
 

プレートテクトニクスでは

月の地震の原因が説明できない

 現在の日本の主流地震学は、地震の原因を大陸移動説に基づ

いて説明する。大陸プレートの下に海溝プレートが自重もしくはマ

ントル対流によって沈み込むことで発生する「ひずみ」や「活断層」

が根源的な原因だとしている。

しかし、アポロ計画以来月の探査研究が進む中、大陸移動がな

い月にも地震が起きていることが確認された。すると地震の原因

がプレートの沈み込みだとする説が揺らいでくる。もし月と地球の

地震の原因が同じならば、プレート説は否定されることになる。

月には地球のような水の海は無い。卵の殻のように、月の表面

は全球一枚岩のような地殻で覆われている。月の表面を四方向

から撮影した写真がある。火山噴火による溶岩と隕石落下によ

るクレーターは概して当時のままである。断層のように大きくズレ

ている所は一つも見当たらない。

ここで指摘したいことは、月の陸地は動いていないということであ

る。地球でいうパンゲア大陸のような分裂移動は月では起こらな

かった。月の地殻が何枚かのプレートが重なり合って移動してい

るという研究報告もない。つまり、地球とは異なり、月には大陸の

移動は無かった、また現在もプレートは移動していないのである。

プレートの移動が無いということは、プレートの沈み込みも無く、

「ひずみ」や「活断層」も生じないことになる。その「ひずみ」や｢活

断層」が地震を引き起こすならば、月では地震を誘発する原因が

無いことになる。したがって、月では｢プレート」の沈み込みによる

「跳ね返り」や｢活断層の崩壊」による地震は起きないことになる。

ところが、アポロ計画により月では大小の地震が多発しているこ

とが既に判明している。隕石の衝突による地震以外では、月の

表面から300km前後まではM3~4の浅発地震、それ以下の深い

所ではM1~2の深発地震が多発している。（左記参照）

そこで問題はこの月内部の地震の原因は何かである。大陸プ

レートの沈み込みがなく、地震の原因になるものが生じ無いにも

関わらず、月でなぜ地震が起きているのか。同時に、「ひずみ」や

「活断層」が地震の原因とする考え方そのものが間違いではない

かという疑問が生じる。

地震学の根本的な見直しが必至

月の表（by wikipedia)

月の裏(by wikipedia)

月の地震の種類別回数

（8年10カ月間総数12,558回）

隕石衝突　　　　　　179回

浅発地震　　　　  　　28回
（原因不明）

深発地震　　　　　7,245回
（地球との潮汐によるもの5,825回、
　1420回は原因未特定）

＊残り5,106回は昼夜の温度差によるも
のと未解析分）

資料：「アポロ深発月震のカオス活動」小山順
二教授（北大地球物理学）より編集
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月の地震の原因はプレート移動に

