 イルメナイト斑晶はタイプ１のTi磁鉄鉱斑晶と共
存し，量的には少ないが 1667 年の全てのサンプル，
1739 年および最新期の珪長質なサンプルに出現し，
マフィックなサンプルでは認められない．カンラン

石は，他の斑晶とは異なり，すべての噴火活動期の

マフィックなサンプルに含まれている．  

 

Figure 10. Mg/Mn diagram of coexisted magnetite and ilmenite 
phenocrysts 

 
６－２．斑晶タイプの平衡関係とマグマ温度 
 タイプ１の斜長石，輝石，Ti 磁鉄鉱およびイルメ
ナイトは大型の斑晶であることが多く，また集斑晶

として出現することが多い．よってこれらは同一の

マグマから同時に晶出していたと考えられる

（Amma-Miyasaka and Nakagawa, 2001）．実際にタイ
プ 1 の斜方輝石および単斜輝石は，輝石台形上で共
にLindsley(1983)の約 900度の等温線付近に図示され，
両者は平衡とみなせる（Fig. 4）．またタイプ 1の Ti

磁鉄鉱とイルメナイト斑晶は，そのMn/Mg比の関係
は Bacon and Hirschmann (1988)によると，組成的にも
平衡である（Fig. 10）． 
 タイプ１とタイプ２の斑晶は，その組成から判断

して両者が同一のマグマから同時に晶出することは

不可能で，両者の共存は非平衡な斑晶鉱物組み合わ

せである．実際にタイプ２の輝石は，その Wo 量か
ら判断して，タイプ１の輝石よりは高温のマグマか

ら晶出したことを示している．Lindsley (1983)による
と，タイプ 2の輝石は約 1000度の等温線近くに図示
され，タイプ 1よりも高温を示している（Fig. 4）．
Ti磁鉄鉱のMn/Mg比は温度を反映しており，その比
が高いほど高温のマグマから晶出した磁鉄鉱と考え

られる．よってタイプ 2およびタイプ 3の Ti磁鉄鉱
斑晶は，タイプ 1の Ti磁鉄鉱およびイルメナイトを
晶出させたマグマより高温の別のマグマから晶出し

たと考えられる．またタイプ 2とタイプ 3の Ti磁鉄
鉱斑晶も，それらのMn/Mg比が大きく異なることか
ら，同じマグマから晶出したとは考えにくい（Fig. 9）． 
 実際に異なるタイプの斜長石と輝石斑晶が集斑晶

を形成することはない．タイプ 2 の斑晶は，タイプ
1 の斑晶と比べるとやや小型で，独立して産するこ
とが多い．またタイプ２斑晶同士は，特に 1739年お
よび最新期のマフィックな岩石で出現する．よって

タイプ２の斜長石，輝石および Ti磁鉄鉱は組成的に
平衡とみなすことができる．但し 1667年噴出物では
明瞭なタイプ２の斑晶は斜方輝石のみである．また

タイプ 2磁鉄鉱斑晶は，1739年と最新期のマフィッ
クな岩石では，タイプ１の斜長石および輝石と集斑

晶を作っている． 
 次に上記の斑晶とカンラン石班晶との平衡関係を

検討する．まず，それぞれのサンプル中のタイプ 1
とタイプ２の輝石斑晶の平均組成を求めた．カンラ

ン石班晶もそれぞれのサンプルで平均組成を求めた．

1667年の一部のサンプルについては，特にMgに乏
しい微斑晶サイズのカンラン石しか認められなかっ

たので，その微斑晶の平均組成を求めた．これらの

カンラン石と輝石の平均組成を用いて，両者の平衡

関係を Fe‐Mg分配を用いて検討した（Obata et al., 
1974; Brey and Kohler, 1990）．カンラン石‐斜方輝石
の組成は両者が平衡にある場合，両者の Mg#はほぼ
同じである．一方，カンラン石‐単斜輝石の Fe‐Mg
分配は温度に依存し（Loucks, 1996），1000 度以上
の高温では，両者のMg＃は同じに近づき，温度が低
下すると単斜輝石の Mg#の方が高くなる．タイプ１
およびタイプ２の斜方輝石および単斜輝石と比べて，

歴史時代噴出物中のカンラン石斑晶は，1 サンプル
を除いて，Mg#が高い．1667年の 1サンプルの斜方
輝石に関しては，Mg#はカンラン石とほぼ同じであ
る．しかしこのサンプルのカンラン石は微斑晶であ



