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現在の地形から推察すると，陣多ヅ7ルデラ内／鱒ま多くの

緒

欝

中央縮頭幾がε1う靱そのうち現在4）鰻漉付近紅中心を有

艶児鳥県指宿地方を地熱闇発を影1的とし下記雛数姻畿
野外踏査した．
昭和騨年鴛月

す蕎ものが最大であひて，そ樽北瀟部紅現在の満見欝を
中心とす為寄生円頂丘があつた。薩か紅現在賦麟、i川港付

（3／三l

l謝）

主として山規町群ヨ

近を中心とす猫ものをはじめとし勢くの小さい多櫓葺ギ丘が

昭和3s年3月

主とL〆て指宿市内

あつ縞これらの岩体1慮鞍）衡け意つた激しい火山活

昭和3S年U月（薫騨1翻

主といぐ開聞町内

勤のため原地形は著しく磯壊されている．すなわち池繊

現地調査に当弩，上記欝役所および町役購から諸便宜
の供与を受けた．

カルヂラ（現在5〉濾田湖の位禮するカルデラ、以下同様）・

池底カルデラ・鰻池カルデラ・成絹ヵルデ灘および山州
叉｝ルデラなどが報次いで生じたが，これらのメフルデラは

釜．地質構漁（第蓋図参照）

鎌ぽWNW覗S鷺方向1蔦並んでい蔀ので，地下紅顕著

この調査地域は薩摩半島の南東端紅位置し，1

な構造線が存在すると推察される．また煮れと縢ぼ平行

には阿勢濤ルデラの顧端部に当鵜。地域内で最も著しい

して多く￠）構造線が分布すぞ吐考えられ，そのうち￠あ

構造線は阿多欝ルデラの陥没に伴なつて生じた構造線

るものは海岸の崖やカルデ饗壁紅露出Uており，宏た地

で，褻た同カルデ㌘内にも多くの構造線がある，

形轍も現われている．またこれらの構造線は後火由活勃

阿多ヵルデヲをつく恐構造線は魚見岱欝麓から鬼門平

の産物であ都騰気・温泉などの通路となつでいるため変

に至り，さらに烏構子讐東麓を経て開聞岳北麓轍連らな

質帯を生じてお靱そ賦）灘列からも構遊線の存在を推察

り，長崎鼻付近山地の北紅延びていると推定される．鬼

調査地域内は表土が非常轍厚く，ま

門平や魚見岳付近には顕著な急崖がみられる．阿多ヵル

た山地には樹木が繁茂してい鶴岩石はほとんど海岸濠

デラ内には多くの火山癒類が分布しており，／鷲んど輝

たは欝ルゲラ壁にしか露われていない．したがつて地表

石安山岩であ《）が鍋，鶴欝だけは角閃石安慮岩からなる．

の諸現象から構造線の分布を推察す馨のはかなり瞬難で
あるが，これを第亙図に添レた。構遣線の分布を確め讐，

髄鷲部

ことは地熱の探査上きわめて大切なことであつて，各種
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調査地域内㊤岩石を購、寮讃ルデラ生成以、前のも￠と以
後1

