
長崎県立長崎北高等学校

常 々南極の石には興味を持 っていたが,昨

年 (1967)9月 D長崎出島岸壁に日本の南

極観測船,砕氷艦「 ふじJが停

泊した時に南極の岩石を見る機

会を得た。

「 ふじ」は排水量 7,760t,

全長 100れ ,砕氷能力氷厚 6π ,

艦載ヘリコプター 3機,各種極

地観測設備,乗組員 235人 (う

ち,観測隊員等約 49人 )と いう

本格的な鉄鋼船である。「 日本

の船 」のたのもしさに誇 らしい

気分を味わいながら,鉄のタラ

ップを登った。艦内を色々と見

学 しながら一巡 した。世界的に

も指折の砕氷艦であることはま

ちがいないようである。

「 南極の岩石 」が船尾飛行甲

板のヘリコプタ_の脇に展示 し

てあった。長径約 80御,婚各

約 50"の塊状の岩石である。

自黒のまだらに,粗い縞模様。

ザクロ石を多量に含んでいる。

ザクロ石黒雲母片麻岩と思 う。

手のひらで角虫れてみた。ざらざ

らしている。これが氷の国で氷

と共に幾万年,いゃ幾億年 も静

かにしかも厳 しい風雪を耐えぬいてきた岩石

である。さすがは,貫禄十分o昨今の氷石 ブ

´ しのう餞b」E凛黎t
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―ムであろうか 。 うしろの方から「 これを磨

いたら……」なんて話 し声が耳に入ってきた。

数日後, 4個の南極産の岩石が地学教室に

転がり込んできた。父兄からの寄贈や「ふじ」

見受に行った生徒が乗組員から頂いた物など

である。標本の概要は表に示す。これらの岩

石を前にして,その産地や生成年代等を詮索

した〈なるのも私だけではなかろう。しかし

調べようにも,な かなか手近には南極の地質

1/C関十る文献がない。ここにできるだけ調べ

て見たことを述べよう。すでに第 10次南極

観測隊を送った今では,国内には相当数の
,

「 南極の石 」が散在 し,その名も素性もわか

らぬまま大切にされているのではなかろうか。

これ らの岩石に対 して地質的興味を持った

方の役に少しでも立てば幸いである。

南 極 大 陸

まわ りを海に囲まれた円型の南極大陸は ロ

ス海・ ウェデル海の湾入によって 〈びれ,イ

ン ド洋倶1の東南極大陸 と太平洋倶1の西南極大

陸 とに分かれている。この間にロス, ウェデ

ル低地帯 (ロ ス, ウェディレ地溝帯 )がはさま

れている。アメリカ隊の測定 (195° 8, I

GY Bulletin)に よると, リトルアメ

リカ基地 よリバー ド基地 rc到 る約 600れれの

間,氷床下の基盤が海水面上にあることは少

ないとい うo十なわちこの地域は現在氷床に

より大陸の一部的であるが氷が消失 した場合 ,

海になる地域である。

東南極大陸は半円型の古い大陸塊であって

ァフリカ,オ ース トラリア,南 アメリカ東部

などに類似 した地質構造の楯状地である。こ

れは先カンプリア紀,古生代初期に形成され

た片麻岩,花 こう岩,結晶片岩などか らなり

表画は厚い氷 (200～ 2,500m氷厚 )で お

かわれている。大陸表面の 98%は 氷雪にお

かわれているという。

太平洋の西南極大陸は南極半島か ら南米の

アンデス山脈へ連 らなる環太平洋造山帯の一

部 に位置 し火山が見 られ,活動 している火山

(エ ンバス山 3743π )も ある。この大陸は

古い東南極大陸 とちがって中生代か ら新生代

1/Cか けての造山運動をつけた新 しい造山帯で

ある。

眼前に鎮座 している 4個の話題の岩石はこ

の南極 大陸の どの位置の破片であろうか。

オ ン グ ル 島 (O ngi I。 )

昭和基地 (東経 39° 35′ ′10〃,南緯

69925〃 )の あるオングル島は極点をへ

だてて ロス海の反対倶1の東南極大陸沿岸, リ

ュツォウホルム湾にあり, イン ド洋 と大西洋

の間に位置 している。地質構造的にみれば楯

状地の (東南極大陸 )縁に位置することにな

る。吉川虎雄,戸谷洋 (1958)に よると,

ォングル諸島は大小数個の島よりなるが,い

ずれ も東南極大陸の基盤をなす と考え られる

各種の片麻岩 よりなり,海抜 30m～ 40m

の低い丘陵 と低地 との複雑に交錯 した地形で

あってその約 2/3は氷雪か ら解放されてい

るo丘陵はいずれ もよ〈磨かれて円味をおび

た羊背岩であるがその間の低地は砂礫に埋め

られている場合が多い。

立見辰雄,菊池徹 (1959)は 次のよう

に述べている。昭和基地附近における露岩地

域はすべて厳冬期rc薄 〈積雪をかぶるだけで ,

春 (10月 )か ら秋 (2月 )に かけてはその

大部分が消えほとん ど全域露出する。雪解け

水が溜まってできた大小の池は深さ 3～ 4れ
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以上にも達 している。