り，1667年の他のサンプル中に見られる斑晶サイズ
のカンラン石と比べると，著しく Mg に乏しい．し
たがって斑晶カンラン石と輝石斑晶を比較すると，

輝石の斑晶タイプに関係なく，カンラン石の方が

Mg#が高いと結論できる．よって Fe‐Mg 分配に注
目すると，カンラン石と輝石斑晶は非平衡である

（Fig. 11）． 
 以上をまとめると，樽前火山の歴史時代噴出物に

は斜長石，輝石，Ti 磁鉄鉱およびイルメナイトから
なるタイプ１斑晶と，それとは組成が異なりより高

温のマグマから晶出したと考えられるタイプ２斑晶，

そしてそれら 2 タイプの斑晶とは非平衡で，さらに
マフィックな，あるいはより高温のマグマから晶出

したと考えられるカンラン石斑晶という，3 タイプ
の斑晶を含む．そしてよりマフィックな岩石ではそ

れらが共存している． 

 

Figure 11. Relationships between coexisting olivine and 
pyroxenes phenocrysts in a single sample 

 
６－３．鉱物組成から見たマグマ混合と混合端成分

マグマ 
 樽間火山の歴史時代噴出物では縞状軽石が普通に

認められ，マグマ混合が起こったことは明らかであ

る．また先に述べたように，特にマフィックな岩石

では，互いに非平衡な斑晶が同一サンプル中に共存

することも，マグマ混合を示唆している．単一サン

プル中に共存する斑晶に注目すると，特に 1739年お
よび最新期の噴出物では，マフィックな岩石では 3
タイプの斑晶が共存している．そして，それらが互

いに異なるマグマから晶出したと考えられることか

ら，これらの噴出物では 3 つのマグマが混合したと
考えられる．また 1667年噴出物でも，タイプ 2と考
えられる斜方輝石斑晶は存在しており，それ以後の

噴出物と同様に，3 つのマグマの混合が起こった可
能性が高い． 
この 3 つのマグマの組成・温度の関係は，それら

のマグマに含まれていたと考えられる斑晶の組成に

注目すると，カンラン石を含むマグマが最もマフィ

ックで高温のマグマで，タイプ１斑晶を含むマグマ

が最も珪長質で低温のマグマ（タイプ１マグマ）で

あったと考えられる．そしてタイプ 2 斑晶を含むマ
グマは（タイプ２マグマ），上記の２つのマグマの中

間的な組成・温度を持つと考えられる．カンラン石

斑晶を含むマグマは，樽前火山を含む東北日本の火

山フロント近くの諸火山の，玄武岩質岩石のカンラ

ン石斑晶のデータ（Fo<80）を考慮すると（例えば
Fujinawa, 1990），分化した玄武岩質マグマであろう． 
特に輝石およびFe‐Ti酸化物組成を用いてマグマ

温度を求めた．各サンプルのタイプ 1とタイプ 2の
輝石の平均組成を用いて輝石温度計（Wells, 1977）
を，タイプ 1の Ti磁鉄鉱とイルメナイトの平均組成
を用いて Fe‐Ti酸化物温度計（Spencer, 1991）を用
いた．その結果，タイプ１マグマは輝石温度計では

950‐970度，Fe‐Ti酸化物温度計では約 900度であ
った．一方，タイプ２マグマはタイプ１マグマより

高温であり，輝石温度計で 1000‐1050 度であった．
マグマ温度の時間変化は，タイプ１およびタイプ２

マグマとも，ほとんど認められないようである（Fig. 
12）． 

 
Figure 12. Temporal changes of magmatic temperature using 

pyroxene and Fe-Ti oxide geothermometer 
 
一方，端成分玄武岩質マグマに含まれていたと考

えられるカンラン石斑晶は，噴火年代毎に化学組成

が異なり，平均組成は 1667年噴出物で最もMgに富
み，1739年で最もMgに乏しい．この平均組成の差
は Fo値で 3‐4で，僅かである．しかしながら，こ



のことから噴火年代毎で，端成分玄武岩質マグマの

化学組成は異なっていた可能性を示唆している． 
 
６－４．全岩化学組成から見たマグマ混合と端成分

マグマ 
次に全岩化学組成で，混合に関与した端成分マグ

マについて議論する．歴史時代の 1667 年，1739 年
及び最新期の噴出物は，ハーカー図上で，それぞれ

直線的なトレンドを形成する．このことは，噴出物

の組成多様性がマグマ混合プロセスである場合は，

それぞれの噴火では２端成分マグマ混合が起こって

いることを示唆する．そしてその端成分マグマは，

噴出物が作るマグマ混合トレンドの両端あるいはそ

の延長上に位置する．しかしながら鉱物組成からは，

３端成分マグマ混合という結論である．したがって，

各噴火年代の噴出物が作る直線的なトレンドは，ハ

ーカー図上で 3つの端成分マグマが 1本のマグマ混
合線を描いていることを強く示唆している． 
鉱物組成からは，タイプ 2 マグマは玄武岩質マグ
マと最も珪長質なタイプ１マグマの中間的な全岩組

