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七合員⑳山小劇的がう誼途中から森林帯をぬけて

軽宥や火山灰の叛を登ると道の切り割紀は人頭大の赤

褐色の軽宥魂秘堆積しでいるのがみ免る帝ζれは丁減

層紀相娑する軽宥流堆積物珊釦る曲叛を登聾つめ花バ

スの終歳は標簡約?⑪o滋で外輪凶蜜では齢紅一息であ

る由一汗流して灌木登夢ル呼工章の生魚愁急坂を登り

書ると貿帥ζ真黒な嘩ンジ黒ウ型⑱串失火口昆(溶岩

円頂丘)が屍免てくる掴慧ζ濠で来る墨めか肋蔓簿

節大凶は蔓蟹の於輸蝸嶋な抄中央は凹んでいる担

そしてほぽ串央紀直径遜艶鰍高さ螂獺の中央火饒丘

がある亜豊れは粘栓の犬曹な安山岩溶岩(分析億参照)

が火道からしぽ堕撒慈れてその周魑紀盛堕土って出来

淀ものである再昭和新山とは別の夢イフの溶砦円頂丘

であり遊劣いてみ蕃竺南東部紀大藩なキ裂秘闘慧

硫気が盛ん紀亀がっている,

この溶岩円頂丘の出来た明治遂2隼(鳩⑪纂)の噴火ほ

その牢の出熔は岱蜜"潟警肩&数回⑳噴煙降灰が

あ顯花田遂月媛簿の犬弊上義近の観察によれば火Q

の直径は牝画一繭東約㈱搬北東

一商西約螂狐深凄絶簿晦澄り花

れ花添遂月黛蝸に支笏湖畔の人がはじめて山頂虹円頂

丘か生成じ花ζ絵を認め花虹い雪曲讐肩王賢紀は大井

上か再び澄山して生成し花岡頂豆を観察している辛も

しも芯の期閥沸騰爽で実際に溶岩添押し出されて円頂

遼を作る観象淡みら牝花挫したならばお想像するごおも

楽篶いζ聖で齢る抽

帰資紀殊輪山の最高歳熔蕩る{小屋で一休みしぶ簑岳

すぐ北方暖も勤ひをつ⑳肯い火山である鳳不確婚

(醐錬)秘み克蕃冊鷲鮒ζは深い雨裂⑳入り花斜薗

添葉笏湖巌増顯曲沃い蕃嘩樽前山は大部分淋軽

宥を壷&する火山砕腐物からな鯉1跳ん濠溶岩を流さ

瀞･成鰯火山である､

噴火範録は寛文γ隼(鰯?)以来蜘圃は嫁あ夢葵

冷の露贈湾観察し施款雪隠樽前人出⑳縞も扱噴出物は

遂層の降下火山豚(搬噌丁駈お搬吋秘4)&壱

れぞれの溝動潮熔伴われる軽着流堆積物勾欄められてい

る｡それらの夢も丁繍期の軽有流堆横物は売文嬉

年(蝸藪)の噴火焙ぷ蕃澄誇免られて為夢繁一ラ於プ

湖畔紀その大魏が認均られとこ削は吻ては溶緕し花

りしている曲

窟嬢岳

支笏労ルデラ陥没後紀出来た火山は北酉一南東の構

造弱線上にある硅恵庭岳風不死矯簿節出と並黒の

淋それである虫

支笏湖畔から対岸を望むあ桑しい恵慮矯(醐⑪臓)

カミそぴえるのが見える剤その南頂斜薗は亙弼隼札幌冬

牽泳リンヒ祭クのアルペン競技コｰスに予定慈れてい蕃曲

ζの火山は構前山と違い憾畿んお溶岩流はか濠から

な審火山では岱め紀桑海でみた恵庭降下軽宥を大盤紀

慈⑳慧鎧箏ある由緒⑳後列頂は濃

霧惇包襲れ鳴動隊豚瀦く裏返慈

欝工璽窯鱒潮差鐙柳沙繋繋爽泌蟻酸剃

麟嚢灘糠鮒ぬ艦鐙隅獲銃�
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欝妻鰯クツ夢賛火泌の地質鰯(小海夏蜷液よる)

⑩沖積綴⑬鑑鑑働師触湾臓遼溝砦(覆薬蜜出磐)

④支嫁寅ルデ夢噴出物(軽着流潅籟働)⑥登別鰯く繊韓糖立)

⑯嫌ンァ嚢鯉軽肩層⑳愛別添繕凝澱崇⑬茅ン嫌一ゲ軽石畷.