露岩地域の地形の特徴

は (a)氷河の侵食作

用によって生 じた地形

の発達が著 しい。(b)

激 しい寒冷乾燥気候の

影響,東北か らの強い

卓越風や積雪の侵食作

用の影響 ,で ある。

オングル島の岩石

との附近の南極大陸

海岸 (リ ュツォウホル

ム湾 )と その沿岸にあ

るオングル諸島 (昭和

基地は東 オングル島に

ある )の露岩地区はす

べて各種の変成岩ない

しは花こう岩類か らな

っている。そ してォン

グル諸島の地質構造単

元の性質 として,走向

NS～N40W,傾 斜

30～ 50E～ NE,

背斜向斜軸 N→ Sが報

告されている。 (地質

図参照,立見,菊池,

1959)具 体的な岩

石にっぃての記載は立

見,菊池 (1959)

によってていねいにな
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されている。以下はその記載の概略である。

野外における産状と記載岩石学的な性質と

の 2点から次の 8種に区別される。

(1)角 閃石,輝石閃緑岩質片麻岩類

オシグル諸島地区地質図

Geological map of Ottgul lsiands district
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(5)黒 雲母,花嵩片麻岩および黒雲母花商

岩類

(6)ペグマタイ ト類

(7)氷河堆積物 (倶1堆 石,底堆石,お よび

迷子石 )が各所

(8)含貝化石砂礫層 も一部に見 られる。

(1)～ {6)に 属する岩石はいずれ も変成度の高

い岩石であり, これまでの東南極大陸をはじ

め,世界各地の楯状地で得 られた研究結果か

ら考えると,こ れ ら(1)～ (6)は すべて東南極大

陸の基盤をなす先カンブリア系変成岩類に属

するものと考え られる。

(1)角 閃石,輝石閃緑岩質片麻岩

野外における最 も特徴的な性質は長石類や

石英の色付 きのために外観が茶褐色または時

には青灰色を呈することぃ鉄苦土鉱物 として

ほ とんど常に輝石類を含む ことである。ttl成

分としては,燐灰石 とジルコンを含み不透明

鉱物の量はやや多い。かん らん石,ザ クロ石 ,

梶石などはこの岩石中には産 しない。鉱物の

組み合わせか ら次の型に分け られる。

a.単斜輝石・斜方輝石・緑色角閃石・ (黒

雲母 )斜長石・ アンテ ィパーサイト(パー

サィ ト)・ 石英

b.単斜輝石または斜方輝石・褐色ないし緑

色角閃石・黒雲母・斜長石・ ァンティパー

サイ ト・ パーサイト

c.単斜輝石または斜方輝石,褐色ない し緑

色角閃石,(黒雲母 )斜長石

d.褐色ない し緑色角 FA5石 (黒雲母 )斜長石

ぉよびまたはア/テ ィパーサイ ト(パ ーサ

ィ ト)石英

(2)マ ーブルおょび珪岩

マープルは自色ない しは灰自色で粒度は害J

に細い。珪岩は極めて粗粒でほとん ど石英の

みよりなり,その再結晶度は著 し〈高い。

(3)塩基性変成岩類

この地方に発達する各種の中性岩ない し酸

性庁麻岩中に優黒質塩基性変成岩類が層状 ,

レンズ状体 あるいは不規則塊状体 として各所

に見 られ る。いずれ も極めて鉄苦土鉱物に富

み,ふつ う黒色を呈する。長石類に富む岩体

の場合には鉄苦土鉱物に富む部分と長石に富

む部分 とが比較的はっきり分かれて幅 2～ 3

mな い し5m程度の縞状構造を示すこども稀

ではない 。構成鉱物の上では鉄苦土に極めて

富むほかは, しば しば,ザ クロ石類を含む こ

と,ま たバーサイ トおよびアンテ ィパーサイ

トを欠 くことが特徴である。鉱物の組み合わ

せか ら次のように分け られる。

a.ザ クロ石,斜方輝石,褐色角閃石 (斜長

石 )

