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研究発表要旨

(○印は発表者)

水無川・ 中尾川沖 における土石流堆積物の粒度組成

〇近藤 _寛 (長崎大学 0教育)

賞員本勇一良『 (島原第二小学校)

山下 和博

2.地形学的 に見た島原半島の火山構造発達史

(島原 カルデラの提唱 )

寺井 邦久 (島原高校)

3.雲仙火山の火山麓扇状地 扇端部 に分布す る阿蘇火砕流堆積物

○田島 俊彦 (長崎市)

竹下  壽 (北九州市)

雲仙火山周辺には,多数の火山麓扇状地や沖積扇状地が分布している。1970年～1995年 の地表調

査によって,阿蘇 4火砕流堆積物の分布地を別表 (配布資料)の通 り,確認することができたので

報告する。

雲仙火山周辺の火山麓扇状地扇端部に分布する阿蘇 4火砕流は,殆 どが有明海研究グループ

(1965)に よって竜石層と呼ばれた火山砕暦岩層の中位に挟在しているので,阿蘇 4火砕流より下

位の火砕岩層を下部竜石層 (仮称),上位の火砕岩層を上部竜石層 (仮称)と 区分した。また,阿蘇

4火砕流はその上位を瑞穂ローム層,吾妻層,三会ローム層などに直接に被覆されている所もある。

4.雲仙火山の火山麓扇状地 扇端部に分布する阿蘇 4火砕流堆積物中

の黒曜石～黒色安山岩質砕層物について

○竹下  壽 (北九少H市 )

田島 俊彦 (長崎市)
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5.大村の活断層

○阪回 不眼J伏村高校)

高嶺 忠彦 (大村市)

1。 研究の発端

『新編 日本の活断層』 (東京大学出版会刊)に よると,北から南へ

4 大似田 確実度H 活動度C 長さ 5 km 走向NW
断層 (上下)変位 SW(20～ 30m)

5 松尾 確実度H 活動度C 長さ (1)km 走向NW
断層 (上下)変位 SW(20～ 30m)

6 向木場 確実度H 活動度C 長さ (1)km 走向NW
断層 (上下)変位 SW(20～ 30m)

15 諫早北西付近 確実度H 活動度C 走向WNW
a 菅牟田 確実度H 活動度C 長さ2.7km 走向WNW

断層 (上下)変位 S(20m)

b 広瀬  確実度H 活動度C 長さ1.5km 走向EW
断層 (上下)変位 S(20m)

C 小川  確実度H 活動度C 長さ1.3km 走向NW
断層 (上下)変位 S(20m)

以上の 4本の活断層が示してある。

5松尾と15諫早北西付近の活断層は一連のものである可能性がある。

2.断層の調査

これらは地形模型の線状構造の位置とは必ずしも一致していないので,線状構造をもとにして北

から南へ

A(坊主谷～白木峰)断層………………… 4 大似田

B(徳泉川内～琴川～正久寺)断層・………5 松尾と15諫早北西付近

C(赤佐古～向木場～平松)断層………… 6 向木場

D(岩松～風観岳～破籠井)断層

と名付け,そ れぞれ右のように対比した。

B(徳泉川内～琴川～正久寺)断層は諫早市本野町円能寺付近から東に向かって 2つ に分かれて

いるように見える。その支脈は琴川～目代町小山～中田町中田に伸びている。

大村市小川内町小川内における,B((徳泉川内～琴川～正久寺)断層の位置には,湧水の多い破

砕帯が存在する, という情報がある。湧水の位置は確認しているが,工事現場であるために破砕帯

の確認はできていない。

多良火山の火山麓扇状地の堆積物の年代も雲仙岳のものおおよそ同じだと推定すると,活断層が

活動した年代は30万年以降であることがわかる。その後,縄文,弥生時代の遺跡や,古文書の中の

地震の記録などその関係を探しているが,それを切る断層の存在は確認していない。

「大村～諫早」の活断層の位置を 1/25000地形図上に確定できたので報告した。
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6.多良岳 (黒木地域)の熱水変質を受けた岩石について

○迎  満康 (佐世保北高校)

阪口 不日貝J(大村高校)

7.西彼杵郡層群間瀬層におけるプロトプテルムの産出について

○ 河野 隆重 (河野技術調査)

河野  昌子

河野 重範 (武雄中3)

河野謙二郎 (武雄小 6)