よる活断層やひずみではない

現在の日本の主流地震学会では、地球における地震の原因は

プレートの沈み込みにより、海溝ではプレートに蓄積されるゆが

みまたは「ひずみ」が開放されたときに地震が起きるとしている。

内陸では、もともと地殻にあった割れ目（「活断層」）にプレートに

よる圧力が加わり再び崩れることによって引き起こされた振動で

あるとしている。海溝ではプレートの「ひずみ」、内陸では「活断層」

が地震を生み育む巣とみなしている。

しかし、月にはそもそもプレートの移動がない。そして地震の原因

とされている「ひずみ」も「活断層」も無い。にも関わらず地震は多

発している。このことは、月で起こる地震の原因はプレートが関

与する「ひずみ」や「活断層」ではないことを証明している。そのた

め、月の地震の原因は隕石落下以外の原因については諸説あ

る。

一つは「地球ー月」の潮汐の影響。北大の小山順二教授は「1ヶ

月とか半月とかの周期的に発生する深発地震ばかりではなく、ラ

ンダムな発生問題を示すような深発月震活動も存在することが

明らかとなり、これらは単純な潮汐トリガー（引き金）モデルで説

明することは難しい（深発月震の周期性に関する論文より）」とし

て、潮汐以外の原因があることを示唆している。

小山教授はまた同論文で「地球の地震活動に見られるテクトニッ

ク応力の開放といった単純な過程ではなく、潮汐力と深発活動の

非線形な相互作用に強く依存していることが考えられる」としてプ

レートテクトニクスのことと思われる考え方は否定している。

そもそも、プレートの移動に基づく地震の原因説は未だに一つの

学説に過ぎない。いわば「プレート地震説」であるにも関わらず、

あたかも既に科学的に実証された真実であるかのように認識さ

れている。火山学会や地質学会他の学会を始め、文部省、気象

庁など関係省庁や地方自治体、さらに民間に至るまで広く浸透し

ている考え方である。

しかしこれは未だに実証されていない一仮説の域を出ていないも

のであることに想起しなくてはならない。しかも、月で起きる地震

の事実が、プレート地震説の間違いを教えてくれている可能性も

あると考えなくてはならない。

月の北極（by wikipedia)

月の南極（by wikipedia)
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          　　　もう一つの地震原因説

         　　　　 「マグマ貫入理論」

実は日本の地震原因説にはもう一つ有力な説がある。石田昭氏

(元名古屋工大教授）らによる｢マグマ貫入理論」派である。地震

の原因はマグマと酸水素ガスによる化学反応で、爆縮いわゆる

爆鳴気爆発だと主張している。端的に言えば、地震は水とマグマ

が関わって起きる爆発が原因だとしており、「ひずみ」や「活断層」

を原因とするプレート説を否定している。現在石田氏は、石本巳

四雄東大教授が築いた「マグマ貫入理論」を基礎にして発展させ

た「地震爆発説」（以下「爆発論：）」という名称で提唱している。

元来｢マグマ貫入理論」は、プレート説が日本に持ち込まれる以

前までは日本における地震学の主流だった。ところが、1961年の

日本の地震学会大会でアメリカ地震学会会長でもあった安芸敬

一東大教授が｢プレート論」を紹介したことを契機になぜか逆転し

てしまったという経緯がある。しかし｢マグマ貫入理論」は消えな

かった。それどころか石田氏が受け継ぎ発展させた「爆発論」は、

その明解な根拠と論理によって支持する一般人が広がってきて

いる。異例の事態となっている。学会の主流が支持している説に

対して学会会員以外の間で支持者が増えているのである。

 既に、月の内部には水素や水も存在していることが判明してい

る。（頁上部に掲載の写真参照）月の極冠のレゴリス（細かい石

の層で厚さ30cm～40cm）の下には厚い氷があるとされている。さ

らに、地球におけるマグマに相当するものもあるとされている。海

と呼ばれる平らなエリアは地下から吹き出たマグマ溶岩が冷えて

固まったもので玄武岩質だという。月面の陸地は83%を占めてい

て、45億年前に形成された凡そそのままの姿だという。隕石落下

によるクレーターもほぼそのまま残されている。

 月の内部環境は地球のそれと類似していて共通性がある。水が

あり、マグマもある。そして地震も多発している。しかし月には移

動するプレートは存在しない。月の地震はプレートが関与する

「ひずみ」や「活断層」が原因で起きてはいない。地球と月の地震

の原因は仮に同様であるとするならば、少なくても｢プレート原因

説」は否定される。石田氏の「爆発論」に注目し議論を行う必要

がある。

月面に隕石が衝突して
舞い上がった水蒸気（byNASA）

月の地震の震央分布と観測地点
▲印はアポロ月震計が置かれた位置
（by　JAXA）

上グラフは地震振動の周波数
下グラフは地震振動幅
（ｂｙ　JAXA）
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地震は、水の解離と爆縮の連鎖

石田氏の｢爆発論」の核心は次の化学式に集約される。震源で

は、解離水の爆縮連鎖反応が起きているとしている。

 