⑤ .ザ クロ石,単斜 および斜方輝石,褐色角

閃石,斜長石 (石英 )

c.単斜およびまたは斜方輝石3褐色ないし

緑色角閃石,斜長石 (黒雲母 )

d.単斜および斜方輝石

o.単 斜および斜方輝石,褐色ないし緑色角

閃石,斜長石,石英

f.緑色角閃石,斜長石

g.緑色角閃石,黒雲母,斜長石,石英

h.単斜輝石,青緑色角閃石,柱石

(4)ザ クロ石・ 黒雲母,花間閃緑岩質片

麻岩類

野外においては一般に灰色ないし自色の外

観をもち,時に黒雲母に富む優黒質部 と長石 ,

石英に富む優白質部 とが細かに縞状を示す こ

と,ま たほとんど常にザクロ石を含む ことな

どがその特徴である。ふつ う中粒ない しやゃ

細粒で一般にはあま り著 し〈ない片麻状構造

Tll―



を示す。構成鉱物の点では ザクロ石,黒雲母

の組、み合わせを持つことが一番の特徴で,斜

長石,石英 を常に含む。副成分としては燐灰

石 とジル コンとが多く鶴石は少ない。

0。 ザクロ石,黒雲母,斜長石,ア ンテ ィパ

ニサイ トおよびまたはパーサイト,石英

b.ザ ネ由石:斜長石,パーサイト,石英

C。 黒雲母,斜長石,パ ーサイ ト・ 石英

(5)黒 雲母花轟片麻岩類および黒雲母花

間岩類

これ らは共に肉紅色加里長石類の存在で特

徴づけられる岩石 .片麻岩構造の発達の程度

で花商片麻岩または花満岩に区別される。構

成鉱物の点では一般にザクロ石を欠き黒雲母 ,

酸性斜長石,パ ーサイ ト,石英などに富むこ

とを特徴 としている。

a.緑色角閃石,斜長石,パ ーサイ ト,石英

b.緑色角閃石,黒雲母,斜長石,ア ンテ ィ

パーサイト,石英

c。 黒雲母,斜長石 (ア ンテ´パーサイ ト )

パーサイ ト,石英

南 極 産 岩 石 標 本

(6)ペグマタイ ト類

a.角 FA5石 ,黒雲母,斜長石,石英

b.黒雲母,斜長石,カ リ長石D石英

(7)氷河堆積物

露岩地域の凹所には底堆石層が発達 し,低

地～山腹,到る所に大小の迷子石が見出され

る。

a.ザ クロ石,黒雲母,珪練石片麻岩

b.角 FAl岩

c.緑簾石,角閃岩

d.緑泥岩

e.ザクロ石,自雲母 ホルンフェルス

f.黒雲母ホルンフェルス

g.イ ルメナイ ト,普通輝石玄武岩

(8)含貝化石砂礫層

Adamussium c01becki(■ A
SMITH)

L aterula elliptica(KING

et BRODERIP)

