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研究発表要旨

(○印は発表者 )

1日 長崎湾の沖積層と完新世海水準変動

長岡 信治 (長崎大・教育)

(1)長崎湾の長崎低地は段丘を除くと,主に扇状地性の谷底平野からなり,三角州の発達は悪い。

その海側は江戸時代以降の埋め立て地である。

(2)ボーリング資料,露頭観察,な どから,長崎湾の沖積層は,下部の浦上川基底礫層 :Urg,上

部の出島粘土層 :助cに分けられる。浦上川基底礫層は最終氷期または完新世の低海面期の河川

堆積物,出 島粘土層は,完新世の海進 (縄文海進)に よる内湾堆積物である。また谷底平野の下

には,粘土層と同時期の河成堆積物である松山砂礫層 :Mtgがある。また,歴史時代の人工改変

堆積物 三Ardの 中には,高温赤色酸化と高温破壊を受けた1945年原爆堆積物 三Abdが含まれてい

る。

(3)長崎湾の出島粘土層および三和町の沖積層の貝化石とその14C年代フ珪藻分析,硫黄分析から
,

完新世海面変化を推定した。約8100yrs BPに は-16m付近まで海面が上昇し,長崎湾に海が進入

してきた。

8100yrs BP以 降海面は急上昇し,約4200～ 4000yrs BPに は-0.4m付近まで海面が達した。約

1700～ 800yrs BPに は,現在と同じかそれよりやや低い海面であった。海岸線は,5500～ 4000yrs

BPに浦上川で現在の河口より2.2km,中 島川で0.8km内 陸にあり,江戸時代以降の埋立開始まで

その位置は大きく変化することはなかった。

2.諫早湾および島原半島沿岸堆積物の粒度組成

〇近藤 寛 ・西日多摩美 1長崎大・教育)

諫早湾は千拓工事により,1/3の 3550haが1997年 4月 に閉切られたG調整池の水位は-lmに
保たれ,塩分濃度は8月 に 7%。 に低下した。堆積物試料は,調整池では1997年 3月 に12個 , 5月 に

16個 , 8月 に20個 ,有明海の島原半島沿岸では, 2 km毎 に40試料を採取 したc

調整池では3月 から8月 になり含泥量 (平均)は ,87%か ら75%に 低下 したc貝 殻に由来する

CaC03量 (平均)は ,14%か ら21%に 増加 した。8月 における中央粒径値が 8Φ 以上の粘土は,潮

受け堤防から約 2 kmま での水深約1.5mよ り深い地域に分布する。CaC03は 調整池の南東部に多 く,

最大は47%である。細粒な粘土の分布は,水位が-lmに維持されるので浅所では波浪による洗出

しがあり,細粒な粘土が深い所に堆積したことを示す。また露出した干潟の粘土は,降雨や河川に

より調整池に流入したことも考えられる。

島原沿岸の堆積物は砂質であり,国見町～有明町,深江町から南の沿岸では含泥量が低 く,Cac03

量が高い。しかし島原市沿岸では,含泥量が高くCaco3量は低 くなっている。
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3日 大村市岩名遺跡のアカホヤ火山灰

阪口 和則 (向陽橘香食官講師)

