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研究発表要旨

1日 長崎市稲佐山一小江の火山地質

(○印は発表者)

厚 (長崎市岩見町)布袋

長崎市稲佐山から小江にかけて,溶岩や火砕岩を 1枚ずつ追跡した。

本地域最下部には火砕流堆積物があり,小江・立岩町・梁川町に分布する。小江ではその上に4

枚の溶岩があり,いずれも北西に傾斜 している。そのうち最下部の溶岩が採石場として利用されて

いる。下から2枚目と3枚 目の溶岩の間に火砕流堆積物やくさり礫層を含む成層した火砕岩層があ

り,鍵層として利用できる。本層は城山台にも分布する。

採石場付近にENE一WSW方向,落差30m以上,南落ちの断層が 2本認められる。

稲佐山をつくる個々の溶岩は小江のそれよりも小規模で現在の山腹斜面とほぼ同じ向きに傾斜 し

ている。また,北側では溶岩が途切れ,火砕岩に移化している。これらの事実から,稲佐山の溶岩

は現在の山頂付近を中心に噴出し,周囲に流下・崩落したと考えられる。

2.長崎市岩見町および早坂町の長崎火山岩類 に見 られる断層系

○川原 和博 (長崎西高校)

田島 俊彦 (長崎市)

西村 暉希 (佐世保南高校)

長崎火山岩類の凝灰角礫岩中には小断層,ク ラック (割れ日)の発達している部分がある。風化

の進んだ露頭では不鮮明であるが,カ ットしたばかりの露頭では小断層とクラックの違いを擦痕の

有無で判定することができる。

岩見町では大型商業施設の造成地で,ま た早坂町では高速道路長崎道の建設に伴い新鮮な露頭を

得ることができ,調査を行った。

凝灰角礫岩は不均質なため,断層面は礫を避けるように非直線状に生じていることが多い。詳し

い解析は行っていないが,一般的に高角で共役系は少ないようである。

今後,同様の新鮮な露頭で凝灰角礫岩に挟在 している凝灰岩の変位を調べることにより,断層系

の解析を行う予定である。この解析により,活動時期が約80万年前以降といわれる長崎火山地域の
,

その後の応力場の状態を復元できるものと考えている。

3日 長崎市西樫 山の玄武岩 中に見 られる霰石 と轟石の産状

○浦川 孝弘 (長崎市立日吉中学校)

田島 俊彦 (長崎市)