２H2O　　　　⇒　　２H2　+　O2　　　⇒　　２H2O　＋　熱

（地殻内の水）　　　（マグマ熱で解離）　　　　（爆縮・爆鳴気爆発）

　２モル　　　　　　　　　　　３モル　　　　　　　　　　　　　２モル

 

石田氏の「爆発論」は明解である。地震は次の２STEPで起こり、

余震はこの連鎖、繰り返しが収まるまで続くことになる。

 

1.地中の水が下層へ浸透していくと圧力とマグマによって熱せら

れ、水素と酸素の混合ガス化した解離水となる。

（水が解離する温度は374度とも言われるが未確定）

2.（a）ガス化した解離水がさらに熱せされて570度に達すると、酸

素と結合して爆縮（爆鳴気爆発）を起こし結合水となる。この時に

発火点の温度から水の温度差し引いた熱を発散する。

（水の爆縮温度は熊本大学の実験によれば527度）

　（b）マグマの中にある水素と酸素が結合して爆縮化学反応を起

こし結合水となる。

 

(補）石田氏はあえて記してはいないが、筆者は、結合水のすべ

てが再び混合ガス化するとは限らないのではないかと考える。結

合水の一部がマグマと接すれば「水蒸気爆発」も起こり得る。つ

まり、（３）として「一部の結合水がマグマとの接触によって水蒸気

爆発する場合もある」を加える必要があるのではないだろうか。

▼ビニールチューブによる爆鳴気実験

▼水素の割合33.3%の混合気体の爆発
内部は白色、外周部は黄色

▼光の強さ、爆音の強さ、チューブの温度
　を水素濃度毎に計測した結果、水素の割
　合66.7%が最も効果的。

●上記写真２点とグラフは愛媛総合科学研究所
のHPより
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●熊本大学自然科学研究科（伊東繁教授指導）で
は行われた爆鳴気実験では、下記のような結果
だった。