1997年 4月 9日 に大村市教育委員会文化課の大野安生氏から,ア カホヤとおもわれる地層が出て

きたので案内しますという電話をいただいた。大村市今富町岩名遺跡の トレンチから黄褐色の地層

の一部を採集した。室内作業の結果,そ の中からかなりの量の火山ガラスを見いだすことができた。

以前から火山灰中のガラスの屈折率を測定されておられる田島俊彦先生に分析をお願いしたところ
,

火山ガラスの屈折率がアカホヤのものと一致しており,「大村の岩名遺跡の火山灰層はアカホヤと

考えてよい」という結果をいただいた。

l 火山灰の産状

岩名遺跡は大村市今富町段の北200mの 田回の中にある。この地域はいわゆる大村扇状地の北の

緑を流れる郡川のさらに北300mほ どのところにあり,北から流れ込む佐奈川内川と郡川の合流点

の近 くにある。ここは大村扇状地形成期の一時期には郡川の流路であったところである。

アカホヤ火山灰層は地表から50cmほ どの深さにある。地表から20cm付 近までの層は黒色土で,さ

らにそれより下位にある地層を掘 りこんだ60～ 70cmほ どの柱跡が観察された。これは弥生時代のも

ので,こ の層から弥生後期のカメ棺が発見されている。

その下には明るい40cmほ どの褐色の層がある,そ の上部のやや黒みを帯びた約20cmほ どはアカホ

ヤ火山灰層と河川堆積物との混合層であり,下位のアカホヤ火山灰層との境界付近からは縄文晩期

の土器が産出する。混合層の下の厚さ20cmほ どの褐色の強い層がアカホヤ火山灰層(K一 Ah)である。

火山灰層 (K― Ah)の 下のやや黒みを帯びた厚さ30cmほ どの層には粒の大きさが l mmほ どの白い岩

片が多 く含まれごま塩状である。この層からは縄文早期の押型文土器が掘 り出されている。

新井房夫 (1994)に よると,K― Ahを境にした両土器様式は,土器の器形,文様の連続性など

多くの点で異なったものであり,別 の系統の縄文人がもたらしたものと考えることができるとして

いる。

2 火山灰の分析

1)火山ガラス

田島俊彦先生の分析結果によると,火山ガラスの色は無色から褐色を示し,大 きさは0。 6～ 1。 lmm

程度で,バブルウオールスタイプで厚さは薄いものが多 く,一部に厚いものも含まれる。ガラスの

屈折率は,気温12～ 16℃ で測定した結果1.510～ 1.516の値が求まった。なお模式的なアカホヤ火山

灰層 (K一Ah)の ガラスの屈折率は1。 510～ 1。 514と 測定されている (町田 1978)。

2)重鉱物の構成

重鉱物については,ツ ーレ重液を使って分離した試料を顕微鏡観察した結果,斜方輝石,単方輝

石,角 閃石,磁鉄鉱,イ ルメナイト (何れも新鮮で,大 きさは0。 08mmよ り小さい)を確認した。ま

た,重鉱物の大きさは0.10mm程度である。田島俊彦先生はこの他に酸化角閃石,石英,斜長石,黒

曜石などを確認されている。また田島俊彦先生は,ジルコンがほとんど見つからないことからこの

アカホヤ火山灰層は河川堆積物起源の火山性砂質層ではないかと推定されている。

3)粒度組成

分析に使った火山灰の量が4。 6gと わずかであるために誤差が大きいと考えられるが,粒径が 1

mm以上が37%, l mm～ 1/2 mmが 9%, 1/2～ 1/4 mmが26%, 1/8 mm以上が28%が計測され

た。 l mm～ 1/2 mmを はさんで 2つ の山ができている。
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4口 雲仙火山南部有家火山麓扇状地扇端部のラハールに

伴 う火山礫凝灰岩の巨大火山岩塊

田島 f変彦 (長崎市)

