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小笠原群島の地質

小笠原群島の島々は始新世という地質時代に活動した島弧火山です。正
確な年代を決めるのはむずかしいのですが，最新の研究データを加味して考
えると，火山活動の時代はおそらく4,200-4,800万年ほど前であろうと思われ
ます。父島以北の島嶼（父島列島，聟島列島）はやや古く4,500-4,800万年
ほど前の海底火山の集まりで，漸新世（今から3,750-2,250万年前）までに
一旦隆起して島となりました。これらの海底火山は現在の伊豆－小笠原の
火山では産出しない，無人岩というマグネシウムの含有量が高い特殊な安
山岩の溶岩でできています。父島や兄島には無人岩の他にも安山岩，デイ
サイト，流紋岩の溶岩が出現します。これらはケイ酸分では56-58% （無人
岩），58-62% （安山岩），62-72% （デイサイト），72%以上（流紋岩）という違い
があります。

一方，母島は始新世中期に活動した火山島で，現在の伊豆諸島の玄武
岩や安山岩とよく似た岩石でできています。父島同様あまり正確な活動年代
はわからないのですが，最近得られた溶岩の放射年代は約4,400万年前で
す。溶岩の間に挟まれる浮遊性有孔虫化石は4,600-4,200万年前くらいな
ので，化石年代と放射年代はほぼ一致したと考えてよさそうです。母島で一
番新しい地層は石門の石灰岩で，含まれている化石から4,100万年よりは若
いようです。父島以北の海底火山は穏やかな溶岩流出で始まったことから，
数百mよりも深い海底で噴火したと思われます。これに対し，母島の火山は
海面上に顔を出していました。また，母島の南東沖の海底には無人岩の海
底火山が見つかっています。これらのことから，まず聟島から父島を経て母
島の南方に至る広い範囲で無人岩の海底火山が活動し，小笠原諸島を載
せる海底全体が隆起して海が大分浅くなってから母島火山の噴火が始まっ
たと考えるのが自然でしょう。

http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/~umino/Bonin/Bonin_Field_Guide.html



父島列島の地質
父島火山と父島列島

無人岩の溶岩は父島列島や聟島列島では一番古い地層です。その
下にはもっと古い時代の地層があるはずですが，何があるかはわかって
いません。父島では無人岩は主に北東から東側の海岸を廻って南岸に
かけて分布します。ほとんどは枕状溶岩という海底の急斜面を流れた
溶岩に特徴的な形態を示します。海岸の崖に露出する断面を見ると，
亀の甲羅に似ているので当地では“亀甲石”の名でお馴染みです。また
枕状溶岩を切って貫入した多数の岩脈を海岸の崖で見ることができま
す。岩脈とは板状の火山岩体で，厚さ数10 cmから数10 m，縦横に数
kmも続くことがあります。もともと火山の地下にあったマグマの通り道が
冷えて固まったものです。特に石浦から初寝浦にかけての海岸に多く，
東島との間の海上に顔をのぞかせる数多くの岩礁は全て岩脈です。岩
脈が集中しているこのあたりが“父島海底火山”の中心でした。父島海
底火山は北北西に延びた山体を形成し，比高500m以上あったと思わ
れます。現在では山頂と火山体の中心部はすっかり波に削りとられ，堅
い岩脈だけが浸食に耐えて残っています。父島火山の初期の活動は
もっぱら静かに枕状溶岩を流し出す穏やかな噴火でしたが，山が高くな
るにつれて次第に爆発的な噴火を交えるようになりました。このときの噴
出物は夜明け山から中央山一帯の周遊道路沿いに見ることができます。
父島の西部，小港から金石浜にかけては父島海底火山のすそ野にあ

たります。高い山頂で起きた爆発的噴火で吹き飛ばされた溶岩の破片
や火山灰は，水中土石流となって山裾に流れ下り，砂と泥の層が交互
に繰り返す地層となって堆積しました。ブタ海岸から南に続く海岸に沿っ
てリズミックな縞模様を見せている黄褐色の地層です。
無人岩の活動が終わりに近づくと，父島海底火山の山頂付近と西の

すそ野にあった野羊山～飯盛山でもっとケイ酸分の高いデイサイト質マ
グマの噴火が始まりました。デイサイト溶岩が水中で噴火すると，水によ
る急冷のため破砕してハイアロクラスタイトという溶岩片の集合物になっ
てしまうのが普通です。ところが，このデイサイトは無人岩に近縁の特異
な組成をしているせいか，立派な枕状溶岩をつくっています。これも小
笠原以外ではめったに見られない現象です。野羊山の壁や象鼻崎では
直径数mを越える巨大なデイサイトの枕状溶岩が見られます。デイサイ
トの火山活動が衰えてくると，噴火が間欠的になって次第に休止期が
長くなりました。この時期に火山体の山稜から山腹を被っていたデイサ
イト溶岩の浸食が進み，円摩されたデイサイトや安山岩のレキを含むレ
キ岩層が堆積しました。
しばらくすると再び山稜で噴火活動が始まり，ハイアロクラスタイトを

伴った板状の流紋岩溶岩が山体斜面を流れ下りました。これらの溶岩
の多くは浸食によって失われたと思われますが，今でも旭山と赤旗山，
天之浦山から巽崎にかけて見ることができます。
その後父島列島では無人岩質マグマとは全く異なる種類の火山活動が
始まりました。三日月山一帯と弟島の山稜にはオージャイトとハイパーシ
ンという輝石の大きな結晶を含む安山岩やデイサイトの火山性の角レキ
岩ないし火山砂岩層が見られます。この安山岩やデイサイトは内地の
火山の石とよく似ています。専門的にはカルクアルカリ岩系と言って，島
弧火山を特徴づける岩石です。この砂岩－レキ岩層は，ほとんどが水
中土石流の堆積物です。おそらく，火山体の一部が地震や噴火を引き
金にして崩れたものと思われます。しかし，その火山の噴火中心がどこ
にあったのか未だにわかっていません。よく似た角レキ岩層は嫁島の山
稜にも見られます。父島列島だけでなく，嫁島付近にまで拡がったかな
り広域的な火山活動だったようです。



父島列島の地質

父島の地質図（5万分の1地質図幅「父島列島」より）



父島列島の地質

兄島・弟島の地質図（5万分の1地質図幅「父島列島」より）



父島列島の地質

父島列島の地質断面図（5万分の1地質図幅「父島列島」より）



父島の地質フィールドガイド

枕状溶岩の大きさと化学組成

枕の大きさは溶岩の全岩化学組成と関係があって，シリカ分の高い溶岩ほど大きな枕をつくります。無人岩では1 m×2 m以下が多く，安山岩では1.5 
m×3 m以下ですが，デイサイトでは径3 m，長さ10mを超える巨大枕も珍しくありません。枕の大きさが粘性に比例することは，ポリエチレングリコール
ワックスを用いたアナログ実験でも確かめられています（Gregg and Fink, 1995）。また，枕の上側と下側の急冷縁のガラス層の厚さを比べると，上側の
方が厚くなる傾向があります。これは枕状溶岩が流れる際に，まだ高温・未固結の枕の上に次々と新たな枕が重なっていくために，枕状溶岩の下面は
やや除冷されるのに対して，上面は低温の海水によって急速に冷却固化するためです（海野・生木谷, 1994）。