⑨北山津鐙(繭輝石安ψ砦)⑧タ裟夢繋爽鈎外輪泌溝鐙

噴出したあとほとんど同浪岩質の撤櫨石含有輝石安山

岩(分析値参照)の溶岩を多く流し最後紀大藩な東酒

性⑫爆裂隙が生じた軸現在な縞ごの裂隙の申虹噴煙が

みられる.

欝蓬灘潔嬢掻

蟹測艦線あ勿拶褒管火山

温療の多い北海道でも一番⑳湯量詮療質の多いご毅で

有塙な登別温康は遼ひ訪ねてみ淡い所郊胞質学的に

も興味深い所である､クッタラ火出は藍底直径約琶

k鰯⑳ひをっの成層火山で山頂部縫直径約壌㎞の完全

な加レデラ地形(クツ夢ラ湖)添残りてい鳶曲登別温

泉や大湯沼獄発の爾麓紀賜来施爆裂火賊暢⑳源をな

っている轟い減潰ク裟タ茅火出⑳余鑑湾ある､

札幌か蔭訪ねる入獄登別駅でも義唱と海岸へ出てみ

よ勢罰札幌側の踏切資を渡簑看切揚へ鼓けるトンネ

ルをくぐると海溝一帯1ζみごあな登別添繕凝灰砦⑳露

出力婁ある苗現在も鴛をも溶緕度の強い部分を切算出

して登別軟石と称して出荷している祖

看切揚で観察すると露頭の最下翻ま栄凝園の軽宥

砂襟雅成層してい蕃秘竃の部分を削りて多くの騒有

流堆積物秘儀積したζ&か勅か蕃硅軽層流権積物も底

第δ魑クツ夢賞欄

(登戯鰯労艦盗珍蟹魯)

欝竃鰯鐙男臓篇菊鋤艦の鐙葛.麟結凝腿岩

(上部紀嫌シア習溝簿石層がみえる)�
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部は淡褐色で未凝固のマトリックスに軽有地カ轍在し

て上部1ζいくにし花梯って軽看塊は篇平あなり溶縞

度を増しつい紀軽宥は縞状の黒曜石になって潤い灰

色の溶結凝灰岩になっている由岩質は輝石安山岩質で

ある(分析償参照)