雲仙火山南部の有家地方には,古い高岩山溶岩 ドーム群の崩壊によって形成された火山麓扇状地

(竜石層)を被覆 して,若い野岳溶岩 ドーム群の崩壊によって形成された有家火山麓扇状地 (布津

層・吾妻層)が分布 している。

有家火山麓扇状地は,約 11条 の小河川によって削剥 され,第 11条 の放射谷が発達 していて良 く解

析の進んだ古期の堀切・尾上・中山・蒲河・石田・大苑の 6-小火山麓扇状地および有家川下流に

発達 した新期の有家川―小火山麓扇状地に分けられる。

1993年 に石田牛堀橋北方150m地点 (北緯32° 40′ 12〃 ・東経 130° 19′ 17″  0標高50m)付近の

農道が改良される折 りにラハール(lahar三 火山性土石流)に伴 う層厚約 5m× 幅 {推定)約 50m±

のフラッド ロームlf100d 10am:氾濫原土)の 中を浮動 しながら流下 して来たと推定 される層厚1.2

m× 幅 4m,層 厚 1。 2m× 幅2.5m,層 厚2。 3m× 7m十 ,の 淡黄緑色～淡青灰色の火山礫凝灰岩～

火山性粗粒砂岩の巨大火山岩塊が見 られる。

これらの巨大火山岩塊にはラハール (フ ラッド ローム)中 を火山麓扇状地扇頂部の野岳方向 (北

部)か ら扇端部の牛堀橋方向 (南部)に 約8.5kmに わたって浮動 しなが ら流下 して来た形跡があ り,

ほとんどの火山岩塊にスランピング構造(slumping structure)が 認められる。また,本露頭最大の層

厚2.3m× 幅 7m十大の火山礫凝灰岩～火山性粗粒砂岩の火山岩塊下底には,荷重痕(load casts,フ

レーム構造 三name st.)が 発達 し,上面にはルーズなスランピング構造が認められるこ

本ラハール (フ ラッドローム層)は ,石田小火山麓扇状地の全域に分布 しているので石田土石流

堆積物 と仮称する。石田土石流堆積物は,竜石層の上位に発達する布津層の上部にあた |),阿蘇 4

火砕流堆積物の直下に発達すると推定される層厚 2～ 5m十 の石田火砕流堆積物によって直接被覆

されている。

5日 雲仙普賢岳の噴火記録

寺 井  邦久 (長山奇県教育センター)

1990年 11月 16日 に始まった雲仙の噴火活動は,91年 5月 19日 に溶岩が出現し,火砕流活動に移っ

ていった。

筆者は火山活動の最初から,95年 の停止に至るまで,溶岩 ドームの成長を,毎 日ビデオや10000

枚を越す写真に記録してきた。写真の撮影場所は島原市油堀 (4.5km),島原市柏野 16。 Okm),島原

市島原高校 (7。 5km),深江町諏訪の4カ 所 (6 km)で ,島原高校からは,左右10mの 間隔を置いて,

立体視できるように撮影している。深江町はおよそ月に 1回の撮影頻度である3島 原高校と油堀か

らの映像を動画にするため,プ ロダクションナップと共同で編集したc溶岩 ドームの成長が手に取

るようにわかる。

1990年

11月 16日  14時 ころを始まりに,噴火活動の目撃が相次ぐ。

ll月 17日  火山性連続微動,九十九島火口と地獄跡火日から水蒸気爆発と泥水の噴出。
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1991年

