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研究発表要旨

(○印は発表者)

1日 大村扇状地の上の黒土

―黒土の中からヒューミン (微粒炭)を探せ一

〇阪口 和則 (り |1棚高校)・ 大村高校地学部

はじめに

縄文時代以降,人々の生活の場所であった大村扇状地はどのようにして,い つ形成されたのか。

また,大村扇状地を広 くおおう黒土はどのようにしてつ くられたのか非常に興味があった。

従来は,黒土の成因として次の 2つ が考えられてきた。

1)母材生成説 (非堆積説 )

母材 (主 に火山灰)の風化物に多量の腐植が集積 したもの

2)土壌堆積生成説

無機的成分を堆積 しつつ腐植に富む土壌 としてクロボク土が累加形成された

ごく最近,つ ぎの論文が地質学雑誌に発表 された。すなはち,「山野井徹 (1996)黒 土の成因に

関する地質学的検討」である。そこでは,古代人の野焼 き等で生 じた燃焼炭粒子 (微粒炭)が活性

炭となって,可溶腐植を吸着 0保持 し,ク ロボク土が形成されたという新 しい説である。これは
,

上記の 2の 説を支持 している。

黒土の分布 と縄文遺跡の分布の交わりの調査

もし,こ の黒土が,縄文時代の人々の焼 き畑によってつ くられたと仮定すれば,黒土の分布 と
,

彼 らの生活の場であった遺跡 とは交わりがあるはず と考えた。

縄文遺跡の分布は長崎県教育委員会から長崎県遺跡地図がつ くられていたのでそれを利用 して ,

2万5000分の 1に 写 し取った。

黒土の分布は国土調査「大村」を参考にして,同 じように地図の上に表現 した。

その結果,遺跡の分布 と黒土の分布には深い関係があるように見える。

黒土の中からヒューミンを探す

山野井 (1996)の論文の中にある分析の方法によって,プ レパラー トを作製 した。

ただし,フ ッ化水素酸による珪酸分の溶解の過程は省略 した。

作業手順

1)花粉粒子サイズのものにするために,飾で,0。 074mm以 下のサイズにした。

2)可溶性の腐植 を抽出するために KOH(10%溶 液)に 1昼夜浸 した。その結果,褐色の濃い抽

出液が得 られた。とくに,0。 074mm以 上の粒子で試みた場合はその濁 りが極端に強かった。抽出

液を除 くために何回も水洗いをした。比較のために,多良火山麓扇状地堆積物についても同じ方

法で処理 したが,こ のように濃い抽出液は得られなかった。

3)氷酢酸で洗浄後,無水酢酸 と濃硫酸の 9:1の 混液で 1昼夜処理 し,そ の後,氷酢酸で洗浄 し

た。

4)ス ライ ドグラスに滴下 して,観察 した。
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所定のサイズ (0.074mm)よ り大きな粒子ではヒュー

察しにくかった。

顕微鏡観察の結果

山野井 (1996)の記載のように [黒色が強く不透明で
,

プで角ばった板状を呈するが,短冊状の細粒片である。]

また,多 くの花粉も検出できた。

参考

腐植(humuS)

ミンがうまく分離せず,塊状になって観

その縁は切 り割られたかのようにシャー

ヒューミンを多 く観察することができた。

樹木質が腐朽分解する過程で生じる黒色物質の総称。乾操すればかたく,光沢あるわれ口を示す

ことがある。アルカリにとけ,酸では茶色のグル状物質となって残る。樹木のセルロース質はバク

テリアや菌類の作用につづく化学的変化をうけコロイド状となリフミン (ウ ルミン)に 変わると考

えられ,酸に可溶のブルからグルの形となる。土壌中からもフミン物質はえられ植物の栄養の重要

部分をしめる。化学的には複雑な化合物で fulvic酸・hymatomelanic酸 ・pyrOmatomelanic酸 ・フミ

ン酸 0フ ミンなどが区別されている。泥炭においては全重量の60%を しめることがあり,褐炭・石

炭中にも存在。石炭組織学的にはビトリニットに相当する。

(徳永重元 :1970 地学事典,平凡社,p944)
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2.動物化石 による野島層群の検討

―野島層群の分布範囲一

〇河野 隆重 (河野技術調査)・ 河野 昌子・河野 重範・河野憲二郎
九州北西部は,古第三紀漸新世の西彼杵層群 (杵島層群)の上位に佐世保層群,そ の上位に新第

三紀中新世野島層群がある。

野島層群の各地から動物足跡化石を多数発見 した。 しか し産出化石 と地質図の地層名が一致 しな

い地域が存在することを知った。佐世保層群から発見されていない淡水貝 B`′′6J77ハ α`を基準 とし動

物足跡化石,緑色凝灰質砂岩泥岩互層 と比較検討 し,新たに野島層群 と考えられる範囲を示 した。

これまで野島層群における動物足跡化石は,昭和33年 3月 小佐々町の海岸で発見 されたことが報

告されている。さらに平成 7年 4月 河野重範 0憲二郎によって鳥類足跡化石が発見された。

別表に示す如 く大型の偶蹄類,は虫類,鳥類,カ メの骨格等,長崎県,佐賀県内の各地より多産

した。一部の化石は,前肢の上に後肢が重なる足跡を残 している。また,化石産状は 3形態を示 し

ている。

1は 軟泥上の足跡に極細粒砂が流入 し恰 も足跡模型 と同様な形状。

2は やや固いシル ト質の地面を歩行 し, 2～ 3 cmの深 さの足跡を層理面に残 した形状。

3は リップルマーク上に軟泥が堆積 し偶蹄類が歩行 し,その足跡に細粒砂が流入 し1と 同様の形

状を示 しリップルマークと一体化 した形状。

まとめ

これまで野島層群の淡水貝化石は,五島奈留島 (五島層群奥浦層),崎戸町平島,小佐々町,鹿
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町,松浦市御厨海岸,志佐川流域等限られた地域に分布 していると言われ 長崎県鷹島,佐賀県肥

