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Abstract: The formation age of Mikadoishi Lava Dome at Towada volcano was estimated based on the 
petrological features of eruptive rocks during the post-caldera stage in Towada volcano. The lava dome 
has dacite compositions (66.4 wt.% SiO2) and contains plagioclase, clinopyroxene, orthopyroxene and 
Fe-Ti oxide phenocrysts. The petrological features show that the lava dome does not correlate with any 
tephras from the post-caldera stage. This indicates that the lava dome eruption was not accompanied 
with notable pyroclastic eruptions. The formation age of the Mikadoishi Lava Dome can be estimated to 
be sometime within 11.7-2.7 cal kyr BP on the basis of the temporal change of magma compositions in 
the post-caldera stage.
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要　旨

　十和田火山後カルデラ期噴出物の岩石学的特徴を用い
て，御門石溶岩ドームの形成時期の推定を試みた．御門
石溶岩ドームは全岩SiO2量が66.4 wt.%のデイサイトで
あり，斑晶鉱物として斜長石，単斜輝石，斜方輝石及び
鉄チタン鉱物を含む．岩石学的特徴からみると，御門石
溶岩ドームは現時点で知られている後カルデラ期のどの
テフラとも対比されない．このことは，御門石溶岩ドー
ムを形成した噴火が顕著な火砕噴火を伴わなかったこと
を示す．後カルデラ期におけるマグマ組成の時間変化傾
向から考えると，御門石溶岩ドームの形成は11.7-2.7 
cal kyr BPの間のいずれかの時期に起こったと推定され
る．

1. はじめに

　十和田火山は東北日本弧北部に位置し，直径約11 km
のカルデラを有する活火山である（第1図a，b）．十和
田火山の噴火活動史はHayakawa (1985)，松山・大池
（1986），中川ほか（1986）などによりその詳細が明ら
かにされている．これらの研究によれば，十和田火山の
噴火活動史は，先カルデラ期（55 ka以前），カルデラ形
成期（55-15.5 ka），後カルデラ期（15.5 ka ～現在）の

3つのステージからなり，個々の噴火イベントは噴火休
止期を示す土壌層を境として「噴火エピソード」毎に区
分され，新しい方からA，B，Cの順にアルファベット
を用いて命名・整理されている．
　十和田火山の中心部には，後カルデラ期に形成された
御倉山溶岩ドームと御門石溶岩ドームの2つのデイサイ
ト質溶岩ドームが存在する（第1図b）．なお，御門石の
読み方については「ごもんいし」あるいは「ごもんせき」
とする報告が多いが（大池，1977a；Hayakawa, 1985；
松山・大池，1986；Hunter and Blake, 1995など），正
しくは「みかどいし」であり，本報告ではこの読み方を
用いる．このうち御倉山溶岩ドームについては，西暦
915年に起こった噴火エピソードAの末期に形成された
と考えられてきた（大池，1976；Hayakawa, 1985など）．
しかし最近，工藤（2010）による詳細な地質学的・岩
石学的検討により，御倉山溶岩ドームは約7.5 cal kyr 
BPの噴火エピソードD’で形成されたことが明らかと
なった．一方，御門石溶岩ドームについては大部分が湖
中に没しているため（第1図c），その形成時期について
は未解明なままである．
　御門石溶岩ドームは湖底面からの比高70 m，直径約
620 mのドーム状地形を呈し（第1図c），その体積は0.013 
km3と見積もられる．溶岩ドームのごく一部が湖面すれ
すれに露出するのみであり（第1図c；Hayakawa, 1985
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Fig. 1       (a) Location map of Towada volcano. (b) Topographic map of Towada volcano. Ohanabeyama Fault is from Oike (1976). 
(c) Topographical map of Mikadoishi Lava Dome. A part of 1: 25,000 topographic map “Towadako-tobu” published by 
the Geographical Survey Institute is used. 



Fig. 2     Eruptive history during the post-caldera stage of Towada 
volcano, compiled from Hayakawa (1985), Kuri and 
Kurita (2003) and Kudo (2010). Ninokura Scoria 
contains eruptive deposits from eruptive episodes H, I, J 
and K (Hayakawa, 1985). These were subdivided into 
NK-a to NK-k by Kuri and Kurita (2003). Ages: 

Machida et al. (1981) and Hayakawa and Koyama 
(1998); Kudo and Sasaki (2007); Kudo et al. 
(2003); Kudo (2008); Horiuchi et al. (2007).



Table 1    Modal compositions of the Mikadoishi 
Lava Dome.

Table 2    Whole-rock major element composi-
tions of the Mikadoishi Lava Dome.



Fig. 3       Modal compositions of the Mikadoishi Lava Dome and eruptive rocks from the eruptive episodes A to G. Data for the eruptive 
episodes A to G are from Kudo (2010).



Fig. 4       Whole-rock chemical compositions of the Mikadoishi Lava Dome and eruptive rocks from the eruptive episodes A to G. Data 
for the eruptive episodes A to G are from Kudo (2010).
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Fig. 5     Temporal change of whole-rock SiO2 contents of the eruptive rocks from the post-caldera stage. Data for the eruptive 
episodes A to G are from Kudo (2010). Data for the Ninokura Scoria and Goshikiiwa Lava Flows are from Chiba (1966), 
Taniguchi (1972) and Hunter and Blake (1995).
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