2月 12日  屏風岩火日から新たに噴火,火山灰の中に初めて本質火山ガラス片を確認。

4月 9日  地獄跡火口で激 しいマグマー水蒸気爆発。

5月 19日  第 1ロ ーブの出現を最初に確認。直径30m,高 さ lm。

5月 20日  毎 日新聞社のヘリにより,高 さ30mに 成長 した第 1ロ ーブを確認。

5月 24日  初めての火砕流が発生。

6月 3日  火砕流被害,43名 の死者。焼失家屋49,非住家 130。

6月 4日  第 2ロ ーブの確認。

6月 8日  火砕流被害。噴石が島原市内に降下する。焼失家屋72,非住家135。

6月 11日  ブルカノ式噴火に伴って,噴石が再度島原市に降下する。

6月 30日  土石流被害。国道251号線不通。住家98,非住家104,負傷者 1名 。

8月 16日  第 3ロ ーブの確認。

9月 15日  火砕流被害。大野木場小学校が全焼する。焼失家屋53,非住家165。

9月 16日  第 4ロ ーブの確認。

11月 30日  第 5ロ ーブの確認。

12月 11日  第 6ロ ーブの確認。

1992年

3月 26日  第 7ロ ーブの確認。

8月 7日  台風10号 による土石流被害。

8月 8日  火砕流被害。焼失家屋 5,非住家 12。

8月 13日  台風11号 による土石流被害。 8～ 15日 間で家屋164,非住家80。

8月 23日  第 8ロ ーブの確認。

12月 3日  第 9ロ ーブの確認。12月 ～93年 1月 にかけ溶岩噴出量が減少する。

1993年

2月 3日  第10ロ ーブの確認。

3月 20日  第11ロ ーブの確認。

4月 28日  土石流被害。28～ 5月 2日 まで家屋372,非住家207。

6月 12日  土石流被害。家屋48,非住家33。

6月 18日  土石流被害。18～ 19日 間家屋135,非住家72。

6月 23日  土石流被害。家屋49,非住家29。

6月 23日  千本本方向の火砕流被害。 1名死亡。23～ 24日 の焼失家屋92,非住家95。

7月 4～ 5日  土石流被害。中尾川が氾濫 して島原が孤立。家屋18,非住家 7。

7月 16～ 18日  土石流被害。家屋63,非住家20c

8月 19～ 20日  土石流被害。家屋170,非住家22。

1994年

1月 15日  第12ロ ーブの確認。93年 12月 ～ 1月 有感地震が多発。

7月 11日  第13ロ ーブの確認。12月 ～95年 1月 にかけ溶岩噴出量が減少。

1995年

2月  溶岩 ドームの成長停止。
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3月 30日  大田一也所長が「普賢岳の噴火活動は停止 している」 と見解を示す。

4月 25日  火山噴火予知連は「噴火活動はほぼ停止状態」との統一見解を発表。

1996年

5月 20日 溶岩ドームを「平成新山」と命名。

6.韓国慶尚南道の恐竜足跡化石と昆虫化石

河 野  隆重 (河野技術調査)

韓国南東部の慶尚南道地域には,中生代白亜紀淡水性の慶尚層群が知られている。

1997年 9月 に調査する機会を得たので報告する。

この地域からこれまで鳥脚類イグアノドン及び鳥類の足跡化石が多く発見され,徳明里では恐竜

公園として親しまれている。イグアノドンの連続歩行痕を計測し,そ の速度を計算した結果約4.6

km/hrで 人間の歩行速度より少し速い程度を示した。

1998年 日本古生物学会で慶尚層群より初めて魚類化石が報告されたが,晋州市内の工事現場で魚

類化石,昆虫化石 (カ ゲロウ,ユスリカ,羽根),エステリア等の化石を採取及び一部譲渡できた。

岩質は,黒色頁岩で固く,化石の保存状態は良好であった。これらの含化石層は掘削され埋立用

として使用されていたが,貴重な魚類昆虫類が含まれており残念なことであるこ

同時代の淡水性である北九州の関門層群との比較から関心を持っている3

7日 1998年 2月 26日 ベネズェラ日食とアウヤン・テプイ

松本 直弥 (西海地研)

今回の日食は南米大陸の北端及びカリブ海の島嶼で観察され,演者はベネズェラ北部バラグアナ

半島を観測地とするツアーに参加した。

当日は幸いにも見事な快晴に恵まれ,厳重に警備された小中学校の校庭で,t Cll〕 :1星 ,ま どの参

加者と共に,皆既日食の全経過を観察することができた。皆既の継続時間は3分 35下

'て

。二.⊃ 間に
,

東西に伸びた「極小型」のコロナとプロミネンスが観察された。気温も日食の経過によ:33.さてか

ら30.2℃ まで低下した。

日食に先立って,ベネズェラ南東部,ブ ラジルとの国境近 くに広がるギアナ高地を訪れた。ここ

は世界最古の地質の一つで,コ ナン・ドイル著「失われた世界」のモデルとも言われる,落差1000

mに達するメサ (台地状)地形が林立している。その中で最も有名な「アウヤン 0テ プイ」にある

「エンジェルの滝」 (落差979mで世界一)を小型飛行機の窓越 しに見ることができた。

8日 対馬厳原町天熊鉱山の輝コバル ト鉱

○武 内  浩 一 (長崎県窯業技術セ ンター
)