螂締紀出版慧れ花㌘登航地質図幅説明書では{登

別派溶砦鮎を名村はら抗てい鋤霊本当紀そんな感むを

うける砦砺窄齢叡この園幅説明書では溶結凝灰砦

の上下位はあってそれ苛れ㌻ン斌一ゲ浮青膨華鮎瀞

ンァヨロ浮宥層搬と巻れ稔も⑳は登別溶稀凝灰岩と獄

別なクッタラ火出⑳噴出物である曲この看切揚では

上位の栄ンァ資影浮宥層&の関係がよく観察書れる､

栄シア籔滋浮肴層は壌層の軽荷流堆積物と五層の降

下軽宥堆積物肋嶋なり金体の厚巻も壌⑪～エ⑪⑪滋と

場所紀変って変化する吉下位のラン栄一ゲ浮看穏は

葛層の降下軽荷堆積物ピ層の軽着流堆積物をからなり

その閥紀砂礫層秘葎桂す肋董駅から約五､蟻㎏商旗のラ

ン潔一ゲ岬熔孜く露出むている｡こζもトン初レをく

ぐって岬を一魍りすれば関係秘ふく観察される､

登別駅前からバス紀桑りて登別温泉へ急ごう由捻申

で急紀谷が狭くなる鉦淀り紀海津でみ花溶結凝灰岩の

露頭がバ渓の宥窓ぽみえる由護た登別温泉街に入る

少し等前左側を流れる川の対渚に赤鶴色の非常に粗

粒の降下軽石堆積物かみられる茄これはヲンボｰゲ浮

石層をされたものの一部である佃バスを降りて蜜っす

ぐ観党土産庸や旅館の並ぶ遺を進むと温泉街の一番奥

紀亀る地獄谷にやりてく篭ヨ地獄谷はさらぬ奥紀あ

る大湯沼と共にクッ夢ラ火胸⑳爾麓は出来花爆裂火潟

で奥行螂狐で強い硫気の花めに襲加りの砦宥は欝

簸蓬鰯夢災夢繋火1力外輸峨簾寧腹の擦鷹砦層中から嬢する霞鑑腿畏看

白色紀変質し絶壁を作ったり土柱状の奇砦をそそり立

た昔花りしている｡飽獄谷は谷頭から澄入する湶水

が火口底を流れたり浸鑓している閥に多数の硫気孔に

よって熱せられ6⑪～8ポCの強酸性その他の泉質の

温泉となって湧出している所で全体の湧出湯量は35

～55Z/秒をきれている.昭和8年頃までこの奥に聞

けつ泉秘ありたか現在では活動は停止している.

大湯沼1クッタラ湖へ行くには混療バスタｰミナル

ヘひきかえしてクッタラ湖行のバスに乗る方法もある

が健脚のむきには地獄谷の左手の小餐を登堕切ると

立派な観光道路ぽぶつかるので右へ曲るをよい少し

歩くを左側に湯気をあげる大湯沼と買和山溶岩円頂丘

がみえてくる申目和山はかなり新しい(沖積植?)

火山と思勅れ溶岩は含角閃宥石薬安山岩質である

(分析値参照)由大湯溜は属和山溶岩円頂丘の基部に

開いた爆烈火口でた蛮り淀水は沸

騰し強い硫黄臭をしめす埴かっ

て沼の水繭紀浮かぶ硫讃の中空球を

操取してい淀ことかありた.

大湯沼から約慧友㎜でクッタラ

湖のみえる勲ルデラの縁にたどりつ

く途帝ごく地表に近く真白い軽

有が厚嵩夏搬くらいで分布している

のが観察春れる｡これは有珠火

山の降下軽宥(u-b層)である.

さてクッタラ潮は繭積4,3壮醐竈

深さ脚｡餐搬⑬燕常に整りた円形カ

ルデラ湖で周麗はすべてカルデラ

鐙1砧りかこ婁れ減入する沢も排

水す為出口もないめずらしい湖であ

簾㌘魍鐙繊地繊谷�
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策聾魍有難火山の維質図(大場麟蛇簡略した)

第至衰有難火出の塗威災(大場至964による)

一

(溶岩)

昭和新山円頂症溶湯

潜

衣

湧

頂

丘

大有灘悶墳丘溝砦

小宮珠円頂丘溶岩

川川川川州川j;;

漢段豆雌鏡物

穣

狸洞鋪軽着流擁織鋤

(騨属物)

火出灰(u鋤)

四十三出泥滋堆鍋物

並暑熱露艦機物･

文政熱繋鍛織物

火山腿㈹簸童)

㈹鋤

㈹翻)

降下鰹孫(豚曇)

轡爽襟火野滋鍛繊働

鎗縛競壌織物

昭和新山生繊(総螂～蛎)

四十三山縫趨(蜘⑪)

支堵金蔵(並鎗熱嚢)(鵬3)

笈敏熱繋ζ漉雛)

脇泌鰯概欄織簑.