前町は佐世保層群鷹島層及び柚木層と記載されていた。

しかし,鷹島町及び肥前町の海岸から野島と共通の化石が産出したことから,野島層群東端の分

布範囲は鷹島北部を含み肥前町に至る範囲と考えられる。

仮屋湾を挟んだ対岸の玄海町の海岸には力んιrjθα〃jα ,Pttrが産出するため,明 らかに野島層群

大屋層,深月層ではない。

仮屋湾は畑島～有明断層線の延長線上と言われているが,野島層群と佐世保層群の佐賀県におけ

る境界と考えられ今後の検討課題である。

さらに,西端は福江島を含む五島列島全体に五島層群が認められ,今後,五島地域を重点時に調

査することが重要である。

ここに新たに「野島動物群」を提唱するものである。

【特別講演講師紹介】

渡 辺 一 徳 先生

熊本大学教育学部教授の渡辺一徳先生は,熊本県玉名郡南関町下坂下のご出身で,昭和18年

(1943)に お生まれになられました。

昭和41年 (1966)に熊本大学教育学部を卒業され,同大学大学院理学研究科修士課程地学専攻を

修了した後,理学博士の学位を受けておられます。

職歴としては,熊本大学教育学部に勤務され,平成 7年 (1995)に は教授に昇任されました。ま

た,熊本県文化財保護審議会の委員もされています。

先生のご専門は火山地質学であり,伊豆大島,雲仙・普賢岳,九重火山などの噴火活動では,「大

学合同観測班」に参加して,調査研究を重ねておられます。とくに,阿蘇火山や雲仙火山などに関

しては,多 くの論文を発表しています。また,地質調査所地質部の星住英夫技官との共著で刊行さ

れた「雲仙火山地質図 (1三 25,000)」 は,長崎県の地学に関心をもつ私どもにとって,誠 に貴重

な研究資料として活用させて頂いております。

(紹介者 :長岡信治理事)
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「火 山 と 災 害」

貪資本大学教育学者Б教授 渡 辺 一 徳

最近,国の内外を問わず,火山噴火とそれに伴う災害が多発している。地球上には約800イ固の活

動的な火山が知られている。地球上での火山の分布は偏っており,火山が集中して分布する地帯は

火山帯と呼ばれる。わが国は世界の活動的な火山の約10%に のぼる85個の活火山を有する世界有数

の火山国である。活火山を,わが国では「過去約2,000年 以内に噴火した火山,ま た噴気活動の活

発な火山」と定義している。国土の狭小なわが国では,生活の場が活火山のすぐ近くまで接近して

いる場合が多い。また,火山地帯の多くは公園化され,多 くの観光客が火山を訪れる環境にある。

したがって,わが国ではとくに火山の噴火に伴って様々な災害が発生する機会が多くなる状況にあ

る。

火山の噴火様式は,噴火を引き起こしたマグマの粘性に大きく影響されることは周知のことであ

り,マ グマの粘性は,マ グマの化学組成と温度に主に依存している。また,マ グマの性質だけでは

なく,噴火の起こる「場」の問題も重要である。すなわち,噴火の場が陸域か水域かで噴火の様式

が大きく変化するからである。

ここでは,ま ず,世界の火山の分布や噴火の様式と災害の特質について概説し,引 き続いて,阿

蘇火山と雲仙火山の最近の活動を例として,噴火の特性と火山災害および防災に関する問題点を指

摘 してみたい。

私は火山について研究している立場から,火山と人間生活に関して次のような考え方を多 くの人

に持ってもらうように願っている。

火山には,一回の噴火で活動を終えるいわゆる単成火山もあるが,多 くの火山の一生は一般に数

万年から数十万年と非常に長い。それらの火山は数十年～数百年間の休止期をはさんで噴火を繰 り

返すのが普通で,数千年～数万年の休止期をはさんで噴火することもある。

数百年の休止期は,火山の一生にとっては「ほんのひと休み」にすぎない。今回の雲仙普賢岳の

噴火はおよそ200年 ぶりで,その前の噴火はその更に約130年前のことである。日本を代表する富士

山も多くの噴火記録を持ち,その最後の噴火は1707年 (宝永 4年 )で ,以来,約300年 が経過しよ

うとしている。

火山の周辺にはたくさんの人々が,その恵みを受けながら生活している。火山の裾野は,一般に

火山灰,火砕流,土石流などの堆積物でできている。しかも,そ れらは,火山活動の活発な時期に

短期間に形成される場合が多い。そのような活動的な時期の間には,人間の寿命に比べてちょっと

長い安定期が挟まれているために,そ こがいつの間にか人間生活の場となるのである。

今回の普賢岳の噴火は,火山の裾野が持つこのような宿命的な側面を我々に強く認識させた。約

200年前に大きな被害を被った浅間山の山腹斜面の開発の例を見るまでもなく,火山災害に対する

防災を考える上で,短 0中期的な噴火予知研究の推進と合わせて,そ の土地の持つ過去の歴史を十

分に考慮した長期的な土地利用を検討することが課題である。
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