①水素は空気中では527℃で発火。90m/sの速度
で延焼した
②水素と酸素が２：１の割合の時、450℃で発火し、
1400~3500m/sの速さで燃焼した。

熊本大学による爆鳴気実験結果



信憑性が揺らぎ始めた

「大陸移動」と「プレート説」

｢爆発論」は、主流地震学会の「プレート説」と比して物理的にも

化学的にも圧倒的に合理性を伴っていると判断せざるを得ない。

では、なぜ石田氏の「爆発論」より安芸氏の｢プレート説｣の支持

が圧倒的に多いのか。理由は一つ。｢プレート説」がパンゲア大

陸の｢大陸移動説」から派生したものであり、、かつ「大陸移動説」

が広く社会の常識であるかのように流布されているからだ。つま

り、学校の授業やテレビなどで当たり前のように伝え聞いている

「大陸移動説」に基づいている「プレート説」が違和感無く受け入

れやすい状況にあるためである。

「大陸移動説」提唱者のアルフレート・ヴェーゲナーは、地形学的、

地球物理学的、地質学的などの根拠に大陸移動を主張した。ま

た古い地磁気の分布調査など地球規模の観測調査によって、多

くの大陸が年数センチほど動いていることが確かめられている。

大陸移動は事実として確立していると考えてしまう。

ところが、最近まで「大陸移動」と「プレート説」に対するさまざま

な疑問や論理的な不整合が指摘されるにつれ、その信憑性が揺

らぎ始めている。

１、そもそも「プレートが自重で沈み込む」だろうか？

沈み込ませる力がプレート自体の重さだと言うが、そもそもマント

ル上部は固体であることが前提の説だ。しかし固体の中に固体

のプレートは潜り込めないだろう。

２、「陸は永遠に陸、海は永遠に海」か？

大陸性の花崗岩が北大西洋やブラジル沖で発見されている。逆

に海洋性のアンモナイトは世界の各大陸で発見されている。ヒマ

ラヤでも発見されている。プレートは陸になったり海底になったり

浮き沈みしているのが事実。

３、「ヒマラヤがインド大陸を押すプレートの力でできた」というが、

自重で沈みながら相手プレートを跳ね上げることはありえない。

そもそも「プレート説は、仮説である「大陸移動説」に基づく仮説。

大陸移動のタイムスパンと瞬間的に起こる地震を直接的な因果

関係で連動させることは論理的にも力学的にも飛躍であり、論証

になってるとは言えない。

▼「大陸移動説」の有力な根拠の一つだが、調
査自体が果たして全域で行われたのか不明。も
し全域でほぼ生息していたならば、始めから想
定通りの結果を出すことが可能だ。生息域以外
に生息していないことにも疑念が残る。
ゴンドワナ大陸の化石の分布
（by　wikipedia)
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▼海洋性のアンモナイトの化石は世界
中の大陸で見つかっている。各大陸は
その昔、海底だったことがあることを証
明している。
（by　wikipedia)



｢プレート説」では説明できない現象

を｢爆発説」では合理的に説明でき

る

震源は常に緯度と経度の交点で表示される

「プレート説」での震源である断層は面的なズレであるから、震源

もライン又は面で表示されなくてはならない。しかし、気象庁は原

則として一つの本震の震源を点でもしくは×印で表示している。

データは緯度と経度と深さ表示している。これは、実際のデータ

から震源が面ではなく点で表示せざるをえないからである。震源

が仮に大きな平行四辺形であれば、データ自体の現れ方はまっ

たく異なってくるはずである。震源からの振動が同心円状に広

がっているのであれば、震源は一点で表示されることになる。

しかし、このことは「プレート説」にとって不合理である。巨視的に

見れば面は点で表示されるとは言え、それをもって断層面の震

源は点であるとは言えない。

しかし｢爆発論」ではガス爆発が原因としているから、ひとつの地

震の震源は常に一点で表示される。これはすべての地震の、観

測事実と合致する。

余震は本震直後は1分置きに発生し、

縦に長い円筒状の領域で分散している

左記は2008年6月14日の岩手宮城内陸地震が起きた直後の余

震の時刻と位置などのデータである。8時46分の本震から9時１

分までの15分の間にほぼ1分置きに14回の余震が発生している。

緯度経度と深度の差から３D動画で見れば一目瞭然となるが、東

西2～3km、南北に1～2ｋｍ、深さ10kmの円筒状の地殻内でリズ

ミカルに地震が発生している。これだけでも地震は断層のズレと

か一気に崩壊が起きているのではないことが判明する。

気象庁の公式発表では深度１以上の地震の回数は11月18日ま

でに６２６回としている。しかし、これには当日前までの地震が

入っていない。また、11月19日以降の地震も入っていない。これ

ほど多くの地震がなぜ集中してかつ長期間に渡って発生するの

か。「ひずみが一気に開放される」というプレート説ではこの間欠

的で長期間の発生は説明できない。

始めは1分置きに発生した
（2008年6月14日岩手宮城地震）

　　　時刻  　北緯　　東経　　深度km　  M

本震　8:46　  39.11     140.87        8　　  7.2
(2)　　 8:47     39.07     140.94      14        4.5
(3)　　 8:49     39.11     140.94      11        3.9
(4)       8:50     39.11     140.91      11        4.5
(5)       8:51     38.88     140.83      12        3.8
(6)       8:52    39.04      140.87        4        3.4 
(7)       8:53    39.09      140.97      12        4.0
(8)       8:54    38.90      140.76      10        4.1
(9)       8:55    39.04      140.84        5        3.9
(10)     8:56    39.11      140.97        8        4.4
(11)     8:58    39.78      140.71      12        3.8
(12)     8:59    39.03      140.89        5        3.6
(13)     9:00    39.13      140.82      11        4.2
(14)     9:01    38.91      140.88        8        4.0
(15)     9:06    39.02      140.85       11       3.9
(16)     9:07    39.12      140.89       11       4.8

●by　NIED　防災科学技術研究所

●by　NIED　防災科学技術研究所
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一方の「爆発論」では説明できる。マグマ近くにガスが貯まる空間