これまで北部太平洋沿岸 (ア メリカ西海岸 0日 本)における漸新世後期～中新世初期の地層から

潜水性のペンギン様鳥類 (プ ロトプテルム)の産出が報告されている。

我が国では,長崎県大島町,佐賀県伊万里市,多久市,福岡県北九州市,福島県いわき市で発見

されている。

今回発見した地層は,西海町中浦の海岸で国の天然記念物の七釜鍾乳洞と層序を等しくする西彼

杵層群間瀬上部蠣ノ浦層である。同時に産出した化石は,■εθsれ Л励グル%Lグπ厖れ FπノィθZπら

さめの歯,椎骨,凝灰岩の上部層及び転石から,プロトプテルムの足指骨,ウ エの トゲ及び L物磁勿

を産出した。

プロトプテルムの骨格標本は,骨片まで含めると約100点 に及びその中でもクチバシは始めての発

見であり,さ らに大腿骨と骨盤の関節部の発見及び骨盤の発見は今後プロトプテルムの復元に重要

な役割を果たすものと考える。また,中足骨のサイズが 3種あり少なくとも3個体のプロトプテル

ムの化石であることを示している。

これらのことから,地質年代は,七釜鍾乳洞と同じ3500万 年前の漸新世前期であり,最古のペン

ギン様鳥類の化石と考えられる。

我が国における鳥類化石は,産出標本数が少なく比較研究が困難な分野であり,足跡化石も含め

現生の鳥類 との関係について今後調査研究を進めて行 く必要がある。

8.佐世保市黒島の大岩脈 と水資源・ 石材業の現状

鎌田 泰彦 (長崎大学名誉教授)

黒島は佐世保市相浦港の約12km西方にあり,東西4.3km,南北2.5kmを もつ横長の島である。台地

性の地形は,中央部をNW一 SEに刻む谷 (本村―名切構造線)に よって東西に分けられる。

黒島の地質は,野島層群の深月層を基盤とし,こ れに重なる黒島閃緑岩よりなる。西端の女瀬ノ

鼻の付け根には,深月層に貫入した 3本の玄武岩の平行岩脈があり,総延長は約300mに達する。幅

員は最も厚い東列で2.5mは ある。

黒島の水資源は,黒島閃緑岩中の亀裂や,真砂 (マ サ)状の風化帯に含まれる自由面地下水であ

る。本村一名切構造線の両端や,閃緑岩の基底部 (不整合面)付近に湧泉がある。平成 6年夏以来
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の猛暑・少雨による渇水時には,岳の池や多 くの湧水は枯渇したが,

水道水源や浅井戸は渇れなかった。

黒島の閃緑岩は,古 くは江戸時代から「黒島みかげ」 (青みかげ)

現在は 3社 (黒島石材・佐世保石材・宝亀石材)が石材業を継承し,

る。従業員はそれぞれ 5～ 8名である。

本村一名切構造線付近の簡易

として採石・加工されてきた。

墓石・石碑などを製造してい

9.1874年 12月 の金星日面経過観測
一アメリカ観測隊のダビッドソン点―

原 口 孝昭 (長崎県教育センター)

金星の日面経過現象の観測に来ていたアメリカのダビッドソンは,日本政府の高官に経緯度原点

を東京に決めるための測定を依頼された。長崎ではダビットソン,東京ではチットマンが,明治 7

年 (1874年)12月 20日 から翌年の 1月 2日 まで電信経度差測定を行った。その結果,長崎と東京の

経度の時間差は39分 30。 2秒 と測定され,東京の観象台の位置が東経139° 44′ 57〃 ,北緯35° 39′ 21〃 と決め

られた。この値は, 1月 9日 に明治天皇に報告され,最初の経緯度原点となった。この原点を決め

る基準 となったのは,ダビッドソンが観測した長崎の測点である。この測点は従来,大平山にある

とする考え方があった。後年,日 本の内務省地理局やアメリカ海軍の測量隊が電信経度差測定を行っ

ているが,ダビッドソンが観測した場所は,松ヶ枝にあった大北電信社構内であることが半J明 した。

金星の日面経過観測を行った大平山観測所は,第二のダビッドソン点であると結論付けができる。

10.シ ューメーカー・ レビー第 9彗星の衝突 による木星面の変化

松本 直弥 (西海地研lal)

20個余 りに分裂したシューメーカー・ レビー第 9彗星 (SL9)は ,1994年 7月 17日 から7月 22

日の間に次々に木星へ衝突した。

事前には,衝突により木星面に変化が生じたとしても,特殊な波長を用いる専門家にしか観測で

きないと考えられていた。しかし,実際には木星面に大衝突痕 (暗斑)が発生し,アマチュアの機

材で可視光による観測が可能 となった。

7月 22日 までの衝突により木星の南極近 くには分裂核に応じた大小の衝突痕が並び, 9月 上旬ま

での観測で,本星面の気流により流され次第に帯状になる様子が観測された。

木星へ彗星が衝突する確率は1000年 に 1度 と言われる。太陽系内の天体同志が衝突する状況が観

測されたのは人類史上初めての事であった。この衝突により彗星と木星,そ して天体の衝突に関す

る貴重な情報が得られた。また,地球に対する天体衝突の危険性について警鐘を鳴らすことにもなっ

た。
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