熊本 徳助 (天声員鉱山)

天熊鉱山は対馬南西部,下県郡厳原町の上槻から久根浜にいたる海岸線のほぼ中間に位置し,久
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根田舎 より徒歩約30分である。昭和60年 に開坑 し,現在走向延長約10mが確認されている。今回本

鉱山の鉱石中に輝 コバル ト鉱を見いだした。鉱床は走向 N20E,傾斜50～ 60Eの 砂岩頁岩互層中の
,

層面断層破砕帯に胚胎 されている。破砕帯の幅は 1～ 2mで ,数十cm以下の網状石英脈や破砕され

た石英角礫,粘土や母岩礫で構成されている。石英中には鉱石鉱物が集まった部分があ り,顕微鏡

観察により硫砒鉄鉱・輝コバル ト鉱 0磁硫鉄鉱・黄銅鉱・閃亜鉛鉱・未同定鉱物が認められた。輝

コバル ト鉱は約200μmの半自形を示 し,内部に磁硫鉄鉱を含んでいる。対州鉱山や対馬南部の諸鉱

脈に,コ バル トが含まれていることは以前から報告されていたが,鉱脈中からコバル トの鉱物が見

いだされたのは初めてである。また本鉱山では約10g/tonの 金が分析値 として報告 されているが ,

今回の観察では金鉱物は認められなかった。 しかし金の産出は対馬では初めてであ り,本邦最初の

金が本鉱山近 くの豆殴山から産出したという,鉱産史上の伝説との関係から注 目される。

9日 長崎火山岩類に形成された断層系の一考察

○川原 和博 (長崎西高)・ 西村 暉希 (長崎工業高)

西彼長与町本川内駅近くに,県道33号線の拡幅工事に伴う新露頭が生じている。長崎火山岩類の

両輝石安山岩溶岩と火山角礫岩が道路の法面に露出し,その中には,多 くの断層が見られる。

断層は,一般的に高角であり,火山角礫岩中では不均一な岩質のためしばしばゆるく曲がってい

る。断層面には粘土と鏡肌を生じているものがある。断層の走向はおおむね N70° Wと N60° Eが

卓越し,互いに共役関係を示している。鏡肌の擦痕の線構造は低角度と高角度の二方向を示してお

り,こ れは南北圧縮 。東西伸張の応力場を推定できる。

10日 長崎市内の小江原断層と小ケ倉断層 (命名 )

鎌 田 泰彦 (長崎大学名誉教授 )

国土調査による表層地質図「長崎」 (1974)に は,長崎火山岩類の分布地域に2本の断層線を記

入されているが,名称はつけていなかった。その後,昭和57年 7月 23日 に発生した長崎大水害の調

査報告 (1983)に おいて,「長崎市東部における地質別土石流 0山 くずれの分布」の中では「小江

原断層」の名称は入れられている。しかし,こ の断層の実態が性格を充分に明らかにしていないの

で,こ こに正式に断層名をつけ,内容を説明する

1)小江原断層

長崎火山岩類の分布地域に東西にのびた断層であ |),熱水作用によって脱色した変質岩や白色粘

土を伴う。それぞれの確認地点では,次のような現象で観察されている3

1D 昭和44年 5月 ,手熊第 2号配水管 トンネル (全長,1,593m,大林組・熊谷組施工)内 におい

て,北口より約300m地 点において断層 (断層面 :N34E,82SE;N30E,68SE)に 逢着した。断層破

砕帯は約70m続 き,水 を含んだ多量な粘土を湧出した。断層の北側は火山角礫岩で,南の小江佃1は

輝石安山岩の溶岩であった。

12 小江原中学校 (昭和58年開校)の敷地造成中に,南落ちの断層群による地すべ りが発生し,末

端部にあたる県道そいのコンクリート擁壁が前方に傾いた。

③ 白′鳥町の長崎拘置支所 (通称,西町拘置所)裏山に,変質岩が露出した。
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④ 昭和44年 2月 ,長崎大学構内の工学部北側における水源用深井戸の試掘中に,地表下85mで著

しい変質粘土帯を逢着し,孔壁が崩壊した。粘土質のスライム中には多量の硫化鉄 (黄鉄鉱)が含

まれていた。

⑤ 西山トンネル (三 川側)掘削中に「白色粘土帯」を通過したが,湧水のなく粘土は硬質であっ

た。(地下水位は」R長崎トンネルが引き落とした?)