成及び温度を持つという推定できた．したがって，

ハーカー図上で描かれるマグマ混合線のマフィック

端に玄武岩質マグマ，その珪長質端にタイプ１マグ

マがあり，タイプ２マグマは，玄武岩質マグマとタ

イプ１マグマの混合線上にあると考えられる． 
実際の噴出物で最も珪長質側のSiO2＝62％前後の
安山岩には，いずれの噴火年代でもタイプ１の斑晶

しか含まれておらず，この噴出物がタイプ１マグマ

そのものであると考えられる．タイプ１マグマの化

学組成は歴史時代活動期を通じて，ほとんど変化し

ていない．一方，最もマフィックな端成分玄武岩質

マグマはカンラン石を主な斑晶とするが，全ての噴

出物でカンラン石のみを含むサンプルはない．した

がって，端成分玄武岩質マグマ単独で噴出しておら

ず，その化学組成はハーカー図上で，各噴火活動期

の噴出物が作る直線的トレンドのマフィック側延長

に存在すると考えられる．各噴火年代で比較すると

マフィック側の噴出物の全岩化学組成は，P2O5やSr
含有量で差が認められることは既に述べた．よって

玄武岩質マグマは噴火年代毎に別であることが指摘

でき，このことはカンラン石班晶の組成から推定と

調和的である． 
 
６－５．タイプ２マグマの成因 
全岩化学組成および鉱物組成から，タイプ 2 マグ
マはタイプ１マグマと玄武岩質マグマの混合によっ

て生じたことが推定された．歴史時代最初の噴火活

動期である 1667年噴火では，噴出物中のタイプ２斑
晶は斜方輝石以外では出現せず，1739年および最新
期の噴火で，単斜輝石，Ti 磁鉄鉱そして斜長石でも

タイプ２斑晶が出現し，それらは量的にも多くなっ

ている．つまりタイプ 2 マグマが明瞭に，噴出物中
に認められるのは 1739年の噴火からといえる．した
がって斜長石，輝石および Ti磁鉄鉱斑晶を持つタイ
プ２マグマが形成されたのは 1739 年以前で，1667
年以後と考えられる． 
歴史時代の噴火活動期のうち，特に 1667年および

1739年噴火では，噴出物はSiO2>60%の安山岩質なも
のが卓越する．また両噴火活動期の噴出量はあわせ

て 2km3（DRE）で大量であることから，歴史時代噴
火活動期の直前には，タイプ１マグマで満たされた

大きなマグマ溜りが存在していたと考えられる． 
1667年噴出物には，タイプ 2斑晶の比率は少ない
ものの，タイプ 1 斑晶のほかにカンラン石斑晶が共
存し，玄武岩質マグマとタイプ 1 マグマの混合は起
こっている．縞状軽石や不均質な石基の存在，さら

にカンラン石や輝石に反応縁がないことなどを考え

ると，主要なマグマ混合は噴火直前に起こったと考

えられる．つまり，タイプ１マグマで満たされた大

きなマグマ溜りに，玄武岩質マグマが貫入して，お

そらくそれが引き金となって，爆発的なプリニー式

噴火が起こり，タイプ 1 マグマに加えて混合マグマ
も噴出したと考えられる．このような場合，噴火終

了時になると混合マグマが，もとのタイプ１マグマ

で満たされたマグマ溜りに drain backするであろう．
あるいは貫入した玄武岩質マグマの一部は，噴出せ

ず，マグマ溜り内でも混合マグマを形成するかもし

れない．これら混合マグマは，タイプ１マグマより

重いので，マグマ溜りの下部に，混合マグマからな

る層を形成する．つまり 1667年の噴火によって，そ
の後にタイプ 1マグマ溜りが，タイプ 1マグマと混
合マグマからなる成層マグマ溜りに変化したと考え

られる． 
 タイプ２斑晶と分類可能な斜方輝石斑晶が，1667
年噴出物に認められることから，噴火前にタイプ 1
マグマ溜りで満たされたマグマ溜りが成層マグマ溜

りであった可能性はある．しかしながら 1739年噴出
物で明瞭に認められるタイプ２斑晶の存在から，

1667年噴火で貫入した玄武岩質マグマによって，樽
前火山直下の成層マグマ溜りは確立したと考えられ

る．マグマ混合後に混合マグマから斑晶が晶出・成

長することは十分に予想され，それが 1739年噴出物
に存在するタイプ 2斑晶であろう． 
 
６－６．層状マグマ溜りの変化と吸出し深度 
 ここでは 1667 年噴火で確立した成層マグマ溜り
が，1739年から最新期の噴火にかけて，どのように
変化したかを，マグマの化学組成および構造に注目