もしくは水脈が蟻の巣状にあればその数だけ爆縮が起きることに

なる。空間の大きさ、温度、圧力が個別に異なるため爆縮するタ

イミングも異なることになる。

解離ガスが爆縮するには高熱が必要である。着火温度になるま

でガスは溜まり続く。しかも圧力が高いほど着火しにくい。した

がって温度が高くならない環境ではガスが溜まり続き、ガスの圧

力がさらに高まっていく。結局、温度が高くガス圧が低いものから

順に爆縮することになる。これで間欠的に起きた説明がつく。

また個々の震源は点であるが立体的でもある。特にM７．2の本

震周辺の土地の膨張と収縮が同心円状に広がっているのことに

注視しなくてはならない。北北東ー南南東に約１ｍ広がっている

（左図）という。これは太平洋プレートによる圧力をはるかに凌ぐ

瞬間的で大きな力が爆発的に働いた証ではないか。つまり、東

側からのプレートの圧力の「ひずみ」が仮にあったとしても、それ

とは無関係に地震が起きていると考えることができる。

しかも、その点と点を結んでいけば横の緯度か縦の経度に沿っ

て発生している場合があり、そして同じ深さで発生している場合

がある。この連鎖性を「活断層」による「応力」で説明できるとはと

ても思えない。

未確認の活断層を想定して作図している可能

性がある国土地理院

図の中心にある長方形は国土地理院が「震源の活断層」と認定

した領域である。東側の実線が震源の活断層だとしている。筆者

は「実線の活断層は、地震後にできた断層の可能性はないのか」

と地理院に尋ねた。地理院は「（地震の）データから震源となる断

層を推定しているもので、地震後に発生した断層である可能性は

否定はできません」という旨を説明した。

そもそも、活断層は図のようなきれいな実線の通りに存在してい

るはずがない。想像するに、震源近くに調査済みの大きな活断

層がなかったため、震源となる活断層を明示する必要に迫られ

た。だから震源地近くの小さな活断層を利用して延長拡大したの

ではないか。それならそれで断り書きを記せばいいのだが、その

記載はない。これでは震源の活断層の存在が事実であるかのよ

うに定着してしまう。しかしそうだとしても地理院を責めることはで

きない。「地震の原因は活断層である」としている今の地震学会

に逆らうことはできないからだ。無いものをあることにしなければ

逆に学会から責められることになりかねない。

by 国土地理院「Analysis by GSI　from　ALOS row data(c)TI

岩手宮城内陸地震による土地の伸縮
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by wikipedia (クレタ島にある褶曲地層I

■プレート説では、上の写真のような褶曲の多く
はプレートの力によるとしている。しかし海岸か
ら遠く離れた硬い平坦な堆積層岩盤に対してど
ういう力のかかり方で曲げられるのか不明。海
岸から岩盤の間には軟弱な地層があれば、プ
レートの力は伝わりようが無い。それ以前に岩
盤と海岸との間の軟弱な地層のほうが先に曲げ
られて山並が形成されるだろう。

■次頁の岩手宮城三陸地震の震源は海岸から
百キロほどあり、平野もある。にもかかわらずプ
レートの力は平野を飛び越え、局所的な.震源地
の活断層のみに力が作用したのか。説明不可
能である。