臓議級鰯)

汐馳⑱馳緯鮒鋤

泌葛ζ護～婁徽鯨蹴籾

ぬ贋災驚瀦繊伐～警,鰍燦鰍)

勲篇次泌形磁

鯛錦幻珍ダ茅鰭投

(縁縫鰯1嚢)

る凸クツ身ラ火{の外輪山は

含漱櫨宥素武岩ないし玄武岩質安

{岩の漆砦火山砕層岩からなる

(分析償参照)甜外輪山東中腹に

は砂層砦刺ζ数鰍に潟よぶ

繕最祥の整りた灰長着の緕扇火山

礫(C榊籔〕暴p搬)林産出する｡

衛強火出

合黒は洞爺湖帝育蝶火山の地質

を案内し糾叱思資帯地質屍学

の淀め縫旅館紗付近を少し歩い

てみぷう由澄療街は扇状鋤⑳夢

免紀あるがζれは明治鵡鋒⑳

紀麹1編(撤櫨有と灰早春の大縞)

の多い溶岩秘ある苦有珠火山殊

輪山のもっとも皐期ぽ流胞し花輯

暴走でソレアイト質の玄1蔵砦幸で謹)

る苗も受少し余裕のある人は

漣帝でみ潅浅汐蹄形の大慧な

購入鱒は幾麟芯慧施夢数⑳臓火

鰯灘⑳王顯で微遊一瀞は栄潅噴

煙秘杓誠秘認繊鰺れ地下澄度も

稿艦湾踏蕃直明治鶴隼の活動は

砦鍛然地讃凄で濠せず熔飽麗

地盤上昇蹟火鱒の螢成泥流な

濠塾愁淀蟹篶施秘密花濁餓潮澄

凝壷譲隻さ潜滋帯･艦疑は洞爺瀬

⑫氷余地源績濠透じ地下熱滑腰

め濠れ滋畿鶏凍塗れ花いる曲

蜜蕉湧ぎ熔昭和新山ゆ慧の

バ渓隠繁る夢､湖酵沿いの快滴

な鰯粥遺跡壷抄修溝る患宥側ぽ

椀を伏世だような東丸山添みえる�
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がこれは四十三山と同じく潜在円項丘で有珠火山を

かこんで数個あり地下から上昇した岩擬耕地表謹で蓬

しないで止ったものと考尭蔭牝でいる｡もう世紀の奇

蹟昭和新山秘赤褐色の砦肌をみせて黒前絶せ漢りてい

る曲バスは湖畔から直角に曲りゆるい坂を登りつめる

と荒唐やらケｰブルカｰタｰミナルのある賑やかな

所で止蛮る｡そウモウと噴煙をあげる囑知新山は昭

和漉隼から黛0牢にかけて

激しい噴火のあ&ゆっくり

と畑地や家道路を持ち上げ

て南さ如6跳の溶岩円頂丘

に成長したものである簑ほ

とんど閲緕し花溶岩が隆起

した珪握根山'童をつき破って

せり上ったもので岩尖(ス

パイン)と呼ぶべきであろう.