して検討する． 
 タイプ２斑晶のうち輝石および斜長石の組成は， 



 

Figure 13. Chronology of eruptive activity, mode of eruption, and temporal change of whole-rock chemistry of juvenile eruptive 
materials during the historic activity 

 
1739 年，そして最新期と次第に Mg あるいは Ca に
富むようになる（Fig. 7 & 12）．既に述べたように，
玄武岩質マグマは噴火年代によって区別でき，この

ことから噴火の度に，成層マグマ溜りに新たに玄武

岩質マグマが貫入したことを示している．したがっ

て 1667 年噴火によって確立した成層マグマ溜りの
下位の混合マグマであるタイプ２マグマが，間歇的

な玄武岩質マグマの貫入により，次第にマフィック

に変化したと解釈できる． 
 1667 年から 1909 年までタイプ 1 斑晶は存在し，
すべて同じ成層マグマ溜りからの噴火であると考え

られる．しかしながら，噴出物の全岩化学組成では

1667年と 1739年では，SiO2>60%のものが卓越する
が，最新期では 1874 年以降ではSiO2<60%とよりマ
フィックな噴出物の割合が増加する（Fig. 13）． 
 マグマ溜りからのマグマの吸出しを考えた場合，

噴出率の大小によって，マグマ吸出し深度が変化す

る．つまり噴出率が大きいほど，マグマ溜りのより

深部からマグマを吸い出すことが可能となる（Blake 
and Ivey, 1985）．1667年と 1739年の噴出量はDRE換
算で，それぞれ 1km3と 0.7km3と大量である．記録に

よると，それぞれの噴火は 1 週間程度継続したよう
で，その期間内での噴火のクライマックスは，長く

ても数日程度であったようである．したがって 2 回
の大噴火では，短期間の間に大量のマグマを噴出し

たことになり，その噴出率は平均で 0.2‐0.3km3/day
程度，最盛期はこれ以上であったと考えられる．こ

れは典型的なプリニー式噴火の噴出率 103‐105m3/s
（Walker, 1981）と同レベルである．1739年以降，1804
年から噴火は頻発したが，それぞれの噴火の規模は

急減した．噴出量は，1909年の溶岩ドームが最大で
DRE換算で 0.02km3であり，その他は 0.01km3以下で
ある（Table 1）．それぞれの噴火継続は数日あるいは
それ以上であったので，それぞれの噴火での噴出率



は 1667年や 1739年の 1/100程度であろう．1667年
あるいは 1739年噴火では噴出率が高いので，マグマ
溜りのより深部からマグマの吸出しが可能である．

そのため，特に 1739年噴火では成層マグマ溜りの下
位にあるタイプ２マグマも，タイプ１マグマと共に

噴出したと考えられる．一方，最新期は低い噴出率

であるので，1739年噴火と比べると，吸出し深度は
浅くなる．噴出率が 2 けた違うとすると，その吸出
し深度は 1/2 程度になる．吸出し深度が半分程度に
なったにもかかわらず，最新期ではタイプ２マグマ

が噴出した比率が高い．したがって最新期の時期に

は，成層マグマ溜り内でのタイプ１マグマの比率が，

著しく減少していたと考えるのが妥当である． 
 
６－７．マグマ供給系の変遷と現状評価 
 ここまでの考察を元に．樽前火山の歴史時代噴火

のマグマ供給系の変遷についてまとめた（Fig. 14）．
噴火前には大量のタイプ 1 マグマで満たされた浅所
マグマ溜りと，深部に複数の玄武岩質マグマのバッ

チが存在していたと考えられる．1667年噴火活動期
に玄武岩質マグマが貫入して，大規模なプリニー式

噴火を起こした．この活動で浅所マグマ溜りの下位

には，混合マグマであるタイプ２マグマが形成され，

成層マグマ溜りとなった．1667年噴火活動以前にも，
既に玄武岩質マグマが浅所マグマ溜りに貫入して，

1667年噴火では既に成層マグマ溜りであった可能性
はある．しかしながら明瞭なタイプ２マグマの形成

は 1667 年噴火後であり，1667 年噴火によって成層
マグマ溜りが完成したと考えられる． 
 1739年噴火でも再び玄武岩質マグマが貫入し，大
規模なプリニー式噴火が発生した．この噴火により

