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I 研究の目的と経過

目的 :昭和 43年から昭和 45年末までの約 3年

間に 61個の化石オームガイを採集し,昭和 46

年 1月 に「 沖ノ島における化石オームガイの研刻

としてまとめた。しかし,多 くの問題点を残して

いる。その主なものは次のとおりである。

1。 沖ノ島層の他の古生物群の古生態について

研究の範囲を広げる。

2.沖 ノ島層の各単層の岩石の顕微鏡下におけ

る研究を行なう。

3.沖ノ島層の堆積環境を解明する。

4.沖ノ島層の上位の伊王島層の古生物群の研

究および岩石の研究をおこなう。

これらのなかで,特に今回は 3の研究の一端と

して,沖ノ島層の堆積当時の古海流の方向を解明

する事に焦点をしぼり,次の 3項目の研究目標を

たてた。

.1.地層中にある小木片,炭礫,Turritella

およびツノ貝などの長辺方向の計演L

2.化石オームガイの埋没姿勢から気房の向き

の計測。

3.化石オームガイの破損度により漂流距離を

求める。

以上の目標のもとに昭和 46年 1月から10月

までの間,野外調査と室内研究をおこなった。

経過 :野外活動め最初に, 100の地質柱状図と

沖ノ島層の堆積環境(1) 〒古海流 の研 究
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地質断面図の作 り直しをおこなった。これは化石

オームガイの産出層準の確認と各単層の一つすつ

にもぃて炭礫などの方向の調査のために必要であ

らたためである。

この活動 と平行して,層理面上に現われている

小木片化石,炭礫などの長辺方向の計測や,基準

にした層か ら10%お きに岩石をサンプリングし,

層理面に平行な薄片を作 り,小炭礫の長辺方向の

計測をおこなった。

化石については化石オームガイの変形状態や破

損状態を調べ,大きさの計測や復元した化石オー

ムガイの予想される大きさの計測,埋没時の化石

オームガイの姿勢や気房の方向の計測をおこなっ

た。

I 研 究 の内容

A 小木片′炭礫′ 丁urriteHa′ ッノ

員の長辺方向の計測から考えられる古海流

小木片や炭礫から求める方法として,野外にお

いて,層理面にあらわれた小木片や炭礫の長辺方

向の計測と,岩石薄片中で見られる小炭礫の長辺

方向の計測の方法を考えた。

炭礫の成分となるものはほとんど木片であるの

で;Jヽ本片を水面上に浮べてみると水流の方向と

木片の長辺方向とが‐致する。

そこで,現地で層理面上に現われている小木片

や炭礫の長辺方向を, 3381「4の資料について計
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測した。重復するのを防ぐために計測 したものに

はすべてペンキで印をつけた。同様にЪ rritella_

とツノ貝の埋没方向 (長辺方向 )を調べたが,個

数が少ないために図表化せずに参考資料とした。

ただし,小木片や炭礫の計測の場合,層理面に平

行に埋没しているものだけに限定して測定 し,一

部が地層の中に入っているものや,長辺の長さが

短辺の長さの 2倍以下のものは計測 しなかった。

層理面に平行に埋没しているものと,―部が地

層の中に入っているものの数の比は求めていない

ので,はっきりしたことは不明であるが,平行に

埋没しているものが多いように思われる。

計測の結果は図 1に示した。この表か らみると

古海流はNW～ NNW二 SE～ SSEの方向と考

えてよい。

図 1

岩石薄片中の小炭礫の測定は,各単層の走向,

傾斜を計り,サンプルに記して方向がわかるよう

にして,層理面に平行な薄片を作成した。顕微鏡

下で計測した長辺方向の結果を図 2に示した。

この結果は前述のものとあまりよく一致していな

い。このことは,薄片の作成がやや未熟であった

こと,計測した資料の数不足による誤差と考えら

れるが,今後検討を要する問題である。

B 化石オーム ガイの研究か ら考 え られ

る古海流

1 化石オームガイの破損度

昨年発表した論文では化石オームガイは現地性

のものであるとしているが,昭和 46年中に新し

く採集した50個の標本を見ると,気房のみ残っ

ているものや破片が意外に多い。 (表 1参照 )

したがうて化石オームガイのすべてが現地性であ

るということは少し疑わしいものになった。

表-1

また,化石オームガイが産出する Z one l～

10を見ると,各 の々 Z oneで産出密度の差が大

きい。そこで層厚と化石オームガイの密度,破損

度,大きさなどにより,沖ノ島層を3層に区分し

50個の標本の破損度を比較研究してみた。

(表-2,図―1参照 )

その結果は表-2のとおりである。上部層は破

損度が極めて小さい a型がほとんどであるが,中

部層や下部層では, a型,b型は少なく, c型が

図
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表-2

図 3

a型 :割 国と住房との中間線までの間が欠除した

もの

b型 :住房の中間線より隔壁までの間が欠除した

もの

c型 :気房のみ残っているもの

d型 :そ の他 (破片など )