枕状溶岩ローブの厚さ(H)と長さ(L) 枕状溶岩ローブの下側と上側の急冷ガラス層の厚さの関係



父島列島の観察ポイント

父島列島の観察ポイント

父島：CH-1～20
兄島：AN-1, 2
弟島：OT-1～3
猫岩：NK-1
瓢箪島：HY-1



CH-1: 二見港船客待合所

ハイアロクラスタイト

ガラスのコップを赤くなるまでガスコンロで熱しておいて，冷たい水を一気
にそそいだらどうなるでしょうか。すぐに想像つきますね。たちまちヒビが入っ
てコップは砕けてしまうでしょう。溶岩でも同じことが起こります。枕状溶岩の
縁が黒いガラス質になっていると述べましたが，窓ガラスも溶岩もどちらもケ
イ酸分を主体とした物質でできています。いわば溶岩は天然ガラスのもとと
思ってよいでしょう。1000℃を越える灼熱の溶岩が冷たい海水の中に一気
に噴火することを考えて下さい。冷やされた部分からたちまちひび割れて，
砕け散ってしまうことは容易に想像がつきます。そのようにしてできた溶岩の
欠片やその集合物のことをハイアロクラスタイトと言います。枕状溶岩の黒
い縁の間を見ると，細かい黄色い砂のようなものが詰まっています。これは
溶岩が水冷破砕してできたガラス片，すなわちハイアロクラスタイトがあとで
風化変質したものです。特にケイ酸分の多い安山岩やデイサイトの溶岩は，
枕状溶岩とならずに溶岩全体が砕けてしまうことが多いのです。

父島ではよくデイサイト溶岩がハイアロクラスタイトになります。例えば大神
山神社の下，船客待合所前の道路の向かいの黄色い岩壁に，黒い岩片が
飛び散ったように見えている岩がそうです。

CH-1: 二見港船客待合所向かいのトンネル

おがさわら丸の待合所に面して大神山が見えます。その下の待合所向か
いの道路際の崖はデイサイトの枕状溶岩が崩れてできたハイアロクラスタイ
トでできています。大神山全体がこのようなデイサイトのハイアロクラスタイト
でできています。

デイサイトのハイアロクラスタイト。分岐の仕方から左下から右上に流
下しつつ，枕状溶岩ローブが砕けてハイアロクラスタイト化していった
様子がわかる

ハイアロクラスタイト中に希に脆性破壊したブロックがある。冷却節理
の存在から，ブロック化した辞典で高温であったことがわかる。



CH-2: 漁協裏

CH-2: 漁協裏

二見港の向こう岸のキューピーの頭のようなとんがり山は旭山です。旭山
の山頂は厚さ1-2 mの石英流紋岩溶岩とハイアロクラスタイトが何枚も積み
重なったものです。旭山南峰では流紋岩の枕状溶岩が見られます。山頂
から下った屏風谷を横切る道路沿いの崖はデイサイトのハイアロクラスタイト
です。その下の海岸沿いを見ると無人岩が枕状溶岩つくっています。屏風
谷から手前に突き出た防波堤の先端にはオレンジ色の岩肌を見せる二見
岩があります。これは石英流紋岩の溶岩で，旭山の山頂部を作る溶岩の続
きです。このように地形に岩相の違いがよく現れています。

ハイアロクラスタイト中に挟まれる薄い板状溶岩からなる旭山の流紋岩溶岩

旭山は流紋岩の板状溶岩とハイアロクラスタイトが交互に積み重なってできている。旭
山の下部はデイサイトのハイアロクラスタイトでできている。

流紋岩
デイサイト

屏風谷の両側の崖と二見岩はともに左上から右下に傾斜した流紋岩溶岩流
でできている



CH-3: 釣浜の無人岩枕状溶岩

CH-3: 釣浜の無人岩枕状溶岩

小港海岸や亀の首の海食崖，ループトンネルなど父島周辺ではお馴染みの
“亀甲石”のことです（図2-2）。粘性の低い溶岩が水底を流れたときにつくる特徴
的な形態で，西洋枕を積み上げたような形をしていることから枕状溶岩pillow 
lavaの名があります。和名では俵状溶岩とも言ったのですが，昨今では米俵を目
にする機会も少ないので，直訳して枕状溶岩と言っています。個々の枕は細くく
びれた所でつながっていて，立体的にはウインナーソーセージのように連結してい
ます。また，ときどき２つの枕に枝分かれすることもあります。ハワイの海底では実
際に枕状溶岩が流れる様子がビデオに収められています。枕状溶岩は平均斜
度が数度以上の水底を流れるときにできます。また，小規模で静かに溶岩を流し
出すような噴火の時に生じることが多いのです。

無人岩の枕状溶岩の観察ポイント

父島の二見港の入り口で最初に目につく烏帽子岩や宮之浜，釣浜などでは無
人岩の枕状溶岩が累々と積み重なった様子を見ることができます。

釣浜の崖では父島の土台を作る無人岩が枕状溶岩や角レキ岩となっています。
黒いガラス質の急冷縁が個々の枕を縁取っています。枕の中心部は暗灰色で，
近づいてよく見ると丸い孔が空いています。孔の中には白い鉱物がつまっている
ことがあります。これは主に沸石という鉱物で，100～200℃の熱水に溶け込んで
いた成分が溶岩の気孔を埋めたり割れ目に沿って沈殿したものです。

父島釣浜東岸の無人岩枕状溶岩。東岸に正対して左上から右下に傾斜
する2枚の枕状溶岩流があり，上位の枕状溶岩は枕のブロックからなる角
礫岩を下に伴う。

（上）同じ方向にそろって伸び
る枕状溶岩。

（下）主に枕の破片からなる粗
粒の角礫岩．岩片の形と丸味
を帯びた部分に付く黄褐色の
ガラス質急冷縁から枕の破片
であることがわかる。

無人岩の気孔を埋める沸石。
溶岩が固結した後，低温(< 
150℃)の熱水から結晶化す
る。



CH-4:長崎ループトンネル

:CH-4:長崎ループトンネルの古銅輝石安山岩枕状溶岩とハイ
アロクラスタイト

トンネルを上がって道路脇を見ると，プラスティックでおおわれた切り割り
があり，枕状溶岩の案内板があります。両脇を見るとへんてこな形をした溶
岩が壁いっぱいに飛び散っているように見えます。また，部分的にはきれい
な枕状溶岩になっているところがあります。海側や道路の下の崖にも枕状
溶岩が見えます。こちらの方が立体的な形がよくわかります。これらの溶岩
はいずれも単斜エンスタタイトと古銅輝石を含んだ安山岩です。単斜エンス
タタイトは1 mmくらいの乳白色の鉱物ですが，風化すると白っぽくなります。古銅輝石安山岩の枕状溶岩。