長崎市西樫山杉谷川河口南部付近の北緯32° 48′ 54″ ,東経 129° 43′ 47″ の地点 とそこから南東

に10mの 地点には,海岸線付近に柱状節理や板状節理の発達 した玄武岩類溶岩や火山砕屑岩類が累

重 している。
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第 1表 西樫山付近の火山層序表

火 山 岩 類 層 厚 備 考

無斑品質斜方輝石安山岩 10m土
カルクアルカリ岩質安山岩

無斑品質斜方輝石安山岩質火山角礫岩 20m±

玄武岩質黄白～赤色凝灰岩 2m±
ソレアイ ト質玄武岩

ソレアイ ト質玄武岩 4m±

玄武岩質赤色火山角礫岩 5m土

ソレアイ ト質玄武岩

轟石生成

霰石生成

西彼杵変成岩類

その玄武岩質赤色火山角礫岩中に,赤 く変質した部分が発達し,脈状に霰石 (Aragonite)が 溶岩

の割れ目を取 り巻いており,その割れ目の厚い部分に霰石ノジュールが発達している。霰石脈は
,

数mm～ l cmく らいの厚さで,ノ ジュールは直径 3～ 10cm,厚 さ2～ 4 cmの ものが多 く見られた。ノ

ジュールの結晶は,①柱状結晶で無色透明～白色,②ブドウ状～魚卵状で灰色,③白い級密な固ま

り～繊維状 (主 に脈をつくっている),④ノジュールをつくらない太いピンク束状の結晶である。

①③④が霰石,②は方解石であった。また,ノ ジュール内に轟石 (Todorokite)が 存在する。肉眼

的には,ノ ジュール内の轟石は,金属光沢があり,A塊状 B膜状 C針状 D鱗状結晶を示す。

一方,玄武岩の割れ目や霰石脈に沿って,黒い金属光沢を持つ板状～膜状の鉱物が認められるが,

これも轟石であると思われる。

第 2表 西樫山玄武岩質火山角礫岩中の霰石ノジュール分析結果

No. 試 料 鉱 物 名 学 式 備考

T88191 金属光沢 轟 石 (Mn2+,ca)Mn:+07・ 2H20 D

T88192 魚卵状の大粒
方解石

轟 石

CaC03

(Mn2+,ca)Mn:+o7・ 2H20
②

T88193 魚卵状の小粒
方解石

苦灰石

CaC03

CaMg(C03)2
②

T88194 放射状結晶大 霰  石 CaC03 ④

T88195 放射状結晶小 霰 石 CaC03 ①

T88196 繊維状 霰 石 CaC03 ③

(粉末X線回折装置により同定)

成因については,玄武岩質火山角礫岩の中を,マ ンガンを含む気体状の物質が上昇 してきて晶出

させ,さ らに玄武岩溶岩が被覆する形になり,その隙間に轟石が多量に晶出したのではないかと推

定される。なお,轟石が存在するノジュールは,ほ とんど霰石が脈状に隙間を埋めた部分に生成さ

れている。

轟石は,1934年九大・吉村豊文名誉教授によって,北海道轟鉱山で発見 され,青森,静岡などで

産出しているが,長崎では初めての発見である。
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4日 長崎市樫山地区の石灰質ノジュール中から発見された轟石

○武 内 浩 一 (長崎県窯業技術センター
)

浦 川 孝 弘 (長崎市立日吉中学校)

長崎市西樫山の海岸では玄武岩中に霰石細脈やノジュールを産するが,今回,ノ ジュールの内部

に鱗片状の轟石を発見した。轟石は九州内では初産であり, しかも本鉱物が霰石ノジュール中に産

する例は世界的にもまれである (轟石の産状は別報)。 轟石は l cm以下の鱗片状集合体をなし,褐

色～黒色で強い金属光沢を示す。走査型電子顕微鏡の観察では,轟石は厚さ10μm以下の薄い箔状

結晶で,二方向の労開が認められる。細長 く短冊状に割れた破片の厚みは lμ m以下で非常に薄 く,

粘土鉱物に似た外観を示す。粉末X線回折の回折ピーク位置はJCPDSカ ー ドによく一致するが
,

強度比は違っている。労開による配向性が影響 していると考えられる。轟石の化学組成式は (Mn2+,

ca)Mn:+07° 2H20に 近いとされ,少量のMgや アルカリを含むことが知られている。今回の試料

でもEDXに よる定性分析で,Mnの他にMgと Caを検出した。轟石は1934年 に日本産新鉱物の第

1号 として北海道の轟鉱山で発見された。主にマンガン鉱床に産するが,現在では海洋底マンガン

団塊の主要鉱物として知られている。轟石は一般に結晶度の悪いものが多いが,今回の試料は金属

光沢が強く,労開も明瞭に認められるので,結晶性の良い貴重な標本である。

5口 島原半島の地形観察

寺井 邦久 (長崎県教育センター)

島原半島の地形は南部の口之津層群の分布する地域と,中北部の雲仙火山が分布する地域に大別

される。これまで半島内には大小の東西性の活断層が解析されているが,そ れらの分布から単純に

雲仙地溝と解釈されている。半島内の構造を理解するためには,広範囲に総合的に解析 し,それぞ

れの断層が全体の中でどのような位置づけになるかを考える必要がある。今回は2万5000分の 1の

立体模型,航空写真,現地調査,ヘ リコプターからの調査,を組み合わせて解析を試みた。

立体模型は川原和博氏作成の,大変精巧なものでこれに強いライトをあてて崖線の抽出を行った。

この崖線には主に活断層,地滑 り,山体崩壊,河川の侵食地形,地質境界など様々なものが含まれ

ている。これを5万分の 1の地形図にスケッチした。

(東西性の断層系)