あらわれているのが特徴である。このことから,

上部層の化石オームガイはほとんど漂流していな

いのに対して,中・下部層のものは或る距離だけ

流れてきた可能性がでてくる。

2 沖 ノ島層産の化石 の大きさ

化石オームガイの全長の平均をとると,

上部層 15.5動 ,中部層 14.8働 ,下部層

13.5硼 となり,上部ほど大きいことがわ

かる。このような傾向は他の貝化石,と く

にVenericardia nippOnicaと P itar

kyushuensisに ついても同じである。す

なわら,中部層では 5～ 6"の大きさであ

るのに対して;上部層では 10～ 15御に

及ぶものを産出する。 (表-3参照 )     v

化石オームガイの破損度と化石の大きさとか ら

考察してみると,沖ノ島層の堆積環境は下部より

上部になるにしたがって,オ ームガイの生息に適

した亜熱帯性になったことがいえる。したがって

下・中部層が堆積する頃は化石オームガイは,沖

ノ島より少し南方に生息し,死後漂流して堆積し

たが,上部層が堆積する頃は現地に生息したので

はないかと考えられる。

5 化石オームガイの埋没姿勢から考えられる

古海流

前述のとお り,沖ノ島層上部層では化石オーム

ガイは現地性であることが明 らかである。したが

って上部層において,ほぼ完全な形で埋没してい

る。しかし,中・下部層においては若干漂流した

ために殻の保存が良 くないと考えられる。そこで

一番海流の影響を受けやすいと考えられる図-2

のように堆積した化石オームガイ 5個について古

海流の方向を求めてみた。化石オームガイが図―

4のように堆積した場合,海流の圧力により図―

5のように気房の向きと海流の向きとが二致する

ものと考えられる。この考えから求めた古海流の

方向は 4個が SE→NW, 1個がSSE→ NNW

であった。

したがって化石オームガイの埋没姿勢か ら考え

られる古海流の方向は, SE→ NWとみてよい。
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流距離は沖ノ島層下部から上部層に移るにつれて
Ⅲ 総  括          短縮されたと思われる。

以上のことから,沖の島層の堆積時の古海流は,今までの結果をまとめてみると,

1。 小木片,炭礫か ら求めた方向は,       SE～ SSE  NW～ NNWの 向きであったと

NW～ NNW―一 SE～ SSE       推論する。

2.岩石薄片中の炭礫から求めた方向は,

Ⅳ あとがきNW～ ENE――・SE～WSW
3.化石オームガイか ら求めた方向は,      私達は,沖ノ島層の堆積環境の中でも,古海流

の研究を行なってきたが,なお問題点が多い。そ     ;SE― NW                                       _
である。したがつてこれ らのことか ら,沖ノ島  こで,今後の課題を列挙すると,

1.岩石薄片中にみられる炭礫の方向を再検討層の堆積時の古海流の方向は,

する。NW～ NNW― SE～ SSE
破損度2.化石オームガイのすべてについて,と考えてよい。

や大きさの計測をし,化石オームガイの現地    V前に述べたように, 2の岩石薄片中にみられる

性,異地性の問題の再検討をする。方向が, 1お よび 3と やや異なるのは,検鏡 した

岩石薄片の作成法の未熟さと枚数不足により誤差    3。 沖ノ島層の堆積環境の多角的な研究をおこ

なう。特に岩石薄片の検鏡,粒度分折,重鉱を生じたものと考えられるが,今後詳細に検討を

物分析,花粉分析等を研究する。要する問題である。

また,沖ノ島層堆積中に化石オームガイの生息   4.沖 ノ島層 と伊王島層とか ら産出する化石を

比較検討する。に適する環境因子 (水温の上昇 )になったことは

前に述べたように明らかである。沖ノ島下部の堆   5.伊 王島層の堆積環境の研究をおこなう。

積時から中部層堆積時にかけて,漸次化石オーム  以上のようである。

ガイの生息場所が北上し,上部層の堆積時には現   会員の皆様方の御批判を頂けましたら幸甚です。

地に住みついたと考えられる。したがつて殻の漂

全日本学生科学賞作品審査にあたって

山 本 寿 ―  (長崎県 理徽 育センター指導主事 )

読売新聞主催の日本学生科学賞には,長崎県よりの応募作品が遂年増加していることは誠に

喜ばしきことだと思います。しかもその作品には,毎年最優秀賞 (内閣総理大臣賞,文部大臣      V

賞,全日本科学教育振興委員会賞 )に入賞でき,地方審査に当たった者として実に素晴しいこ

とだと思います。

審査にあたって感じたことの二三を申しますと,先ず研究の動機とねらいは,日常目につく

些細なことに探究の目をむけた素直なアイデアが多い。研究の経過で,①調査,観察実験の計

画は多角的・多面的である。②資料は十分で,③結果の処理の工夫や,④推論・考察について

も,い ろいろ考えさせ られる作品が多いと思ったりしたわけであります。
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