屋根山のう克ばは押上げら

れ花基盤堵や河岸段途礫と

&も紀宥蝶大凶外輪泌溶岩

の最栄潮砦擁がたくきんみら

れるとくに昭和新山の南

麓豆鰯灘蒐鱗(串爽)宥錐

來泌耽簾麓1ζ鳶る潜在円預血

=へ^､

逆,

ψ》棚榊1着

(榊洲1冒

灘111季議註蕎.鱗輸蟻

簸工3鰯擦蘇火ψの火出灰分布

欝呈獺昭

紺新山

鰍鰯

爽祷灘獲五郷瀬鏑溺蜜襲な

パノ蝉繁�
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κ

鰍鰯

瀬爺灘紺遜⑳雛欝擬澄

ζ衆鰯蔓鱗1慧漢慈妻

側の採春場の付近では灰亀で斜長宥斑轟縫窟籔敏シ

オン輝看玄城砦質安山砦(分析値参照)淡藤衣蕎韓ビ

ジ毒ン輝石の斑晶は蜜棚糺か蜘彰舵鷲峨い串

さて昭和新山の溶岩は灰白亀の紫蘇輝宥看英寮蜘瀞

(分析値参照)で新鮮なサンプルは円環昆⑳耽側聯

腹凄で登らないと銀れない.婿稿新山からふ聾滋鳶

とケｰブルカｰのすべり上りている外輪山と懇⑳五

の赤褐色の大砦塊(大有難溶砦円頂丘)が望漢れ葛硅

ケｰブルを利用すると外輪山の縁蜜で狩げる秘儀港

のあと30分ほど砦だらけの急崖を登算つめる怒炎衛

珠頂上(727㎜)だ串頂上からの眺めはすばらしく昭

和新山や洞爺湖を含む大パノ呼ラは何度みで愁飽慈

ない大有珠とその西隣りにある小布隷(飢瞭批薬

に中央火口の中にでき花暦華安凶潜の溶砦悶臓澄湾

岩質はほとんど昭和新山と同じで(分析値参照)螢成

も同じタイプの火山活動によると思われる曲有珠大凶

は外輪山形成後円頂星形成1泥流1熱雲な星の噴出1

降灰な淳いるいろの火出潜動形態をみせている,有珠

火{の南麓紀ある有珠海岸紀出てみると有名な善兇

寺のある付近の海岸海帯にゴツゴツした巨岩塊添みら

れる祖凄た地形図をひるげる&有銃火出南麓一帯

紀灘ブ出か弊常熔施く春ん踏るζ&がわかる､ζれ

蟹陣薄地誇大襟流紀よゆては忽ばれ花幾鏡娯作欄花

燃沸杓雌地形恐踏る､

閲紀は中央火鰯猛形成蔵前絶鋤芥縫溜畷花宥薬錠

出堵質籍擬添激映･爆発清動譜懸念篶稔際⑳隣芥軽

宥(映独鰯)の分布1綴厚を添膨で務篭由婿知新蝸嶋

バ渓で帰るを曹宥側⑳窓か叡'湖騨め騨湿陵地形注

意にでみ蕃登厚慈霧剛繋濠の蘭儀軽揖穣湯翰繁総蕃帯

ζの降下縫宥は登別綴凝舟遊で愁摩慈約笠滋熊綴め密

勅籏墨棚凄絶慧◎⑪緯位前⑱激映､溝動⑳産物濠籍溶

蔭舵繍蔓翻録は残滋鷲峨い軸概論降添鰹繍灘ρ

随映鰯賊猫壕繊瀦戎鵬(分析麟照)

衛球火則搬瞭失調録墨篶では短文轟舘(エ鰯)以来蟻

圃⑱爽蜜漆愁樽襟踏駁鍛曹⑳調録は大有蝶螢成麟樽

愁⑱濠淡篇霧苑も踏翻意植鐙締儀鱒の糠矛か婆みで大

筒灘は愁籔抄篶酋淋窪勢鱈思お舵叙薬激餐舘籔繊)

簸泳蟻緯碗鴉畑潜動は鉦も熔爽衛蛾塞膳部あ爆裂潜

動博文教廟滋砦め熱繁濠鐙熔施哩爽衛鎌朗瞭縫築

謹蝸稔滋籍は景⑳蒔炎宥磯⑳}部秘翻椛で贈難溶砦

燦懇滋蕎､｡一

昨嚢潮⑳降添災峨豚は荻亀砂質瀞帖総主鍵懇有

珠火出周遡熔分布して潟ゆ瞭火溝動翼壕は萌出⑳表の

第拶鰯筆雛突出を蝋ナ船影減臓

く禰鋪麟蔚滋蝿繊鞠の搾義薦禽)�
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策2表樽前火山

クツ夢茅大凶有珠火山のおも匁溝幾1噴燭物の化学組成
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糠飾凶円頂丘溶岩複輝局安山薯分析煮沸浜(文献鈴木王鰯)

恵薩爵最新潮漆岩倉かんぢん有視輝看安山砦臓上爆裂火Qの北壁分析脅入揚1寧村(衆発表)

登別溶鯖凝阪砦登別海津宥切揚分析蕎佐藤･番州(文献佐藤1番州互鰯)