長崎ループトンネルわき

古銅輝石安山岩の枕状溶岩に伴う溶
岩ローブとハイアロクラスタイト

古銅輝石安山岩中の単斜エンスタタイ
トの結晶（乳白色の鉱物）

古銅輝石安山岩中の気孔や割れ目を
埋める沸石の結晶



CH-5: 長崎展望台

CH-5: 長崎展望台

長崎展望台に上がって
見ましょう。向こうに兄島
最高峰の見返山の頂が
見とおせます。見下ろすと
兄島瀬戸に突き出した岬
が足元と右手にあります。
右手の岬が長崎です。長
崎には二つ三つオレンジ
色を帯びた岩稜が空に向
かってそそり立っています。
これらは石英を含んだ流
紋岩の岩脈です。一般に
岩脈はマグマの粘性が高
いほど厚くなります。流紋
岩岩脈は無人岩やデイサ
イトに比べるとかなり厚く，
50 mを越えるものもありま
す。

長崎の石英流紋岩の岩脈（矢印）オレンジ色に酸化した流紋岩岩脈が枕状溶岩に貫入する

長崎ループトンネルの古銅輝石安山岩の枕状
溶岩（左の崖）とハイアロクラスタイト（右手）



CH-6: 初寝浦展望台

CH-6: 初寝浦展望台から岩脈群を望む

夜明山の通信施設の近くにある展望台から海の方を眺めてみましょう。初
寝浦の白い砂浜から石浦にかけて続く小山が３つほど連なり，それぞれから
海に向けて岩礁が突き出ています。無人岩やデイサイトの硬い岩脈が浸食に
抗して山や岩礁となったものです。初寝山から石浦とその先の東島を見ると，
白く泡立つ岩礁がみんなそろって同じ方向を向いているのがわかります。ロー
ソク岩もそのうちのひとつです。これらの岩脈は父島海底火山の噴火中心の
地下にあった平行岩脈群です。
初寝山に登って北の方に目をやると，初寝浦や北初寝へ降りていく尾根が

岩肌を見せています。目を懲らして見ると，突出した硬い地層と凹んだ柔ら
かい地層が交互に積み重なってつくる帯が海側から山側へ向かって傾斜し
ている様子がわかります。枕状溶岩とレキ岩層が互層した海底火山の内部
構造が見えているのです。レキ岩層は主に無人岩の岩片でできています。よ
く発泡した枕状溶岩の破片や小さな火山弾のような岩塊を含むこともありま
す。爆発的な噴火があったことを示す証拠です。

石浦と東島の間にあるローソク岩。無人
岩の岩脈でできている

東島と石浦の間にある岩脈群。白波の立つ岩礁は全て岩脈



CH-7: 初寝浦

CH-7: 初寝浦

初寝浦の浜辺の南北の崖は無人岩枕状溶岩とその中に貫入した沢山の
岩脈を見ることができます。
浜辺の中央付近の路頭では，無人岩の岩片でできている火砕岩がありま

す。よく発泡した枕状溶岩の破片やひしゃげた火山弾も含んでおり，水中で
やや爆発的なストロンボリ式の噴火があったことがわかります。

やや爆発的な噴火でできた無人岩の火山弾（ひしゃげた岩片）とスコリア。初寝浦

初寝浦の無人岩岩脈と枕状溶岩



CH-8: 石浦

CH-8: 石浦

石浦の浜辺の南北の崖は無人岩枕状溶岩とその中に貫入した岩脈群からなりま
す。この当たりから沖合にかけてが父島火山の噴火中心です。
浜辺の北側の路頭では，枕状溶岩の下に無人岩の岩片からなる溶結火砕岩（ア

グルーチネート）があります。よく発泡した枕状溶岩のスコリアの中にひしゃげた火山
弾ないしスパターを含んでおり，水中でやや爆発的な溶岩噴泉が立ち上がり，高温
のまま火口周辺に堆積したために，岩片の表面が溶けて硬く膠結したものです。

石浦北岸：枕状溶岩に覆われたアグルーチネート。不規則にひ
しゃげた岩片（右上）が1-数cm大のスコリア（右下）中に点在する

石浦南岸：無人岩岩脈群



CH-9: 野羊山

CH-9: 野羊山

野羊山は噴火中心のひとつで，野羊山周辺の少なくとも３ヶ所にかつての噴火口
がありました。飯盛山から北へ連なる小山は溶岩ドームといって，粘り気のある溶岩
が火口の上に盛り上がって固まったものです。また，蛸岩に面した崖には枕状溶岩
の下部に直径25 mを越える大きな同心円状の構造を持ったおまんじゅうのような
形の黒っぽい岩が見えます。これは溶岩チューブと言って，長期間溶岩の通り道と
なった円筒状の岩体です。溶岩チューブの周りはデイサイトの巨大な枕状溶岩が
取り巻いています。崖下の磯には噴火した際にマグマの通り道となった円柱状の火
道（左下写真のプラグ）の断面を見ることができます。

野羊山をつくるデイサイト枕状溶岩と岩脈。火道や溶岩チューブが断面を見せる。

（上）野羊山北岸の枕状溶岩。右手の岩
脈から派生して火口縁を越えて左手に
下っていく様子が見て取れる。
（左）野羊山南岸の溶岩チューブの断面



CH-10: 小港のロータリー・小港海岸

CH-10: 小港のロータリー・小港海岸

安山岩の枕状溶岩が見られます。砂浜の左右の崖を見ると，黄色い岩肌
に黒い不規則な亀甲模様を描いたようなものがあります。黒い部分は枕状
溶岩の表面が海水に急冷されてできたガラス質の部分で，その間の黄色い
地肌は溶岩内部の多孔質の部分です。細かい気泡がいっぱいあるために
地下水などが染みこんで，風化変質した結果黄色くなったのです。もともと
はロータリーの壁に見られるような灰色の岩石でした。溶岩が急冷されてで
きる天然ガラスは比較的風化に強いため，黒く枕の形を縁取るように残った
のです。ところで無人岩の枕状溶岩は中心部でもあまり黄色く変質しません。
岩石全体が非常にガラス質だからです。

黄色く変質した枕状溶岩には濃緑色の古銅輝石の結晶が浮き出ていま
す。風化が進んで柔らかくなった枕状溶岩の中心部から古銅輝石の結晶を
取り出すこともできます。枕状溶岩を縁取る暗色ガラスの急冷縁には白い
単斜エンスタタイトの結晶が入っています。

古銅輝石安山岩の枕状溶岩。
小港海岸

デイサイトのレキ岩を覆う古銅輝石安山
岩の枕状溶岩。小港ロータリー

沖積層

流紋岩ハイアロクラスタイト

デイサイト成層凝灰角レキ岩

デイサイト枕状溶岩

デイサイトハイアロクラスタイト

古銅輝石安山岩枕状溶岩



CH-11: 中山峠

デイサイトの枕状溶岩の観察ポイント

ふつう枕状溶岩は玄武岩であることが多く，安山岩やデイサイトのようなケイ酸分
の多い溶岩はめったに枕状溶岩とはなりません。ところが，父島では安山岩どころ
かデイサイトの枕状溶岩まで当たり前のように目にします。これらは小港から中山峠，
象鼻崎から野羊山の崖などで見られます。

枕の大きさは溶岩の粘性と関係があります。ケイ酸分の多い溶岩ほど粘性が高い
ので，玄武岩よりも無人岩，さらには安山岩の方がより大きな枕をつくります。さらに
デイサイトになると差し渡し10 mを超えるような巨大な枕をつくることがあります。