⑥ 三川町,西山台団地登り日付近に,脱色した変質岩が露出していた。

(2)小ケ倉断層

長崎火山岩の分布地域の南限となる小ケ倉バイパス道路の工事中に,黒色片岩 (泥質片岩)に著

しい「鏡はだ」をもった北向き断層面があらわれた。付近に分布する香焼層 (白亜系)や新期火山

岩類との直接の関係は不明であったが,小ケ倉断層は東西にのびる基盤断層と考えられる。
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【特別講演講師紹介】

相 原 安津夫 先生

九州大学名誉教授の相原安津夫先生は,昭和 5年 (1930)に ,東京都杉並区荻窪で生まれました。

府立三中～都立三高 (現立川高校)に 通学し,そ の当時から多摩川・多摩丘陵・関東山地の自然に

親しんでいました。

昭和25年 (1950)に ,東京教育大学理学部地質学鉱物学教室に入学し,藤本治義教授や渡部景隆

助教授の指導を受けました。在学中,田代修一博士 (石炭地質学)の特別講義に刺激され,卒業研

究のフイールドとして北海道石狩炭田の芦別地区を選びフ石狩層群最下部の登川層基底の炭層の下

盤粘土が,上部白亜系の函淵層の浅海性砂質頁岩に接する事実を発見しました。さらに,そ の頃,

東大から移籍された須藤俊男教授の指導の下で,爽炭陸成泥岩と海成泥岩との粘土鉱物学的な差異

を研究しました。

昭和29年 (1954)に東京教育大学を卒業した後,三井鉱山いに入社 し,北海道の砂川鉱業所に勤

務中には,北海道大学工学部の柴岡道夫講師より,石炭組織の指導を受けました。

昭和34～ 35年 (1959～ '60)に は,オ ース トラリア・クイーンズランド洲のホウエン炭田の地質

調査に参カロしました。

昭和36年 (1961)以 降は,東京本社に勤務し,主にカナダ・アメリカ・オース トラリアの資源調

査に専念しておりました。これらの海外炭田探査の功績により,昭和40年 (1965)に は日本鉱山地

質学会賞,昭和42年 (1967)に は日本燃料協会賞を受賞されております。昭和42年 (1967)に は
,

東京教育大学より,理学博士の学位を受けられました。

昭和49年 (1974)以 降は,九州大学理学部地質学教室に着任し,高橋良平教授の石炭地質学講座

の助教授として,石炭と石炭地質学の教育と研究に携わりました。昭和62年 (1987)に は,石炭地

質学担当教授に昇任しました。

平成 2年 (1990)の大学機構改革により,従来の地質教室は地球惑星科学教室と変わり,そ の有

機地球科学講座の担当教授として,石炭・石油などの化石燃料の形成・変化から,探査・利用まで

の視点に立って,新 しい地球科学の確立を目指していましたc

平成 6年 (1994)に九州大学を退官した後,国際協力事業団の派遣専門家として,イ ンドネシア

共和国エネルギー省・鉱物資源局・地質研究開発センターにおいて,所長の地質的アドバイザーと

して赴任 し,平成 9年 (1997)に帰国しました。

現在は,ダイヤコンサルタント閉の技術顧問や, 日本応用地質学会九州支部の顧間をされておら

れます。

相原先生の代表的な著書としては,「石炭ものがたり」 (青木書店,

6章 有機質堆積岩)」 (岩波書店,1987)な どがあります。

1987)や ,「 日本の堆積岩 (第

(紹 介者 :鎌田泰彦会長)
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【特別講演要旨】

地球科学のありかた

― イ ン ドネシア派遣で考 えた こと一

九り`H大学名誉教授 相 原 安津夫