基準点の変化値は爆縮の様相を示している

地震が発生したということは、その周辺の温度が解離温度を既に

越え、爆縮温度の527度にも達しているということになる。爆縮後

は放熱され、高熱の水蒸気が離散していく。石田氏によれば、こ

の加熱水蒸気は300度を越えるという。これが地表に出るまでに

は多少は温度が下がるとはいえ高熱であるから、火災や火傷の

原因にもなりうる。津波で焼けどを負った人がいたが、これが原

因だと石田氏は説明する。

左記のマップは、岩手宮城地震後の基準点の変異量を示してい

る。上図は水平値と方向、下図は上下への変位をそれぞれ示し

ている。これを見ているはずの国土地理院や地震学者は何の評

価も出していない。というより出せないはずである。全体の変化を

おおまかに描くと下の矢印のような変化になるからだ。

震源地は上に隆起し、周辺は震源地へ向かうように移動した。こ

れは、震源地では爆縮が起きたことを如実に示すものである。

これを見てもなお、「プレートによる応力の結果、活断層が崩壊し

たことを示している」と言う地震学者がいるだろうか。

地震の周期性とはガスの蓄積期間の長さ

｢プレート説」で最も理解できないのが「ひずみの蓄積」である。年

に数センチ動いているとは言え、ほぼ静止状態の岩石プレート層

に「蓄積されたひずみ」が開放されて跳ね返り地震が起きるとい

う。プレートが強力な弾性ゴムでできているならばありうるかも知

れない。あるいは岩石層が接着剤でしっかり固まっているものな

らばその可能性を否定しない。しかしそうではない。岩石層が跳

ね返る場合、外から何らかの力を受けた時であり、受けた力を蓄

えているというのは空想だ。蓄えているのは酸水素ガスである。

地震の周期性はガスが爆縮するまでの蓄積期間に他ならない。

〔岩手宮城内陸地震後の地表変化〕

上下図２点は国土地理院作成の「電子基準点の変位量」
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自然界の現象の起源は水素にある

水素は分子として物質の起源であり、量的な割合が最も多い。そ

のため水素が関わる現象が最も多い。重い鉄といえど、元は水

素と電子の組み合わせであり、地球や月も水素から成り立ってい

るとも言える。

それを認めるならば、地震の発生に水素が関わっていると主張

する石田氏の「爆発論」は奇異なことでもなく、ありえないこととし

て排除し否定することは許されない。むしろ、これまで何の疑いも

なく聖書のごとく受け入れてきた「プレート説」にこそ疑問を投げ

かけるべきである。

「大陸移動説」の信憑性が揺らぐ中、地震発生の原因を根拠無く

短絡的かつ盲目的に「プレート説」が正しいとは言えない。単に

連想ゲームに乗せられていただけの可能性が高いと考える。地

震学者は牧師ではなく科学者である。しかし「プレート説」はもは

や神学論や信仰に近く、事実に基づいた確かな根拠の上に築か

れた実証科学的な学説とは言いがたい。

地震の原因が活断層でなく水素の爆縮ならば、予知体制や防災

対策など根本的で広範囲な見直しが必至となる。特に減災に直

結する予知は充分に可能であり、災害による被害が大幅に減少

されることになる。関係者の理性的判断に期待するのみである。

科学の敵は権力と権威である。真実は権力と権威の下に従うこ

とはない。真実は決してゆがめられることは無い。捻じ曲げられ

るのは真実ではなく、権力と権威に阿る者の探究心と信念のほう

である。

今、日本の科学者の良心と良識が問われている。ここで先ずは

地震学、火山学、地質学、気象学の研究者は立ち止まり、冷静

になって自問自答するべきである。砂上の塔はいずれ崩壊する

ことになる。

Ｏｃt.４.2019 sirasawa lab  (文責・鶴田博）

5-168-21 shirasawa yahaba-cho,shiwagun,iwate Japan   9

■「爆発論」に関する記述は以下の資料や著作を参考いたしました。

『巨大地震は「解離水」の爆縮で起きる！』　i石田昭著（工学社）
『地球の謎は「解離水」の爆縮で解ける！』　石田昭著（工学社）
『「地震学と「火山学」』　石田昭著（工学社）
『「熊本地震」にみる地震学の矛盾』　、石田昭著（DSpublish）

マグマによる地震と火山活動

が地殻を動かしている

イラスト（下）は日本列島の電子基準点の変化を
視覚的に理解されやすく描いたもの。水平と垂直
の二種類ある。国土地理院が調査制作している。

１図は2009年から2019年までの10年間の変化で
ある。東北と北関東が大きく東へ移動している。
2011年の東日本大震災の影響と思われる。

1図

２図

２図は地震後の2014年から2019年までの5年間の
変化である。東日本大震災の影響はまだ続いて
いると言える。「プレート論」では東から移動してく
るはずの太平洋プレートの圧力以上の力で東方
へ移動していることがわかる。