タイプ 2 マグマはよりマフィックに変化する．1667

年と 1739 年では大規模で爆発的なプリニー式噴火
であったが，これは珪長質なタイプ１マグマが十分

に大量にあったためと考えられる．しかしながら

1739年の噴火によって，爆発的噴火をもたらすタイ
プ１マグマは，量的には少なくなったと考えられる．

1739年噴火後は，浅所の成層マグマ溜りは，タイプ
2マグマの比率が増大したと考えられる． 
 その後，19世紀になっても浅所マグマ溜りに玄武
岩質マグマの貫入は続き，間歇的に噴火は発生した．

これらの噴火では噴出率は低下したが，これはおそ

らく過去 2 回の爆発的なプリニー式噴火をもたらし
たタイプ１マグマが減少していたためであろう．低

い噴出率のため，成層マグマたまりの上位からのみ

噴火したので，1804‐1817の噴火では，タイプ 1マ
グマのみが噴火した．その結果，成層マグマ溜りで

のタイプ１マグマの比率はさらに低下し，1874年や
1909 年の噴火では，同様に低い噴出率であったが，
タイプ 2マグマが主に噴火したと解釈できる． 
 この 1667 年からのマグマ供給系の時間変化を考
えると，樽前火山の現在のマグマは，成層マグマ溜

りは，ほとんどがタイプ 2 マグマで占められている
と考えられる．そして最新期でも新たな玄武岩質マ

グマの貫入があったので，このタイプ２マグマはさ

らにマフィックになっていると考えられる．歴史時

代の噴出物のほとんどを占め，爆発的噴火を担った

珪長質なタイプ１マグマは極微量しか残っていない

と考えられる．以上のことから，樽前火山でマグマ

噴火が起こるとしても，19世紀以降におこった規模
の噴火である可能性が高い．1667 年や 1739 年規模
の噴火が，近い将来に起こりうる可能性は低いと評

価できる． 

 
Figure 14. Cartoon of temporal evolution of magma plumbing system of Tarumai volcano during historic eruptive activity. The system 

is composed of shallower silicic and deeper basaltic magma chambers. 



７．まとめ 
 樽前火山の西暦 1667 年からはじまった歴史時代
噴出物の岩石学的検討を行い、そのマグマ供給系の

構造とその時間変化について、以下のようなことが

明らかとなった。 
・噴火前には、浅所にデイサイトに近い組成の、安

山岩質マグマ（タイプ１マグマ：SiO2＝62%）が大
量に満たされた浅所マグマ溜りと、深所に複数の玄

武岩質マグマバッチが存在していた。 
・1667年噴火では、深所の玄武岩質マグマバッチの
ひとつが浅所マグマ溜りに貫入し、大規模なプリニ

ー式噴火が発生した。この噴火後に、浅所マグマ溜

りは、上位のタイプ１マグマと下位の混合マグマ（タ

イプ２マグマ）からなる成層マグマ溜りへと変化し

た。 
・タイプ 2 マグマは玄武岩質マグマとタイプ１マグ
マの混合物である。 
・1739年噴火では、別な玄武岩質マグマが浅所の成
層マグマ溜りへ貫入し、再び大規模なプリニー式噴

火が発生した。この混合によって、タイプ２マグマ

はよりマフィックに変化した。1667年と 1739年の
噴火によって、成層マグマ溜りのタイプ１マグマの

量は急減し、タイプ２マグマの比率が増大した。 
・1804年から始まった最新期でも成層マグマ溜りへ
の，別な玄武岩質マグマの貫入があり，このため噴

火が間歇的に頻発した．いずれも小規模で低い噴出

率の噴火であったが，既にタイプ 1 マグマが枯渇し
ていた状態であるので，タイプ 2 マグマが主に噴火
した． 
・1667年噴火から 1909年までの噴出物を解析する
と，樽前火山の現在のマグマ供給系は浅所のマグマ

溜りは，より混合の進んだタイプ２マグマでほとん

ど満たされており，過去に大規模で爆発的噴火の原

動力となったタイプ１マグマはほぼ枯渇した状態で

あると考えられる． 
・本研究結果で得られた活動度評価をさらに確かな

ものにするには，樽前火山のひとつ前の 2500－2000
年前の活動期（Ta-c期）についても検討する必要が
あろう． 
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