CH-11: 中山峠

岩肌に密に積み重なったデイサイトの枕状溶岩が露出しています。明黄色の部
分をたどると枕の輪郭がわかります。明黄色の部分は，枕状溶岩の急冷ガラス縁
が破砕してできたハイアロクラスタイトが変質したものです。デイサイトの枕状溶岩は
縁だけでなく，中心部まで黒色ガラス質となっています。デイサイト溶岩のように粘
性が高いと，ガラス質となりやすいためです。

中山峠のデイサイト枕状溶岩。一見して角礫岩のようである
が，枕を縁取る黄色い輪郭から，個々の枕の形が崩れてい
ないのがわかる

デイサイト枕状溶岩の内部が破砕してハイアロクラスタイトを
生じている。



CH-12: ブタ海岸北方の海岸（ブラック・ビーチ）

CH-12: ブタ海岸北方の海岸（ブラック・ビーチ）

ブタ海岸北方の高さ50-90 mの海食崖には黄褐色の特徴的な岩肌
を見せる砂岩泥岩互層と古銅輝石安山岩の枕状溶岩とシート溶岩と
チュムラスが露出しています。

砂岩泥岩互層は父島西部の饅頭岬北の海岸からブタ海岸を経て
金石浜を回り，千尋岩の断崖から巽崎を巡って南東部の鳥山に至る
父島南半部の海岸沿いに広く分布します．饅頭岬北の海岸からブタ
海岸にかけては，古銅輝石安山岩枕状溶岩を砂岩泥岩互層の間に
挟みます。父島東部～石浦東方沖にあった父島火山山頂部で起き
た爆発的噴火によって生じた火山灰や岩片が，西～南方の海底火山
麓へ土石流となって流れ下ったものです。

砂岩泥岩互層の間に見られる枕状溶岩は，近くの火口から流れ出
したと思われますが，火口の位置は不明です。

古銅輝石安山岩は鶯色の古銅輝石と白い単斜エンスタタイトを含ん
でいます。

ブタ海岸北方の海岸（ブラック・ビーチ）に露
出する砂岩泥岩互層と古銅輝石安山岩の
枕状溶岩中に挟在されたシート溶岩とチュ
ムラス

古銅輝石安山岩の丸い枕状溶岩ローブ

砂岩泥岩互層がなす斜交層理。明色の泥
岩層が下に凸の弧を描いていることに注目。
下の地層を削りこんで泥岩層が堆積したこ
とを示す。



CH-13: 西海岸

CH-13: 西海岸（無人岩枕状溶岩のマスターチューブと破
砕したデイサイト枕状溶岩）

西海岸南岸

父島西海岸の南側の海食崖では枕状溶岩の大きな溶岩チューブ
（マスターチューブ）を見ることができます。マスターチューブは，標高
35ｍから汀線までの延長90mにわたって折れ曲がりながら続いていま
す。溶岩チューブの上流側60 mは無人岩の成層した凝灰角礫岩に
覆われ，下流側30 mは上下に直径50-80 cmの枕状溶岩を伴ってい
ます。溶岩チューブの直径は2-5 mで，多くの場合外側に急冷縁を有
する厚さ10-30 cmの層状の溶岩が積み重なっています。また，チュー
ブからは沢山の枕状溶岩ローブが生えていて，マスターチューブを取り
囲んでいます。チューブを構成する一部の溶岩層は，両側に急冷縁
があり，周囲の層状構造を切って外部の枕状溶岩ローブへと連続して
います。

西海岸北岸

デイサイト枕状溶岩はよくハイアロクラスタイトを伴います。ほとんどハ
イアロクラスタイトを挟まない密に積み重なった枕状溶岩から，数cm～
数十 cmのガラス質あるいは石質岩片からなる角レキ岩中に長さ数m
以下の溶岩ローブが散在する岩相へ移りかわります。

父島西海岸の湾の入り口北側に張り出した岬には，成層したデイサ
イトハイアロクラスタイト中に点在するデイサイト枕状溶岩ローブが見ら
れます。枕は直径数十 cm～1 m，長さ1-2 mの伸張したローブからな
り，単独，あるいは2～3個の溶岩ローブが連結してハイアロクラスタイト
中に点在しています。ハイアロクラスタイトの成層構造と調和的に，ロー
ブが伸びる方向は南東傾斜でそろっています。膨縮と屈曲を繰り返し
ながら分岐する複雑な構造を保持していることから，これらの溶岩ロー
ブはハイアロクラスタイト中の礫ではなく，斜面を流下してその場で固結
したものであることがわかります。枕状溶岩チューブから供給された溶
岩の多くは破砕してハイアロクラスタイトを生じ，一部の溶岩が破砕せ
ずに枕状溶岩ローブとなってハイアロクラスタイト中に埋没した状態で
保存されたものです。

折れ曲がりながら続く無人岩枕状溶岩のマスターチューブ

マスターチューブの層状構造とそれを切っ
てチューブの外側の枕状溶岩ローブへ続く
溶岩層

同心円状の構造を見せるマスターチューブ
の断面

西海岸北岸のデイサイト枕状溶岩。同じ方
向に伸びた枕状溶岩ローブが明色のハイ
アロクラスタイト中に点在する

デイサイト枕状溶岩ローブ



CH-14: 天之鼻

CH-14: 天之鼻

とても見事なデイサイト枕状溶岩が天之鼻の断崖をつくっています（左）。枕状溶岩の伸びる方
向から，少なくとも４回の噴火があったことがわかります。

崖の頂部は流紋岩の板状溶岩とハイアロクラスタイトからなります。下位のデイサイトとの間には
成層したレキ岩があり，流紋岩の噴火が始まるまでの間にしばらく火山活動の休止期があったこ
とを示しています。下位のデイサイトと上位の流紋岩の間には，ほとんどの場所で砂岩礫岩層が
挟まれているのを観察することができます。このことから，デイサイトの活動が終息した後，流紋岩
が噴火活動を始めるまでの間，長期間の休止期があり，その間にマグマの性質が変化したと考
えられます。

中空の断面を見せる伸張したデイサイト枕状溶岩ロー
ブ。枝分かれする様子が見える

天之鼻の向かいの海食崖。山頂から4分の1くらいを横に走る
灰色の砂岩ーレキ岩層から上は流紋岩の溶岩とハイアロクラ
スタイト。レキ岩層から下は密に積み重なった伸張したデイサイ
ト枕状溶岩ローブ。

中心まで破砕し，レキ岩様を呈するデイサイト枕状溶岩。隣接し
た岩片の気孔列の配列や急冷縁ガラス層が連続しており，枕状
溶岩ローブの輪郭が乱れていないことから，その場で破砕しただ
けでレキにはなっていないことがわかる。



CH-15: 天之浦の流紋岩の溶岩ドームとハイアロクラスタイト

CH-15: 天之浦の流紋岩の溶岩ドームとハイアロクラスタイト

父島南東部の天之浦では，ほぼ水平に成層した礫岩砂岩互層を覆って，厚さ5-15 mの板状溶岩とハイアロクラスタイトの互層と厚さ80 mを超える溶岩
ドームの断面が露出しています。板状溶岩の上下面は比高1-3 mの盛り上がりや垂れ下がりを見せ，侵食に耐えて周囲のハイアロクラスタイトからひさしの
ように突出しています。

天之鼻へ至る山道が通る痩せ尾根は，風化してもろくなった無人岩枕状溶岩でできています。無人岩枕状溶岩と流紋岩の境界（白破線）を辿ると，天
之浦の砂利浜が途切れる辺りに降りて行きます。また，左手の流紋岩の下には，ほぼ水平な砂岩礫岩層があって，入り江の中程まで続いています。この
ことからわかるように，流紋岩の噴火が起こる前には，この辺りは窪地になっていて，砂や礫が溜まっていました。流紋岩の溶岩とハイアロクラスタイトは，こ
の窪地を埋めたてたために，この辺りではとても厚くなっているのです。

丁度山道が天之浦を見下ろす痩せ尾根の上に出たあたりから天之浦の断崖の中程をほぼ水平に走る明色の線が見えます（矢印）。これは噴火の休止
期に堆積した砂岩礫岩層です。このことから，天之浦～天之浦山をつくる流紋岩の噴火は，少なくとも２回あったと考えられます。

流紋岩の板状溶岩とハイ
アロクラスタイトからなる地
層がつくる天之浦の奥の断
崖。写真中央尾根上の赤
色の崖はハイアロクラスタイ
ト。白破線より下位に無人
岩枕状溶岩。白矢印は砂
岩礫岩層



CH-15: 天之浦の流紋岩の溶岩ドームとハイアロクラスタイト

CH-15: 天之浦の流紋岩の溶岩ドームとハイアロクラスタイト

父島南東部の天之浦では，ほぼ水平に成層した礫岩砂岩互層を覆って，厚さ5-15 mの
板状溶岩とハイアロクラスタイトの互層と厚さ80 mを超える溶岩ドームの断面が露出してい
ます。板状溶岩の上下面は比高1-3 mの盛り上がりや垂れ下がりを見せ，侵食に耐えて
周囲のハイアロクラスタイトからひさしのように突出しています。

最下位の古銅輝石安山岩枕状溶岩は亀之首から続いている枕状溶岩と同じ地層です。
その後，噴火の休止期に成層した砂岩礫岩互層が堆積し，今度はデイサイトの枕状溶岩
の噴火が起こりました。しばらく砂岩礫岩層が堆積する休止期が続いた後，今度は天之浦
の近くに火口が開き，流紋岩マグマの噴火が始まりました。粘り気の高い流紋岩マグマは
火口の上に高く盛り上がり，溶岩ドームを形成しました。ドームは成長するにつれて，時折
表面を覆っている固結したガラス質の皮殻（クラスト）が崩れ落ち，ハイアロクラスタイトと
なって周囲に堆積しました。

流紋岩噴火の後半になると，やや流動性の高い溶岩がドームの天井を突き破ってハイ
アロクラスタイトで覆われた溶岩ドームの斜面を流れ下り，火口から500 m先まで達し，天
之浦山一帯の窪地を埋めるたてました。

噴火が治まると，やがて休止期が訪れ，砂や礫が堆積しました。その後，流紋岩の噴火
再び始まり，衝立山から中海岸までが流紋岩の溶岩で覆われました。

流紋岩のハイアロクラスタイト。薄い板状溶岩を挟在する

天之浦の西の断崖（右）が海に突き出した岬をつくる流紋岩溶岩
ドーム（酸化してオレンジ色になった部分）。下が平らで上に丸く盛
り上がったドーム状の外形を見せる柱状節理が発達した塊状溶岩

流紋岩ドームの下に成層した砂岩礫岩層を挟んでデイサイト枕状
溶岩があり，さらに成層砂岩礫岩層を挟んで最下位に古銅輝石安
山岩枕状溶岩がある



CH-16: 千尋岩の断層

CH-16: 千尋岩の断層

父島南端の断崖絶壁



CH-17: 父島金石(きんし)浜
CH-17: 父島金石(きんし)浜

父島南西端の南崎のすぐ東にある谷を下ると，灰青色や黄色の粘土が大
小のレキがゴロゴロした浜に出ているのが見られます。辺りには潮の香に混じっ
てプンと鼻をつく硫黄の匂いが漂っています。ここは塊状硫化鉱床といって，
海底に噴出した熱水から直接結晶化したいろいろな硫化鉱物が堆積してでき
たものです。残念なことに金石浜にあるのはその鉱床の地下にあった熱水変
質帯で，鉱床本体は削剥されて残っていません。ひょっとすると山側のどこか
でボーリングしてみれば鉱床の続きが出てくるかもしれません。谷を挟んで両
側の海食崖には枕状溶岩が出ています。谷に向かって右手奥を見ると，枕
状溶岩に貫入する厚い岩脈が何枚も海からそそり立っています。このあたりは
噴火中心の一つであったので，活発な熱水活動によって鉱床が形成された
のです。

粘土の中には白色～透明な石膏や金色に輝く黄鉄鉱の美晶などが入って
います。金石とはこの黄鉄鉱のことです。また，粘土の表面に黄色い硫黄の
結晶が見られることがあります。黄鉄鉱は鉄の硫化物でおおよそFeS2という
化学組成をしており，比重5と大きいので手にもつとずしりと重い手応えがあり
ます。金と違って硬く，瀬戸物などの素焼きの板にこすり付けると黒緑色の筋
がつきます。昔よく山師が金と偽って人をかつぐのに利用したという話しがあり
ます。粘土を掘るよりも波に洗い出された塊を浜で探した方がいいものが見つ
かるかもしれません。

金石浜一帯に露出する地層は，ジョンビーチ火山岩類という主にソレアイト
質安山岩～デイサイトの溶岩とそれらを貫く岩脈群からなり，最大層厚370 m
になります。西は南崎の付け根から金石浜の熱水変質帯を経て東は飛磯崎
までのおよそ740 mに渡って露出しています。北の延長は金石沢から尾根を
越えて北側の鬼海岸まで続いています。

変質帯の両側にはロベートシート溶岩とそれに伴う水底パホイホイ溶岩が断
面を見せています。溶岩と同じ岩質の厚さ3-5 mの岩脈が多数貫入していま
す。個々の水底パホイホイ溶岩ローブは扁平な鏡餅型で，厚さ30-50 cm，幅
0.8-1.5 mほどでガラス質急冷縁がなく，中心部が空洞のものもあります。硬
い溶岩中にレンズ状～鏡餅型の窪みがある構造は，互いに重なり合ったパホ
イホイ溶岩ローブの上下のクラストが融合して生じたものです。内部が溶融状
態にある溶岩ローブ同士が重なると，クラスト表面のガラスはローブの熱に
よって再結晶し，同時に上下のクラストの癒着が起こります（海野ほか, 2001; 
Wilson, Teagle, Acton, et al., 2003; Burkhard, 2003）。元のローブの融
合面付近はローブ中心部に比べて細粒緻密で硬いため，粗粒で柔らかい
ローブ中心部が差別浸食を受けて溶岩中にレンズ状の窪みが並んだ構造が
できます。

金石浜から飛磯崎にかけての海岸には大きなロベートシート溶岩やパホイホ
イ溶岩ローブ，厚さ5 m，幅8 mの同心円状の成層構造をした溶岩チャンネ
ルの断面などが海食崖に露出しています。

金石浜の熱水変質帯

変質帯の粘土中に含まれる黄鉄鉱 父島金石浜のソレアイト質デイサイトの融
合した水底パホイホイ溶岩ローブ。融合し
たクラストが硬く突き出し，粗粒のローブ中
心部は柔らかく窪んでいる

融合した水底パホイホイ溶岩と同心
円状構造を見せる溶岩チャンネル
と厚い岩脈（右上）



父島の地質フィールドガイド

南島の地質と成り立ち

父島の周辺だけでなく，母島列島を含めて小笠原群島全体で最も新しい地層が
分布するのが南崎から南島一帯に点在する小島群です。父島の海底火山活動が
終息した後，およそ9百万年ほど経った頃には父島の大部分は隆起していたと考
えられます。そのために父島海底火山の山頂を含む高所の大部分が浸食によっ
て失われました。父島南西部の南崎～南島一帯は古い火山体の裾野にあたる部
分で，一端は陸化して浸食を受けました。当時父島は熱帯にあったため，地表は
ラテライトという赤色風化土壌でおおわれました。その後浅い海が広がり，サンゴや
石灰藻，有孔虫のような石灰質の殻をもつ生物が集まってリーフ（礁）を作りました。
南崎の付け根の東では浸食によって斜めに削られたラテライトの上を石灰岩が覆
いながら堆積していった様子を見ることができます。このリーフの時代がどれくらい
の期間続いたのかはよくわかりませんが，漸新世という地質時代の初めから中頃
（3400-2700万年前）におよぶことが有孔虫化石の研究から知られています。これ
らの地層からはHeterostegina borneensisやSpiroclypeus margaritatusという
底生有孔虫やGlobigerina sp.のような浮遊性有孔虫，固着性の有孔虫・コケム
シ類，サンゴなどの化石を産出します。

南島～南崎一帯のリーフは固まって石灰岩となった後一端陸化して雨水や地下
水による浸食・溶食を受けました。隆起したのは中新世以降というだけで正確な時
代についてはわかっていません。今からおよそ2万年前の最終氷期に海水準が最
大200 m近く低下しました。そのため石灰岩台地はすっかり陸化して，今見られる
ようなドリーネやウバーレなどの規模の大きなカルスト地形が形成されたと考えられ
ています。南島周辺の海底地形を見ると，南島から北西沖にかけて浅瀬が広がり，
ドリーネやウバーレの跡らしい丸い窪地が沢山あります。その後北西－南東に走る
数本の断層によって，南島は南崎と切り離されて間にある石灰岩地帯は山稜部を
わずかに残して海中に水没してしまいました。これらの断層は南崎の付け根とジ
ニービーチの海側，南島の東岸と西岸に平行して少なくとも4本あります。小笠原
群島を載せる小笠原海嶺の西縁は断層で西隣の小笠原トラフという水深3000 m
を越える深い海と隔てられています。この断層に沿って小笠原海嶺は始新世以降
ずっと隆起を続けていますから，南島一帯が陸化と水没を繰り返した原因は汎世
界的な海水準変動と父島南西部の局地的な断層運動の結果であろうと思われま
す。

南島周辺の空中写真

南島周辺の海底地形



CH-18: 南島と南崎石灰岩

CH-18: 南島と南崎石灰岩

南島から南崎に広がる石灰岩の下半分はサンゴや有孔虫などの生物の欠片が
堆積したもので，泥っぽい細粒の部分には固着性や大型の有孔虫化石，藻類も
見られます。このような産状から浅礁湖～礁原などの波の静かなところで堆積した
と思われます。一方，上半分はサンゴ藻や大型有孔虫などの生物の遺骸が積み
重なってできています。細粒の堆積物を欠くことや，生物片の積み重なった産状
から海底のチャンネル（低い溝状の部分）や周囲から少し高くなった浅瀬を作って
いた礁縁と考えられます。

南島の鮫池の奥の大きな岩場にサンゴの化石が断面を見せています。六放サン
ゴ類に属する群体サンゴで，菊目石の仲間のようです。丸みを帯びた頂部を下に
向けているので，礁縁を作っていた造礁サンゴの一部が壊れて縁溝あるいは礁斜
面に崩れ落ちたものと思われます。

石灰質の殻をもった生物が積もると，石灰分が海水と反応する過程で固定され，
その場で石化していきます。そうやって生じた石灰岩が陸化すると，地表の風雨に
さらされている間に風化浸食が進みます。特に二酸化炭素が溶け込んだ地下水
は石灰岩をつくる炭酸塩鉱物を溶かします。南島を上空から見下ろすと，陰陽池
や鮫池のような丸い入り江や窪地が沢山見られます。これは浸食と溶喰によって
できた漏斗状の窪地で，中心部は地下水の通り道となった空洞（鍾乳洞）に続く穴
が開いていることがあります。これらの丸い窪地のことをドリーネ，いくつかのドリーネ
が合体して大きくなったものをウバーレと呼んでいます。ドリーネやウバーレの間は
するどく尖ったやせ尾根になります。やせ尾根はラピエ（カレン）です。和名では墓
石地形という言葉があります。石灰岩などに見られるこのような地形をカルスト地
形と呼んでいます。南島と南崎の間の海には尖ったラピエがいくつもの岩礁となっ
て突き出ています。岩礁をたどってみると，海底に沈んだドリーネを縁取るように弧
を描いているのがわかります。かつて隆起していた石灰岩の台地が水没した結果，
南島の沈水カルスト地形となったのです。南島の空中写真を見ると，南北に細長く
伸びた島の中央にドリーネとウバーレが一直線上に並んでいるのがわかります。こ
れは南島の中心を通る断層に沿って雨水が浸透し，石灰岩の溶喰が進んだことを
示しています。また，南島の東縁は直線的な崖になっていますが，ここにも南北に
伸びた断層があって，南島と南崎の間の海底が相対的に落ち込んでいます。鮫池
から上陸する道に沿って地面が落ち込んでいたり，扇池の東の砂丘が広がるドリー
ネ底で時折地面が陥没することがありますが，これも断層に沿って地下に空洞が
あるためと思われます。

南崎から南島にかけて砂丘の中からヒロベソカタマイマイやオオヒシカタマイマイと
いうカタツムリの化石が出てきます（図2-19）。殻の装飾がはげて白くなった殻をご
らんになった覚えがおありかと思います。かつてはこれらは更新世という200万年よ
りも古い時代の化石と考えられていましたが，炭素年代の測定の結果今からおよ
そ1,000-2,000年前のものとわかりました。このカタツムリの仲間は今でも父島や
兄島，母島などに棲息し，独自の進化をとげた小笠原固有種となっています。また，
砂丘下の古土壌や裂か堆積物から見つかるニュウドウカタマイマイは，直径8 cm
にもなる日本最大のカタツムリで，約２万年前からおよそ１万年前まで生息してい
た更新世の化石種です。

南島鮫池北端の上陸地点わきにあるサンゴ化
石の路頭

南崎の鋭くとがったラピエ。石灰
岩がつくる溶喰地形

扇池東の砂丘に埋もれた古土壌（砂の下の
うす茶色の地層）

南島のマイマイ化石



CH-19: 黒砂と大根崎

CH-19: 黒砂と大根崎（自衛隊裏）

自衛隊の敷地を抜けて裏手の海岸に出てみましょう。丁度大根崎
の下になります。トーチカの左の崖を見ると下に層状になった砂岩と泥
岩が交互に積み重なった地層（砂岩－泥岩互層）が出ています。そ
の上には拳大くらいの安山岩のレキがいっぱい入ったレキ岩層が重な
っています。同じレキ岩のブロックが沢山海岸に落ちています。レキは
やや角ばったものが多いので，火山角レキ岩と言います。火山角レキ
岩層と砂岩－泥岩互層の境界を見ると，下にある砂岩－泥岩層が乱
れて褶曲しています。まだこれらの地層が海底にあったとき，上にのっ
ているレキ岩層が地滑りを起こした跡です。角レキ岩の中にはあまり地
層のような構造は見られません。しかし崖のずっと上の方を見上げる
と，角レキが横に並んで層状になっています。これらの地層は三日月
山をつくっている水中土石流の堆積物です。角レキには大きなオージ
ャイトやハイパーシンの結晶が沢山入っています。濃緑色の結晶がオ
ージャイト，濃茶色がハイパーシンです。

崖に面して左手の砂浜を見ると，黒い砂がところどころ筋をつくっいる
のに気づきます。

これが黒砂です。黒砂を手にとってルーペか虫メガネで見ると，先ほ
どのオージャイトやハイパーシンの結晶がいっぱい入っているのがわか
ります。少量ですが，カンラン石の結晶も見られます。磁石を近づけて
みると吸い付く砂粒があります。砂鉄（磁鉄鉱の細かい結晶）です。黒
砂の正体，おわかりになりましたか。

大根崎の海岸（自衛隊裏）に露出する三日月山をつくる地層。土石流の堆積物が砂岩－泥岩互層の上をすべったために，地層
が乱れている。

大根崎の黒砂。濃緑色のオージャイト
（左と下）と濃茶色のハイパーシンの自
形柱状結晶（右）

海岸に落ちている角レキ岩のブロック。細粒砂岩からなる部分が粗粒のレキ岩中に取り込ま
れていたり（左），褐色に変質した火山岩レキや，急冷縁をもつ火山岩片からなるレキ岩がブ
ロックとして凝灰角レキ岩中に混在する。これは，火山体の火口近くの変質帯や未固結の火
砕物が崩れて，いっしょに流れてくる途中で混ざることによって生じる。山体崩壊による岩屑
なだれ堆積物の特徴です。



CH20: 三日月山の滑落崖と崩落堆積物

CH20: 三日月山の滑落崖と崩落堆積物

三日月山が地滑りを起こした痕の地形がよくわかる。山頂から切り立った滑落崖下端から崩落堆積物の急斜面が続き，海に向かって滑落した地滑り地塊（左端）が突
き出ている。

三日月山の西崖と地滑り地塊
三日月山の北西崖下の崩落岩塊と地滑り地塊。起伏
に富んだ小山が連なった地形を示す



AN-1: 兄島滝之浦の無人岩枕状溶岩と岩脈

兄島北岸の無人岩枕状溶岩と岩脈

丸い孔が空いたような無人岩の枕状溶大きな単斜エンスタタイト（白い鉱物）の結晶を含む無人岩枕状
溶岩のレキ

AN-1: 兄島滝之浦の無人岩枕状溶岩と岩脈

兄島滝之浦の北岸と南岸には凝灰角礫岩の薄層を挟む無人岩の枕状溶岩が露
出しています。これらの地層は多数の無人岩岩脈によって貫入されています。無人
岩の枕状溶岩は中央が丸く凹んでいて孔が空いたようになっています。これは，枕状
溶岩の中心部が比較的結晶質なため，変質が選択的に進んでもろくなり，浸食され
やすいからです。枕状溶岩の外側の急冷縁はガラス質で緻密なため，堅く出っ張っ
ています。

浜辺に向かって左手（北岸）の崖の上の方には大きな単斜エンスタタイトを含んだ
無人岩枕状溶岩が出ています。崖に上るのは危険ですから，下の浜辺を見てみま
しょう。上から落ちてきた無人岩の転石に単斜エンスタタイトの白い結晶を見ることが
できます。

底角で斜めに貫入した岩脈を，高角で立った岩脈が切っています。このことから，
はじめに底角の岩脈が無人岩の枕状溶岩を高角で切って貫入した後，地層全体が
左手（西方）に傾き，それから高角の岩脈が貫入してきたと考えられます。



AN-2:兄島筋岩岬と猫岩，人丸島の岩脈

筋岩岬の岩脈群

筋岩岬：岩脈に注意してい見ると，切った切られたの関係から貫入の前後
関係がわかる

AN-2:兄島筋岩岬の岩脈群

船に乗る方ならよくご存じですが，岩壁に無数の筋模様が入っています。この筋
一本一本が全て岩脈です。実際は板状になっていますから，一本ではなく一枚と
数えます。ここの岩脈は父島の東海岸のものに比べるとずいぶんと寝ています。地
質学者は岩脈の傾斜を測るとき，水平からの角度を見ます。板が水平に横倒しに
なっていたら0度，垂直に立っていたら90度です。筋岩をよく見ると，急傾斜した岩
脈が傾斜のゆるい岩脈を切っています。つまり後から貫入した岩脈ほど急傾斜して
います。このことから徐々に傾動しつつある地層に時折岩脈が垂直に近い高角度
で貫入しため，先に貫入した岩脈ほど水平に寝てしまった，ということがわかります。
岩脈の貫入という火山活動と，地層の傾動という地殻変動の関係を読みとることが
できるのです。

岩脈に貫入されている地層のことを母岩と言います。母岩は無人岩のレキが成
層してつくる凝灰角礫岩です。ゆるく兄島本島に向かって（北に）傾斜しています。

岩脈群は筋岩岬の近くの人丸島や猫岩にも走っており，沢山の岩脈が見られま
す。



NK-1:猫岩の岩脈

猫岩も沢山の岩脈でできている（上下）

NK-1:猫岩の岩脈

筋岩岬の近くの人丸島や猫岩も沢山の岩脈でできています。堅い岩脈
が浸食に耐えて突出した形が，見る角度によって猫やバットマンの頭のシ
ルエットようで面白いですね。



HY-1:瓢箪島の無人岩枕状溶岩と岩脈

枕状溶岩とその中に貫入した岩脈（下）

HY-1:瓢箪島の無人岩枕状溶岩と岩脈

筋岩岬の岩脈群は無人岩枕状溶岩でできた瓢箪島も通っているので，
ここにも沢山の岩脈が見られます。



OT-1: 弟島東望崎の軽石凝灰岩

弟島北東望崎の軽石凝灰岩

弟島北東望崎の軽石凝灰岩中の白い軽石リズミックな細かい火山レキと粗粒火山灰が互層した弟島北東望崎の
軽石凝灰岩

OT-1: 弟島東望崎の軽石凝灰岩

4, 500万年前頃になると，父島列島では無人岩質マグマに加えて，全く異なる種
類の火山活動が始まりました。これらは，三日月山一帯から弟島の山稜にかけて，
オージャイトとハイパーシンという輝石の大きな結晶を含む安山岩やデイサイトの火山
角レキ岩や火山砂岩層の地層として分布しています。これらの安山岩やデイサイトは
内地の火山の石とよく似ています。専門的にはカルクアルカリ岩系と言って，島弧火
山を特徴づける火山岩です。