日本では2018年の１年間に震度１以上の地震が
2,179回発生している。震度6以上は17回、震度4
以上は78回だ。これらの地震エネルギーが地殻
変動に及ぼす影響の総量と、１と２図の変化量と
の関連性について調べる必要があるだろう。しか
しその研究レポートは見当たらない。

地震による影響力の総量と、地殻変動量が近似
である可能性がないだろうか。そうであるならば、
大陸プレート自体がそもそも移動していないことに
なる。移動しているように見えるだけで、実際は地
震や火山などマグマ由来の地殻変動に過ぎない
ことになる。プレートテクトニクスへの疑問がさらに
深まることになる。
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世界は地震原因がガス爆発であることを

　　　　　　　　　気付き始めている

https://www.huffingtonpost.jp/2017/02/08/super-volcano_n_14647174.html

『これは人類が経験した中で最も巨大な火山爆発だった。

今から7万3000年ほど昔、超巨大火山（スーパーボルケーノ）の「トバ火山」

が噴火し、インドからインドネシアにかけての上空に、2800立方キロメートル

以上もの火山灰が噴出した。

トバ火山は現在、インドネシアのスマトラ島北西部バリサン山脈にあるインド

ネシア最大のカルデラ湖「トバ湖」として残っている。トバ火山のような超巨大

火山は、アメリカのイエローストーンやイタリアのセシア渓谷にもあるとみら

れる。

「トバ火山の噴火によって人類は絶滅寸前まで追い詰められました」と、ス

ウェーデン・ウプサラ大学のバレンティン・トロール教授は語った。「次の巨大

噴火が起きるまで、うまくいけば何千年もかかるかもしれませんが、いずれ

にせよ巨大噴火の発生は時間の問題でしかありません」

このような巨大噴火が起こることは稀だが、世界規模の気候変動が起こり、

陸地の大部分に寒冷化を引き起こし、地球全体が長期的な影響を受ける。

そして、巨大噴火の仕組みはほとんど解明されていない。

しかし、トロール教授の研究チームは、トバ火山の歴史的巨大噴火の原因を

突き止めたという。

研究者たちはマグマ内で成長する石英結晶を分析し、トバ火山が噴火を起

こす前、溶岩に化学変化が生じたことを突き止めた。

ウプサラ大学のデイヴィッド・バッド博士は、この手法は樹木の年輪から過去

の気候変動を推測するのと同じものだと語った。

「問題は、この手法で言うところの『年輪』に当たるものが直径わずか数ミク

ロンの大きさしかないため、詳細な分析が非常に困難だという点です」と、

バッド博士は付け加えた。

石英に注目し始めた科学者たちは、結晶の外縁部へ向かうにつれて中性子

の数にはっきりとした変化が見られることに気がついた。

ウプサラ大学のフランシス・ディーガン博士は、「結晶の外縁部では中性子

の質量数18Oから16Oの割合が少なく、巨大噴火の直前にマグマ系内部で

何か劇的な変化が生じたことがわかります」と語った。

「これらの化学的痕跡は、18O から16Oの含有割合が少ないという特徴を持

つ岩盤がマグマによって大量に溶かされ、同化した結果と考えられます。ま

た、この岩系は水分を豊富に含んでいることが多く、この水分がマグマ内に

放出されて水蒸気が発生したことで、マグマ溜まり内部のガスの圧力が高

まったのでしょう。この急激なガス圧力の増加が、何千立法キロメートルもの

マグマが地殻を突き破って大気中に噴出する巨大噴火へと繋がったのです」

トロール教授は、「次の大規模噴火はトバかイエローストーン、もしくは他の

場所で起きる可能性もあるが、その時には人類は前回よりも準備を整えてい

るはずです」と述べた。(ハフィントンポストUK版より翻訳・加筆しました。)』

7万3000年ほど昔、超巨大火山（スー
パーボルケーノ）の「トバ火山」
(ｂｙ huffingtonpost.jp/2017/02/08)
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