ものとに2プく甥す蕎タこ、とができ蕎、1凝、鹸のものはi鱗

勢カルデ学のタ事側に隈1｝針磯丁し，以、舞

〉・

〉はほとんど

カルデラ内紅分布響噸＞が一部は外側紅もみいだ瀞親る．。

調毒、地域内で最も古い火山岩ン、覧開聞

iヒの入野に麓布

する流紋岩と長崎、付近ぴ、）石英安由岩とで〜1＞て，麟者
の一ヒ

には

llギ第撒紀只イヒィ、1を薦す懇砂岩麟（入野！轡）婁後澱

の一髭二

難も嶺畷摺轡

（村｝揖鑑欝〉が載つている。

これら紅次ぐ

もの粛鱗薪爵序デラ難ξをつく匙）広く分布す孝、幾鷲女軍，ゼ擬

い流惹 二鰹次堆樹馨捲つ◇．圏∫藩講，撫蒲付近緯鋸
分肴i＞軽石質砂および溶雀．碧羅（指籍1履〉

あるが，一離甑芦錯輝！が…簿しいの凱i薮別／〆ゾ』二．

開聞町奪糖1慮興水無池およびブ＼鷹月
凹地〉はで一一ルで慮ブ．）て，そ・

ア1響紅より講燃鉱床を

胚胎之』（いるハ奈た高江山／、ζか蕊プ藷所では輝石安由岩の

後・かつ開購1緩タト輪山以葡と！し覧われ騰（なお鰻池顧瀕鷹

1、ガ，、」属津．裂は池疑1降下軽聡紅λ後，かつ大i鴇降下1軽石以

繭ξ二思われ、毒ぎ濤⊃fも激ゼぐらくこれと1鱒時1轡例あるう、

開聞火i11（馨王1聞岳）ヒ外輪山 ／二び中央門頭鉱からな
り，いずれ・も輝石
編壕菱い｛放融糠勿ン弘

な1処

一擦こ角閃石安1、1、1岩熔岩が載つている、

敷1軽石流は睡多カルデラの形成摘菰大量にll貰ri．疑
附多火1

したものであつて，これにダ

賦．同時

期のも融らしい．阿タ火山軽、鷺流は獄とんど熔結してお
り，長さ数工壁聡ぴ黒色ガラス質レンズ1善翼灘姫みられ

lli岩で，
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．たその東方一棒1頚〉台地1、二

ご㌧・膝．

1端隅繋葺4

薦fの轄欝糞報こ醸濯少

また溝欝融曝濯1鐸あ」麹い／、ぎ川の演鍛各に二ぞ

い捧奪難轡が分墳了す≧養．

z二ち降下1経王芽騰の厚い堆馨資

があ・た、鬼門平鈴講でみら浄灘篭蓬疑渉岩騰もこ塀

（撫驚卜鶴嬬西力注麟麓

1三成時期は池ll藻翠麟以

薫諌び松漁の鋤ノげラはいずれも爆製タく1：1で〜ξ，難，が，

熔岩および火山砕瞬岩互層（孫茎門平輝石安μ．1岩）であつて，
この大部分は…蕎し秘・鉱化／乍用を受｝

ミ1、その一・、婁琴ご
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肇
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騰騰i町；ll雛灘i郭グi