多ツ夢茅火山外輪山漆砦含かん蔭ん看視輝宥安{砦夢ツ夢茅瀬粛労観施遺跡分析暫大場抽小池(未発表)

郎汕円頂任溶岩倉病閑看看糞泰山岩分析蕎入揚1小海く兼発讃)

有機火ψ外輪泌液砦曹かんらん肴複輝孫婁城砦濁爺湖温康町臓丸岬ヒ麓分析曹大錫(文献大場工鰍)

衛灘火山外輪則溶箸ビジ貧ン輝看費山岩畷櫛新出蘭驚看切揚鈴析暫入揚(文献大場至鰍)

昭穂新出円頂丘溶猪紫蘇輝孫腐葉安山磐分析脅入揚(文献犬揚至鰍)

有激咋凸凹お降下軽賓昭和瀞酬ヒ方分獅曹入揚(文献大場19触)

よう紀対比されている｡

澗範糊と洞爺軽福流嬢搬物

洞爺湖は面積郷､眺弧壌湖面海抜8独最深蝸.狙

透明度23｡肺の代表的な貧栄養湖で鉦る埋洞爺湖を施

たえているのは洞爺愈ルデラであり直径竃～工以狐の

ほぼ円形を示し中央熔1減燭の鏑閑看寮則砦か密なる

溶岩円頂丘がある｡胴沁笑杓篶祭み嵩を籾淡浅潔

内や周辺には勿ルデ序盤成絶縁餐断属が察慧雛》晩慈

れ湖岸は多くの個所思鴬線状藷添泌芯潟り翻泌は

断層崖を示すものと誇免鰺馳獄鴻､

､洞蒲湖温泉からは蝦爽窟金樽縞懇鵜修蜜舵懇いる叢蹄

山がよくみえる.その購淡薄気符く⑳は薬蹄閑鰯薬

前湖の対岸に平たい合飽の彫る慧をで踏葛曲蕊れは

洞蔀カルデラ形成直前慰汰鐙熔噴出し花軽宥流機積物

によって旧地形がかく怒れ標高30◎～遂｡o灘の台地動勅

ルデラの北酉方紀発驚し花もの恐勘鳶串慧の軽揖沸堆

積物の一部は40賄北衝⑳熱郭護懇漣じ花を奮牝巌～

東南方では有珠山の下蜜蝋湖疑沸川面濠紀良好な露

頭を作りている曲面長和の国道の切り割り露頭で軽

石流堆積物を観察してみよう(本誌178号32頁参照)

厚い軽宥礫嚢むりの堆積物は降下軽石層礫層なた

を挾んで勇層に分けられるこをが分る.上部軽石流堆

積物の基底部に塑没した木片が唾C年代測定七は16壇400

±300隼&尺(GaK-868)13星900±250年&R(G4K一

蹴)エ至湖鮭蜘⑪牢鼠見(鼠一撫)などの値秘発表蜜れ

てい叙綱爺沸ルダラ生成はヴ猟ルム氷期末繋と誇

免蝋瀞職(簸雛繍猷鰯学齢

漠灘

舞麟驚憲1総望縞(工鰯)㌶万分⑳豊胞質顧欄ザ登別濃親潟

ぷ泌岡説鯛欝挑海道飽下欝源調蜜所

爽鰯虞瓢鳩搬)繍汚紛の五飽衡鰯幡腿鋤蒲義泌岡説醐

欝鞭調翻

血騒簾雛級鑓幻1蓬源鈴鰯正銘蟹圃幡簑簿節岬艦談び岡説

鯛欝靴海道開籍庶

遊鐙鮪弘(蛾鋤1就擁遺有難炎則燭遡惣糊夕養鶏遂縄火出蘇

耀物の総金鉱物学的研究地質学難議

搬至､鰯

入揚擦憲鍔(漉繊):荷隷火出の農孫拳酌研究一とく紀外輪山熔

錯熔唱いで一砦鉱榊玉｡跳

小液樺太(玉鑓?)1多ツ疹ラ火出⑳地質と砦腐北大地襲率誇

(薬調)�


