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１. はじめに

　カルデラ形成を伴う大規模火砕流噴火は、高温のマ
グマと火山灰とガスが渾然一体となり、高速で地表を
流走する噴火現象である。7300年前に九州南方の鬼界
カルデラを形成した噴火では、平均層厚が１m以下の
幸
こう

屋
や

拡散型火砕流が海で隔てられた九州南部や種子
島、屋久島に広く堆積し、当時の縄文文化を一掃した。
　鹿児島の南方約40㎞に位置する鬼界カルデラでは、
7300年前に噴火し、大量の降下軽石や火砕流噴火の後、
南北13㎞、東西20㎞のカルデラが形成された。鬼界カ
ルデラは、そのほとんどが水没しているが、北側の薩
摩硫黄島や竹島はカルデラの縁に当り、島内にカルデ
ラ壁の地形が認められる。
　通常、カルデラは、10㎦以上の火砕物を噴出するよ
うな火山爆発指数（VEI）が６以上の大規模な噴火で
形成される。110個の活火山を有する日本国内におい
て、火山噴火は数年に一度の割合で発生しており、近
年では、霧島新燃岳や西之島新島の噴火が人目を引い
ている。カルデラを形成する噴火はきわめて大規模な
噴火で、過去12万年の間に日本列島では16回発生し、
数千年に１度の割合でカルデラ噴火が発生する計算に
なる（町田・新井,2003；図-1）。
　鬼界カルデラの形成は縄文時代に発生した噴火で、
日本のカルデラ噴火のなかで最も新しい噴火である。
新しい噴火であるがゆえに、噴出物の保存もよく、一
連の噴火は、これまでの研究で詳細に示されている。
この小文では、鬼界カルデラ形成に至った噴火がどの
ようなものであったか、その噴火がどのような影響を
与えたかを紹介する。

図-1 過去12万年間における日本の巨大噴火の歴史（町田・新井，2003による）

鬼界カルデラ位置図

出典：（独法）産業技術総合研究所HP
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幸屋火砕流は、当初、広く薄く堆積していることから
降下火砕物と見なされていたが、宇井（1973）によって、
初めて火砕流堆積物と認識され、鹿児島県南部に広く、
薄く堆積していることが確認された図-2、 写真-2 。宇

２. 鬼界カルデラ形成に至る
　  噴火の経緯と噴出物

　堆積物として確認される最初の噴火は軽石を空高く
吹き上げるプリニー式噴火で、噴出源近傍の薩摩硫黄
島や竹島では、降下軽石層が厚く堆積し、大隅半島や
薩摩半島でも10～15㎝の層厚の軽石層が確認される。
薩摩硫黄島では、層厚５m以上の粗い軽石が堆積して
いる。軽石層は、カルデラから北東方向に分布し、鹿
児島県北西部以外の鹿児島県と宮崎県南部を覆い、幸
屋降下軽石層と呼ばれる（宇井,1973）。九州島内では、
分級の良い軽石・火山岩結晶または火山灰からなり、
軽石の気泡の形状はさまざまで、スポンジ状に球形の
気泡の発泡は比較的不良なもの、細長く引き延ばされ
た束状になったもの、きわめて発泡度が高く泡の集合
のようなものから構成されている。
　プリニー式の軽石噴火の最中に、噴煙柱の一部が崩
壊して、火砕流が発生していることが給源近傍で確認
されている（Maeno	and	Taniguchi,2007）。給源近傍
では、降下軽石層の間に火砕流堆積物が挟まるように
堆積している。この火砕流堆積物は船倉火砕流堆積物
と呼ばれ、層厚は１mから数mと薄いが、弱く溶結し
ている。船倉火砕流は、竹島と薩摩硫黄島に分布する
のみで、その分布は給源周辺に限られている。船倉火
砕流堆積物の上位にもプリニー式噴火による降下軽石
層が連続して堆積していることから、船倉火砕流がプ
リニー式噴火の最中に噴煙柱の崩壊により発生した火
砕流であることが推定される 写真-1 。
　プリニー式噴火が終了した後に、カルデラ形成を引
き起こした噴火が発生した。幸屋火砕流の噴火である。

過去12万年間における日本の巨大噴火の歴史（町田・新井，2003による）

図-2 確認された幸屋火砕流の地点分布

写真-1 幸屋降下軽石層と船倉火砕流堆積物の互層

写真-2 大隅半島花の木の露頭

池田降下軽石層（5500yrBP）

鬼界アカホヤ噴火噴出物

風化帯
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屋久島、種子島、口永良部島にも分布し、鹿児島南部
と同様に薄い堆積物を残している。
　幸屋火砕流は、多量の細粒火山灰・結晶片、発泡度
のよい軽石、外来岩片からなり、分級は悪い。軽石の
発泡組織は繊維状のものが多いが、しばしばきわめて
よく発泡したスポンジ状の軽石が含まれる。基質は結
晶片やガラス片、少量の石質岩片からなり、非溶結堆
積物で、炭化木片を多く含む地域がある。ほとんどの
地域で、幸屋火砕流堆積物の基底部には、細粒火山
灰に枯渇し、軽石、石質岩片や結晶に富んだlayer １
（ground	 layer）が数㎝以内で薄く堆積し、その上に
明瞭な境界線を有して、淘汰の悪い幸屋火砕流堆積物
本体（layer ２）が載り、さらにその上には火砕流から
上空に舞い上がった細粒火山灰が、火砕流堆積後に降
下して堆積した火山灰層（co-ignimbrite	ash;	layer ３；
アカホヤ火山灰）が堆積している。アカホヤ火山灰は、
バブルウォール型火山ガラスを主体とするガラス質火
山灰で、北日本を除く日本列島ほぼ全域で広域テフラ
と認識され、一連の噴火の総噴出量は200㎦である（町
田・新井,2003）。
　給源近傍の薩摩硫黄島では、島西部の流紋岩質溶岩
の上に直接、幸屋火砕流（竹島火砕流）が堆積し、溶
岩の表面の凸凹を覆うように、凹部では厚く堆積して
いる。薩摩硫黄島での幸屋火砕流の厚さは、最大10ｍ
未満だが、隣の竹島では、最大20ｍの層厚の幸屋火砕
流が堆積し、なかには、黒曜石の殻をもった軽石も含
まれる。黒曜石の殻は、その軽石が噴出後すぐに急冷
されたことを示すので、噴出源付近に水が存在したこ
とが示唆される。
　給源に次いで近い屋久島でも幸屋火砕流の分布が確
認されている（下司,2009）。低い標高の地域では、
２～５m程度と比較的厚く堆積し、九州最高峰の標高
1934mの宮之浦岳周辺をはじめ、中央の山岳域にも層
厚0.5～１mと薄く堆積している。給源と屋久島の間
には海域が存在し、噴火当時は縄文海進の時期である
ので、幸屋火砕流は噴火後、海を渡って屋久島に到達
したことになる。屋久島到着後、1934ｍの標高まで火
砕流が駆け上がった。屋久島の縄文杉は、幸屋火砕流
の噴火の後に芽生えたと推定されている。種子島には、
高い山がないが、種子島北部を除いた地域で幸屋火砕

井（1973）は、鹿児島県内のどの地点においても、１
m以内の薄い層厚を示すことから遠方に給源を求めた
が、給源の同定には至らなかった。その後、薩摩硫黄
島や竹島での地質図幅の調査の際に竹島火砕流とされ
た堆積物（小野・他，1982）が、幸屋火砕流と同定さ
れたことにより、鬼界カルデラ起源の噴出物であるこ
とが明らかになった。
　カルデラ形成に伴って発生する通常の火砕流堆積物
は、一般に10mから数100mの平均層厚を示し、平均
層厚を給源からの最大到達距離で割った値（アスペク
ト比）が、1/100～1/1000であるのに対し、幸屋火砕
流は、平均層厚１mで90㎞を流走し、1：90,000のア
スペクト比をもつことから拡散型火砕流（Low-aspect	
ratio	ignimbrite；Walker	et	al,	1980）と呼ばれている。
　給源近傍では、ラグブレッチャーと呼ばれる粗粒岩
片に富んだ岩相を呈しており 写真-3 、噴火時に火道を
拡大したことにより火道付近の基盤岩が吹き上げら
れ、給源近傍に堆積したと考えられている（Druiit,	et	
al.,	1982）。幸屋火砕流堆積物は、鬼界カルデラ周辺の

写真-3 薩摩硫黄島でみられる給源近傍のラグブレッチャー
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ように堆積し、給源から遠く離れても層厚は大きく変
化せず、薄く広範囲に堆積する。
　そのメカニズムは、通常の火砕流にくらべると希薄
な流れであるとされているが、詳細は不明な点が多い。
幸屋火砕流は、給源近傍では層厚20mを超えて堆積し

流堆積物が分布している。鬼界カルデラから40㎞離れ
た九州島へも幸屋火砕流は到達し、九州島に上陸後も
50㎞以上の距離を流走し続けた。通常、火砕流は重力
流として地形的な低所に流れ込むことが多いが、幸屋
火砕流のような拡散型火砕流は、緩やかな地形を覆う

図-3 幸屋火砕流堆積物中の火山ガラスのSiO2含有量の垂直変化
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降下軽石層、船倉火砕流堆積物を構成する火山ガラ
スは、SiO2=75wt%前後の高SiO2ガラスのみからなる
が、幸屋火砕流堆積物では、堆積物の上方に向かって
SiO2=65wt%前後の低SiO2ガラスの混入が確認された
（藤原・鈴木,2013）。珪長質ガラスと苦鉄質ガラスの
量比に基づいて幸屋火砕流堆積物の時間軸を確立し、
各地域の幸屋火砕流堆積物の対比を行ったところ、大
隅・薩摩半島に分布する幸屋火砕流堆積物の火山ガラ
スの化学組成は下位でSiO2=75wt%前後の珪長質ガラ
スに富み、上位に向かってSiO2=65wt%前後の苦鉄質
ガラスが増加する傾向が認められ図-3、噴火の初期の
噴出物が鬼界カルデラ北方の大隅・薩摩半島に到達し
たことが推定される。

４. 当時の自然環境への影響

　鬼界カルデラは、幸屋降下軽石、船倉火砕流、幸屋
火砕流が発生した結果、形成された。当時の日本は縄

ているが、海を越えた後はすべて陸地で薄く広がって
堆積している。このように幸屋火砕流は、薄く広く南
九州を覆うように流れて堆積した。

３. 幸屋火砕流の堆積機構

　カルデラ形成を伴う大規模火砕流噴火は、高温のマ
グマと火山灰とガスが渾然一体となり、高速で地表を
流走する噴火現象である。平均層厚が１m以下の幸屋
火砕流が海で隔てられた九州南部にどのように堆積し
たかを噴出物に基づき再現を試みる。
　一連の噴出物に含まれる火山ガラスの大部分は高
SiO2ガラスからなるが、幸屋火砕流堆積物（竹島火
砕流堆積物）やアカホヤ火山灰中の火山ガラス及び
縞状軽石にはSiO2=65wt%の低SiO2値を示す火山ガラ
スが含まれる（佐藤,1995）。一連の鬼界アカホヤ噴
火を起こしたマグマの化学組成は、噴火後に苦鉄質
マグマが混入してきた可能性を示している。初期の

図-4 7300年前の鬼界アカホヤ噴火前後の縄文文化の変遷　（小田静夫, 1993による）

1：押型文様式　2：九州貝殻文系土器様式　3：塞ノ神様式　4：轟様式　5：曽畑様式　6：北白川下層様式

鬼界アカホヤ噴火以前 鬼界アカホヤ噴火以降

sabo vol.116 夏 201412



文時代で南九州にも縄文文化が栄えていた。大中原遺
跡では、幸屋火砕流が地表をはぎ取ったことが観察
され、幸屋火砕流の噴火の前後では、南九州の縄文土
器が変化していることが指摘されている（小田静夫
（1993）；図-4）。
　このように、層厚は１m以内と薄い堆積物であるに
も係らず、当時の縄文文化を一掃するだけの影響を与
えたことは明白である。また、幸屋火砕流の分布域の
外側で幸屋火砕流の噴火の時期を挟んだ土壌の中に含
まれる花粉を串良地域で分析した結果、少なくとも幸
屋火砕流が堆積した周辺地域では200年間、花粉が全
く見いだせない時期が存在したことが明らかにされて
いる（松下,2002；図-5）。このように幸屋火砕流は当
時の文明を完全に破壊し、植生も200年間は回復しな
かったことになる。鬼界カルデラ形成に伴って発生し
た幸屋火砕流の流走時に火砕流から舞い上がった火山
灰は、東北以南の日本列島を覆い、神戸では20㎝の火
山灰が堆積している。このような巨大噴火は低頻度で
はあるが、例えば万一、九州で、鬼界カルデラと同等
の噴火が起きれば、九州島のみならず、東北以南の日

本列島に壊滅的影響を与えることは必至であり、日本
人として避けては通れない課題の一つとなろう。
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図-5 鬼界アカホヤ噴火前後の植物花粉の変遷 （松下, 2002に加筆）
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