艶カルデラ駿1こ憲鷲われ， 暴第三綻！◎

只化石を有すゼ）凝荻霞砂岩／套・（入野麟〉によつて覆塾れ
腰い擦羅隔下限瀞響明でll寮るが，撚ぎ窯驚紛辱1毒￠海総文琴乎轟鳶

環、撫が姪ヒ琴磁した。最もソく磁いもの濾現聴三の蒲曼濾燭鎚レー嚇華

鈴山地を成すもので安山岩熔岩および凝荻角麟轡互麟か
らなるカ㍉

そ・の後，鰻池・池羅・零公ガ難、などを1菰じた著

灰角礫岩と，そ
撫かダな孫

／．長

阿多カルデラ硲生成後に，ヵルデラ内紅ダくφヰ1央霧

戴）約叢伽冠厚審の流紋岩熔岩

ごの薦灘曇茎婦憂く蔭潤璽鞍色の豪三雛勤き鱗1こ釜繋○．翫｝

レm面，）石英斑贔が
溝鷺！がみられそ）．

著

愚灘しており，と愚に鑛著な

一1鉦斑三羅1ま二しいζ誘緋長石｝／＝び石凄鴇

し、い爆裂潜動によつて原地形／ま著しく破壊されてい難

誤認められ，縫｝』鵡黒諜、母から変つた訟思われ鷲＞褐鉄鍵．1

現在の口、！川港付近にあξ中央円療丘は安山岩熔岩や熔結

があ恐、石墓は麟雛驚獲甜びあゼン、

凝灰轡などからなり，これもその後の爆裂活勤にょ賛原昨

黛．驚．黛

地形は離、く破壊され◎噂、これあ似勲撮二君餅竹

闘聞鎌北ご、）蹄多火霞ヵルデ漂磯

山・久世欝その他翁1）安山岩熔岩濤払欺る艮1地漆

れ，ぞれ独立した中央1蟹耽であ難が，竹山は

り、警そ

の後にお

．入灘劉轡（駄）

流紋岩の．上続載礁

灰褐色細粒疑）凝灰質砂岩からな1．1，こ翻率，耐難孫汐
！羅、化石￡麟欝（擁灘5編）購響躍

綴5YQ雛｝Y．犠．集

獲鷹¶

鉱つた断麟運．動鵜ため1豪地形穏i著／．・く失われて1い難。そ

《ン、、露出面積慧狭少℃，急傾斜ζ舞至凄腹，こ高さ欝余瓢，

の後，葡配の撤も大ぎ．・中央円癖iマ騰麓，すなわち現

水平方向ギ》約欝雛1ほどに岩擬

在の池霞海1のある位置紅新た藍火山橋動がおこり，i蜂下

を雛1・餅ている以外には，表土が檬栽斌こめその連続および

軽石御臓出し次いで大量鐙軽石流を流瞬し，陥没により

糊囲の岩石と鳥関／系／醗らかではないンう叢，

池磯カルデ脅ぞ

1．じ．た．、象たこ二の軽石溝ζ

流呂こ先・立ち，

調薩地域北東l／の今和泉の海岸でみられ燈よう範局部的

ではあるが泥流の流出があつた．池田軽石演はほとんど

山岩』、諏り覆われてい蕎穿らしい

葺蓋化審れでいるが，こジ

露出しており，流紋岩
覧門平輝石安

下奏気竈溺紋轡／、巽叢、試り

砂，轡は＝く珪化作婿を受け←ぐぱミす

らず，整然と成鑑、1し走肉鷲§ぎW・傾余1蟻O

swであ

非熔結であ馨が，濾田湖北燐歌西岸など噴出源の近くの

場所では弱熔結で園く締つており，北岸ごは不完全な柱

2磁驚無難

長崎轟および付近

嫉犬無灘繋墾み続れ輪爵漉灘湖の懸辺て3は1この、無紅藝石源蕉賦）
岩

』瓜次堆戸積騰が分講了して『いる。

その後，このメ磁域葦「）纏ヒ方，鹿児整鵜湾，輿紀位置す憶姶鼠
カノレデ予漁扉）ソく§轟疑賑㎜ド1経濯1欝豪）1騰出があ1り争

徽｝暮4強主と

ま．繊崎懸石英安1描1．1岩

）なり，メ酬辮

山地賦1

礁》亀〉

鐸を構成し，二 1ヨとして熔

．では婆鳶体は、よく暴糊灘し．ているひ下i鰻

は不明レぐ一るが，駕1晦鼻騰方鐙村石閥1は凝荻質難嶽暦（
村石膚）瓢覆われている、、ζの熔岩は硬く不均質で臨褐色

して1大隅彗緋撫紅厚、く堆穆鎌〆・たが，識φ，縄櫨蚤ll也諏震内で蓬）鹿

碁鮭i翫、色籠獄！之寮かい編／l、をなし鞍しい流理を示し、，

臨喜難湾紅面す燈側でみ・餅オ蔚

と蒙衡．矯レ7ズ状摘湧・p縄し覧廓ゆ恐次灘抑よ

これ業1時の山津慈iを広く

覆つた煮ダ響、われるが許現在では1勲麓の低ll惣にほとんど洗

うな観を与え，嬬跨中に長さ！、暮一蕪騰mの斜長石臼色
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