九州大学を定年退官した翌年の1995年 の3月 から2年間,国際協力事業団 (略称 JICA)の 派遣

専門家として,鉱山エネルギー省の地質研究開発センター (略称GRDC,旧 インドネシア地質調

査所)で ,所長がカウンターバートの地質学上のアドヴァイザーを勤めた。

その間の政府援助 (ODA)に よる国際技術援助やその過程での途上国へ地球科学分野の技術移

転を進める場合の最も基本になる考え方の模索などを通した経験を基に,表題の概要にふれる。

近代化前の鎖国時代の長崎・出島で日本と密接な関係を保っていたオランダは,東 インド会社が

交易支配に失敗 した東南アジア (現 インドネシア領域に概略相当)の 本格的植民経営に乗 り出

し,300年余の支配を続けた。その間に地方領主の局地的独立運動はあったが鎮圧され,太平洋戦

争の日本軍占領が独立の機会を作った。正式な独立宣言は終戦の2日 後の1945年 8月 17日 。実質的

独立は日本軍撤退後に再度の植民支配を狙って進駐した英・蘭連合軍と4年間の独立戦争を終えて

(1949/12/27)か ら。日本との再接触はその後の戦後賠償からoDAへ と移行し,ス ハル ト開発

内閣に代わって (1967年以後)特 に進展した。

地質関連の学術移転は,1975年の東大理学部人類学教室の渡邊直経教授の “ジャワ原人"産出層

準の地質学・年代学・人類学的研究 (文部省海外学術研究)で ,当 時のインドネシア地質調査所と

の共同調査が端緒である。この間の学術指導がイ側に快 く歓迎され,JICAの 経由のODAに組込ま

れ,1984年 に第四紀地質研究所が無償供与された。

以後,こ の施設を通して学術移転が進んだが,両国の社会・経済状況を反映し過熱傾向が見られ

た。赴任時には,1990年前後の国際的な社会経済両面の激変と両国々内事情,特 に日本のバブル経

済崩壊 と関連諸事変の影響が,ODA予算の減少や内容検討に及ぶ。帰国後は,そ の原因になった

日本経済の混乱やイ国々内の動乱が,極限に達しそうな状況にある。この様なi量 程で,派遣専門家

はどうすれば良いか ?先進工業国から途上国への学術移転が社会・経済情勢の影響を受けるとすれ

ば, どの様な基本理念で,何 を予測し,準備・推進するのが好ましいか ?学術の基礎の科学は,そ
の様な変化の影響を受ける存在なのか ?そ の様な変化に対 して,専門分野の地球科学は何を予測出

来るか?自 然科学と人文科学の境界領域を狭め,埋められるか ?次世代,21世紀への地球科学はそ

れが可能か ?等など,多 くの疑間が湧いた。

幸いにして,“ ジャワ原人"出土層準が見れるサンギラン地区やジョクジャカルタには数度の現

地調査が出来たし,人類文明を支える化石エネルギー源の地質は最も関心が深いので,人類の祖先

がアフリカから移動しながらスンダ古陸と中国大陸に別れて進化した結果としての,現在の物質文

明の差異を肌で感じとれた。地質学で扱う時間や空間の尺度変化で,地球史 0人類史 0科学史を概

観出来るのも好都合である。一方,情報を始め,人類の行動範囲,更 には公害までも地球規模化し

つつある現在,地球科学に係わる人間は,数世代後の人類の生存に係わる問いの鍵を見出せそうで

ある。日本は過去に曲折はあったが,東洋と欧米の文明を同化しながら,先進国と呼ばれるまでに

なった。好適な環境と先人の努力の賜である。そこで地球規模の諸問題にも気づいた。この問題を

解くのが新 しい科学技術と称されよう。その科学技術が誕生し,育ち,発信するのも,こ の国であ

る様に思える。
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