次に前述の実際の岩石標本について肉眼的

観察 と薄片の顕微鏡観察の点か ら考えてみる。

長崎北高等学校地学教室蔵

標本 1重   さ

B 1 346.67

特徴的鉱物,その他

ザクロ石,黒雲母,花間閃

緑岩質片麻岩

ザクロ石,輝石,角閃石, 1塩基性変成岩類

結晶粗粒       ◎

D164駐 0フ

ト

181優黒

1彙

閃石,輝石,表面な

lζ lf基「
変成岩

脊

:薦

~~~T蓬

瓦丁高極丁葉
考 1地質時代 :カ ンブリァ紀

黒雲母,ザクロ石が縞状を

なす。表面凹あり   ②

334.57
ザクロ石,石英,斜長石

,

粗粒         ②

―- 1 2-‐



標 本 A

6.6々 で 4個の標本の中では最も大きいも

のであるが,風食によると思える大きい凹部

がいくつも見られる。長石と石英を主とした

自灰色部に,黒雲母を主とした縞状の構造を

明確に表わし,ま た黒雲母を含む縞の部分に

はザクロ石も混存 している。ザクロ石の粒の

大きさは 2～ 5mぐ らいである。長石も大き

い粒で 2 Cπ ぐらいのが数は少ないけれども所

々に入 つている。岩石名としてはザクロ石,

黒雲母,斜長石,石英を確実に含んでいる点

か ら,ザクロ石,黒雲母,花商閃緑岩質片麻

岩であると考えられよう。観測船「 ふじ」の

甲板に展示 してあったのも,こ の種の岩石で

あったI,地質図から見てもこの岩石の分布が

昭和基地附近では最も広い。

標 本 B

優黒色で粗粒な岩石で,ザ クロ石,輝石
,

角FA5石 ,斜長石 (石英 )を 多〈含んでいる。

岩石としては塩基性変成岩の破片であろう。

標 本 C

優自色で粗粒な岩石で灰色の石英とデL白色

の斜長石粒を主としているが,赤茶色のザク

ロ石 (径 5～ 10御 )を 多く含んでいるのが

特徴である。また鉱物としては小さくて目立

たないが黒雲母を層状に含んでいる。この岩

石もA標本同様,ザ クロ石,黒雲母,花 綺閃

緑岩質片麻岩類に属する。

標 本 D

全面黒色鉱物の集合体で 2本の細い白い線

が入っているだけであぷヽ。黒色の鉱物は顕微

鏡で見ればほとんどが緑色の角FA3石 と輝石で

ある。鏡下では等粒状的で鉱物の配列はあま

りはっきりしないが,肉眼的には長石の白い

配列である細い自線に平行に,角閃石等がき

れいに配列 した岩石である。無色鉱物として

は斜長石のほかは石英を含んでいる。ザクロ

石はこの岩石には見当たらない。塩基性変成

岩類に属することは明らかである。比重も,

3.18と , 4個の中では高い値を示 している。

この岩石は拳大であるが,片倶1の表面は比較

的なめらかに磨かれている。露岩地域に散在

する礫のひとつで氷河などに運ばれたことが

あったのだろう。

次にこれ らの岩石の生成年代について述べ

よう。

岩 石 の 地質 時 代

既述のごとく, リュッォウホルム湾沿岸地

域 (オ ングル島も含む )の変成岩は,東南極

大陸の先カンプリア代変成岩に対比されてい

た。 (立見,菊池 1959, 1960)。

しかし, そ の後 ,TATsuM1 0

KIKUCHI,KlZAKI(1963)

の報告で次のようなことが明らかになった。

岩石の中のBiotiteゃ Euxenite に

っぃてRb/Srゃ U/Pb法による年代測定

が実施された。絶対年代は約 5億年であつた。

この結果にょれば,こ の地域の変成岩にとっ

て信頼されうる変成作用のおこつた年代は,I

先カンプリア代ではな〈,古生代カンブリア

紀である (N IcOLAYSEN その他

1961)(SAITO その他  1961)。

また東南極大陸の大和山脈産の花嵩片麻岩の

中の黒雲母の年代は 4.57億 年であると

PICCIOITOllcOPPEZ(1963)

-13-



は報告している。                ar01nd Lutを ow=b01哺 buttt a

結論をいえば問題の碧差標本は約5億年,   a ttd:rt h e ttYattat6磁 範顧麟お "

すなわち, カンプリア紀に変成をつけた片麻   (D彙 ONNl褐毯 FAttlも LAF―
岩ということになる。             l ttLLA'

結  語                 (4)西 堀栄三郎(1958):南極越冬記,岩

波新書        :           ▼

このようにしてわれわれが簡単には行けな  (5)立見辰雄,菊池徹 (1959):南 極昭和

い最絶 地,南極の一片を前に晩 。 このこ   基地附近の地質的観察 (その 1)南極資料

とは5億年前の,楯状地の岩石を前にするこ   8号
とができたことになる。そう思ってしみじみ  (じ)立見辰雄ら菊池徹 (1950)i南 極昭和    v
と岩石を見ると新らたな喜びと感激がわいて   基地貯近の地質的観泰 (その2)南極資料

くる。地学教室に友人が訪れた時などは F南   9号
極にさわって見たら?」 などと言つて一人悦  (7)村山雅美 (1965):昭 和基地,講談社

に入っているのである。またいつの日かこの  (8)世界大百科事典,平凡社

ように「 月
~tiの

岩石 」がならないものかと, (9)柴 田秀賢 (1968):日 本岩石誌Ⅳ変成

かすかに願っているのであるが・…00。      岩・朝倉書店

文末になってしまったが,貴重な岩石を寄  αO 牛来正夫 (1968):地球科学講断 暮

贈 し,見る機会を与えて〈ださった。江村日   地穀岩石鉱物3共立出版

雄氏0本田敏朗君,岸川倫子君,川 由真須美

君,片山清美君に深く感謝したい。南極の地      (略 和 43年 1う 月10日 受理 )

質文献については ,東京大学教授・ 第 4次南

極観測隊長,立見辰雄先生にかせわになった。

深〈感謝の意を表します。

最後に厳しい南極において南極観測をされ

た多くの観測隊員と南極の自然にいどんでお

られる観測隊員諸氏に敬意を表するとともに,

南極観測の今後に大いに期待するものである。
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