千 々石 断層…10～ 8 km程度の断層が雁行状に東西に連なる。東端は南北性断層で消滅。

九千 部 断層…九千部岳を切る断層で全長約 7 km

岳  断  層…吹越～猿葉山の北に伸びる。開口型の断層で両崖は多数斜面崩壊 している。

鴛奪ノ池断層…高岩山～野岳～鴛奪ノ池～富津に伸びる。北落ち～西側は開口型の断層。

金 浜 断 層…雲仙温泉から金浜に伸びる。開口型で雲仙温泉はその谷底に位置する。

諏訪の池断層…金浜断層の南西端から分岐拡大 した断層で,南西方向へ向きを変える。

北有馬断層…原城～北有馬～南串山に伸びる。雲仙火山と口之津地域を大きく分ける。

(島原市を囲む半環状構造の断層)

第 1環状断層群…吾妻岳～九千部岳～鴛喬ノ池～絹笠山～高岳～清水川に伸びる。

第 2環状断層群…土黒～鳥甲山～石割山～矢岳～高岩山断層～布津断層に伸びる。

第 3環状断層群…有明町～舞岳～国見岳～妙見岳～野岳～深江断層に伸びる。

第 4環状断層群…北千本木～垂木台地～眉山崩壊跡に伸びる。
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(島原半島全体を総合的に見ると)

上記の東西性断層と半環状断層によって,島原半島は大 きく9つ程度のブロックに分裂 している

ように見える。

① 愛野～国見ブロック

④ 小浜～雲仙温泉ブロック

⑦ 北有馬～有家ブロック

② 九千部岳ブロック

⑤ 南串山ブロック

③ 高岩山～布津ブロック

③ 猿葉山～石割山ブロック

⑥ 口加～南有′馬ブロック

⑨ 有明～島原～深江ブロック

(今後の課題)

1 これらのブロック化がどのような応力によってできるのか,今後さらに研究を進める。

2 普賢岳噴火の際,測量学的に求まったマグマの力点は,岳断層の中央に位置する。地形的に見

ると,岳断層は構造性の断層に見えるが,マ グマ溜との関係を吟味したい。

6口 東彼杵町の角閃石安山岩の分布

阪口 和則 (大本す城南高校)