ときには沢山の軽石や火山灰を降り積もらせる爆発的な噴火をしました。弟島の東
望崎では，この爆発によってできた軽石を含む火山灰と火山レキのリズミックな互層
を見ることができます。浅海で噴火し，火口から立ち上がった噴煙柱が崩れ落ちて，
水中土石流となって流れてきたものと思われます。しかし，この火山の噴火中心がど
こにあったのかはわかっていません。



OT-2: 弟島西海岸の無人岩枕状溶岩

弟島西海岸の無人岩枕状溶岩

枕の中心部まで破砕が進み，一見角礫状に見えるが，枕の輪郭
から密に詰まった枕状溶岩の集合体であることを示している。

OT-2: 弟島西海岸の無人岩枕状溶岩

弟島カルクアルカリ岩系の安山岩，デイサイトの他に，高Ca無人岩マグマが噴火し，
枕状溶岩として流下しました。父島や兄島の無人岩枕状溶岩とは異なり，枕の中心
部まで破砕が進み，一見角礫状に見えます。枕の輪郭を辿ると，密に詰まった枕状
溶岩の集合体であることがわかります。父島のデイサイト枕状溶岩では普通の産状で
すが，無人岩で同様の産状を示すのが，マグマの性質によるものなのか，溶岩が流
れた環境の違いによるのか，よくわかっていません。



OT-3: 弟島東海岸の成層凝灰角礫岩

弟島東海岸の成層凝灰角礫岩

弟島東海岸の成層凝灰角礫岩

OT-3: 弟島西海岸の成層凝灰角礫岩

4, 500万年前頃になると，父島列島では無人岩質マグマに加えて，全く異なる種
類の火山活動が始まりました。これらは，三日月山一帯から弟島の山稜にかけて，
オージャイトとハイパーシンという輝石の大きな結晶を含む安山岩やデイサイトの火山
角レキ岩や火山砂岩層の地層として分布しています。これらの安山岩やデイサイトは
内地の火山の石とよく似ています。専門的にはカルクアルカリ岩系と言って，島弧火
山を特徴づける火山岩です。

これらのカルクアルカリ岩系の火山岩は，父島や弟島の周辺で噴火したものではな
く，やや遠方で噴火して成層火山をつくったと考えられます。主に成層した凝灰角礫
岩からなり，いろいろな種類の火山岩の礫からなる部分と，ほぼ同一の火山岩礫だけ
からなる部分があります。均質な礫岩は元々ハイアロクラスタイトとして流れて，成層
火山の一部を構成していたと考えられます。この山体が崩れて水中土石流となって
父島から弟島一帯に流下堆積したのが，これらの凝灰角礫岩です。

弟島東海岸の成層凝灰角礫岩。同岩質の安山岩礫でできている。



父島の地質フィールドガイド

用語の解説

島弧 弓なりに連なる列島のこと。列島の凸になった側には海溝を伴う。日本列島は千島－北海道，東北日本，西南日本の３つの島弧が連なったもの。伊豆－小笠原諸
島，マリアナ諸島など。

マグマ 地下にある融けた岩石のこと。

溶岩 火山の噴火で地表に液体として出てきたマグマのこと。また，それが冷えて固まった岩石のこと。

アア溶岩 陸上の溶岩流の一種。板状の溶岩の上下にクリンカーと呼ばれるとげとげの溶岩の破片を伴うもの。クリンカーは溶岩の表面が固結して生じた皮が，流れる溶岩に引
き裂かれるようにしてできる。

枕状溶岩 円柱状の溶岩が細くくびれた連結部でウインナーソーセージのように連なった形態を示すもの。数度以上の傾斜をもつ水底を流れる溶岩に見られる。

火山岩 噴火で地表に出てきたマグマが冷却してできる岩石のこと。マグマが液体として流れ出た溶岩のほか，爆発的な噴火で火山灰や軽石となったものも火山岩と総称す
る。

火山岩の種類
玄武岩 ケイ酸分の少ない火山岩。SiO2 = 48-52 %。地球上のマグマの大部分は玄武岩の化学組成をしている。

安山岩 ケイ酸分がやや多い火山岩。SiO2 = 52-63 %。日本のような島弧に多い。

デイサイト ケイ酸分の多い火山岩。SiO2 = 63-71 %

流紋岩 ケイ酸分が非常に多い火山岩。SiO2 >72 %

無人岩 安山岩の一種で，マグネシウムに富むもの（MgO > 8 %）。米国海軍提督ペリーが父島に来島した際に，乗船していたオランダ人博物学者Warburgが扇浦から持ち
帰ったものが学術上最初に報告された無人岩。扇浦には無人岩の枕状溶岩は分布していないので，おそらく海岸付近の凝灰角レキ岩中のレキの一つと思われる。

火山灰 噴火で固結したマグマが砕けて生じた破片のうち，粒径2 mm以下のもの。

火山レキ 噴火で固結したマグマが砕けて生じた破片のうち，粒径2-64 mmのもの。

火山岩塊 噴火で固結したマグマが砕けて生じた破片のうち，粒径64 mm以上のもの。

軽石 噴火で固結したマグマが砕けて生じた破片のうち，明色で気孔を多く含むもの。

スコリア 噴火で固結したマグマが砕けて生じた破片のうち，暗色で気孔を多く含むもの。

火山弾 噴火でマグマが半ば固結した状態で砕けて生じた破片のうち，外皮が緻密で内部に気孔を多く含むもの。

火砕物 火山灰，火山レキ，火山岩塊，軽石，スコリア，火山弾など噴火の際にマグマから生じた破片の総称。

火砕岩 火砕物が固結して岩石となったもの。凝灰岩，火山角レキ岩など。

降下火砕物 噴火によって大気中に飛散した火砕物が地表に降り積もったもの。降下軽石，降下スコリア，降下火山灰などがある。

降下火砕岩 降下火砕物が固結して岩石となったもの。降下凝灰岩，降下軽石凝灰岩，降下スコリア凝灰岩など。

火砕流 火砕物が地表に沿って低い方に流下する現象。いわゆる火砕流は噴火で発生する高温の火砕物の流れ。低温の火砕物の流れには火山泥流，ラハールなどがある。

火砕流堆積物 火砕流が停止して生じた堆積物のこと。

岩脈 火山岩の板状岩体。岩石の割れ目を満たしたマグマが固結したもの。火山の地下にあるマグマの通り道。

冷却節理 溶岩や岩脈が冷えて固まる際にできる収縮割れ目。強熱したガラスを急冷したときに割れるのと同じ原理。割れ目は冷却面に垂直に生じる。冷却節理によって四角，
五角，六角柱状の岩塊を生じることが多く，しばしば「豆腐岩」などと呼ばれる。

化石 過去に生存していた生物の痕跡のこと。全てが石になっているわけではなく，シベリアの凍土に冷凍保存されたマンモスの遺体も化石である。生物の遺骸に限るわけ
ではなく，恐竜の足跡など過去の生物の生活の痕跡は全て化石である。また，何年以上前に死んだ生物を化石と呼ぶかｾ確な定義はないが，およそ１万年以上前
のものを化石と呼ぶことが多い。