東彼杵町には北から,中尾山,千綿川鶴坂 0中 野,高峰,猪見岳南の涼清谷,武留路山及び郡岳

などに分布し,紫蘇輝石角閃石安山岩である。

東彼杵町に分布する角閃石安山岩は,松本徒夫 (1973)に よると,多良岳火山区の五家原岳を含

めて第四紀,更新世,山陰系角閃石安山岩類,(黒雲母)角 閃石安山岩類と一括されている。また,

小形昌徳 (1989)に よると,多良岳新期安山岩類としてまとめられている。いずれも多良岳火山の

最も新 しい噴出溶岩とされている。最近,井川寿之・永尾隆志 (1996)は ,中尾山のものを千綿川

竜頭泉付近に広 く分布するいわゆる大村安山岩 (松井和典・水野篤行,1966)及び高峰付近のもの

を一括 して古期安山岩類とし,郡岳,武留路山,大村市裏見の滝付近の安山岩を新期安山岩類とし

てまとめ,両者を分けている。

ここでは,東彼杵町が行ったボーリング資料 (古川俊太郎,1997)や ,野外での観察をもとにし

て, とくに,角 閃石安山岩と竜頭泉安山岩との上下関係を中心にして報告する。

中尾山,千綿川鶴坂・中野,高峰,猪見岳南の涼清谷,武留路山及び郡岳などに分布する紫蘇輝

石角閃石安山岩は,顕微鏡的には非常に似ている。

中尾山,千綿川鶴坂・中野のものは,斑晶が少なく,斑晶鉱物も小さい,角 閃石はほとんどオパ

サイト化 し,石基は,褐色のガラスと微少な短冊状の斜長石からできている。一方,高峰,猪見岳

南の涼清谷,武留路山及び郡岳のものは,斑晶鉱物も大きく新鮮である。などの違いが見られるが,

斑晶鉱物組成は両者とも同じである。

ボーリング資料から,中尾山周辺では,こ の紫蘇輝石角閃石安山岩の下位には,俵坂珪藻土層 ,

百津安山岩,西海凝灰角礫岩,古第三系が分布している。また,こ の紫蘇輝石角閃石安山岩は高峰タ

猪見岳南の涼清谷,武留路山及び郡岳周辺では,大村安山岩の一部であるガラス質安山岩や新期玄

武岩におおわれる。これらの事実から,紫蘇輝石角閃石安山岩は,大村安山岩よりも古いと考えら

れる。
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7.西オース トラリアでの金環食観測

1999年 2月 16日 ,20世紀最後となる金環日食

が南半球で起こった。演者を含む九州の天文愛

好家 8名は西オース トラリア,ジ ェラル トン近

郊で観測を行った。好天に恵まれ,極細の「金

のリング」を観測することができた。

今回の金環食では太陽と月の見かけの大きさ

が近 く (そ の差は47〃 =木星の視直径ほど)継
続時間がたいへん短いのが特徴である。予報で

は47秒だったが,実際には月縁効果 (月 の縁の

凹凸)のために短 くなり,わずか30秒であった。

しかし,金環食は短いほど美しいと言われる。

金環になる直前直後には期待に違わず,月 の地形で金環の縁が複雑に千切れる「ベイリー・ビーズ」

の美しい姿を見せてくれた。

また,細い金環だったために,金環の直前には皆既日食とほとんど変わらないほどに暗くなり金

星と木星が良く見えた。気温36.0℃ という炎暑の中で始まったが,金環の直後には28‐ 1℃ にまで低

下した。

日食観測の前後には,南半球の美しい星空やピナクルズの奇観 (石灰岩の侵食地形)を 楽しむこ

ともできた。

8.佐世保り|1下流域における河川ゴミ調査

山田好之助 (藤永地建閉)

佐世保川は,佐世保市街地中央を北から南へ縦断し,佐世保湾に流下する河川で,中流域の「山

の田水源地」より下流で延長約 4 kmを 有している。

河川ゴミ調査は,河口より約2。 3km～ 2.8kmの 区間で,1998年 11月 12日 から継続中で,1999年 5月

30日 までのデータをまとめた。

調査の動機は,市内の高等学校生徒による公園・道路および河川などの清掃ボランティア活動で

ある。この活動の翌日から,当該河川のゴミ状況の観察を始めた。

河川内のゴミは,紙片類・木片類・ビン類・ビニル類・ペットボ トル類・トレイ類・カン類・金

属片類およびその他ゴミに分類された。

清掃作業後 (11月 12日 )の ゴミ総数は約290イ固で,約50%が カン類,約33%が ビニル類であった。

その後ゴミは徐々に増加し,現在 (5月 30日 )約 1,010個 で,カ ン類 三670個 (約65%),ビ ニル類 :

200イ固 (約20%)に 及んでいる。この増加過程において,カ ン類とビニル類の割合が交互に増減 し

ながら絶対的数量が増加していることが伺われる。

即ち,調査期間中の降水発生 (河川水量の増加)と の関係から,浮遊するビニル類は,干天日数

に,カ ン類は降水に比例して増加する傾向が認められた。

とくに, 3月 以降の菜種梅雨期にカン類が急増しており,こ の時期の最大日雨量50ミ リ程度の降水

では,上流域からの供給が,下流への流出より多いことが判明した。

今回の研究では,冬季から春季においては,佐世保川下流域のゴミは増加しており,い わゆる河

松本 直弥 (西海地研い)

金環の終りに出現 したベイリー・ ビーズ
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川の浄化作用は認められず,ゴ ミに関しては移動現象により増減 していることが明らかとなった。

この結果からは,夏期および台風期の洪水時に一気に下流域に流下する前の時期 (梅雨前)に ,

河川清掃 を行 うことが効果的と思われる。

9.九州北西部東松浦半島における野島層群の分布

河 野  隆重 (河野技術調査 )

これまで,九州北西部の中新世野島層群は長崎県五島列島から佐賀県玄海町の一部まで分布する

ことを示 した。東松浦半島先端部松浦玄武岩層下位の第三紀層は佐世保層群 (下位よりtl,tm,tu)

とされていたが,その最上部 tu層 から野島層群と同一とみられる動物足印化石を産出した。さら

に野島層群深月層,南田平層に特徴とされる石灰質ノジュールが半島先端部の鎮西町,呼子町の海

岸に産出した。南田平層において淡水貝 A4θあれ′α,深 月層からは助η ′夕Jα 等を産出したが,tu

層からは確認できなかった。tm層からはσκssθ∫舵αを確認した。

半島先端部の凝灰岩層は上下 2層 をなし,その特徴は肥前町,鷹島町における凝灰岩の特徴と一

致している。これは,呼子図幅 (地質調査所)における凝灰岩の分布に関する記述と一致し,野島

層群中の小島崎凝灰岩と対比できる。さらに,佐世保層群中里層には S`σ夕θjα の化石を多産するが,

半島先端部 tu層 の 3植物層からは産出しない。

東松浦半島先端部松浦玄武岩層下位の tu層 は野島層群の一部と考えられ,野島層群は長崎県五

島列島から佐賀郡東松浦半島先端部呼子町まで分布する。
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【特別講演要旨】

演題「底生有孔虫と地球環境復元」

秋 元 和 賞 (熊本大学理学部講師)

1.底生有孔虫とは

沖縄の土産として有名な「太陽の砂」・「星の砂」は,熱帯地域に分布する有孔虫の殻である。有

孔虫目は,原生動物門肉質虫綱根足虫亜綱に属 し,多様な形の殻を有する。化石として残る殻は
,

堆積物中の粒子を付着して構築した (膠着質)殻 と,分泌した方解石あるいはアラレ石からなる (石

灰質)殻である。カンブリア紀に出現 した底生有孔虫は,水深,水温,塩分,溶存酸素濃度,pH,

化学成分および底質などにより棲み分けている。この特性を適用して,過去の海洋・堆積環境を推

定している。

2.日 本近海における現生底生有孔虫の分布

化石による古環境解析は,現生群集の分布を基礎 としている。現生底生有孔虫に関する調査

は,1873-1876年 の Challenger号に始まる。アメリカでは油田の開発に伴い1930年 以降メキシヨ湾

やカリフォルニア沖において精力的に行われた。日本では,1970年代以降系統的調査が行われ,今
日ではほぼ領海全域から報告されている。

さて,底生有孔虫はどの位の水深まで生きられるか ?日 本列島は大平洋,フ イリピン海,ユーラ

シアならびに北米の4つのプレー トの境界にあり,太平洋佃1に は海溝充填堆積物を起源とする地層

が広 く分布する。これらの古堆積環境の解析には,炭酸塩補償深度 (CCD)以深の深海ならびに

超深海帯における現生群集の研究は不可欠である。しかしながら,海溝における現生群集の研究は

10指に満たず,水深6000m以深における分布資料はベルーーチリ海溝, 日本海溝およびマリアナ海

溝に限られる。最近マリアナ海溝から発見した底生有孔虫生体・遺骸群集について紹介し,超深海

帯まで含めた底生有孔虫の深度分布について講演する。

3。 底生有孔虫化石による古地理の復元

フイリピン海―ユーラシアー北米の 3プ レー トが接する場所に位置する南部フォッサマグナ地域

は,前期中新世以後の活発な地殻変動が報告され,現在も南端の駿河・相模両 トラフ周辺では伊豆

半島の北上に起因する変動が継続 している。この地域に分布する上部新生界は海溝ならびに前弧盆

地堆積物からなり,浮遊性・底生微化石を多産する。

南部フォッサマグナ地域内の各地から産した底生有孔虫化石群集に前述の現生種ならびに数理解

析から導いた化石種の深度分布を適用して,前期中新世以降の堆積深度を推定した。各地層の古水

深に基づいて復元した古地理図から,①15-12Maに は現在の赤石山地―関東山地間と関東山地一

丹沢山地間にトラフが存在し,② 8-5 Maに 丹沢地塊の北上に伴って両トラフが浅海化し,③ 5

-3 Maに は北上した伊豆半島と丹沢地塊との間に新たにトラフが形成され,④l.8Maに はこのト

ラフが浅海化したことが認められた。

最近,遠州灘で行った深海調査船を用いた研究によって,1.8Ma以 降に駿河 トラフ西側 に位置

する有度丘陵一相良一金洲ノ瀬東端 と石花海が著 しく上昇 したことも判明 した。この急激な上昇は

有度丘陵から金洲ノ瀬東端にかけての駿河 トラフ軸部から西に15～ 30kmの 範囲に限定される。また,

この浅海化 した時期が駿河 トラフ東側にある石花海ゴージの沈降時期に一致する。このことから駿

河 トラフ東部にある伊豆半島の移動に伴 う変動 と関連が示唆される。
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