
長崎県地学会 平成13年度研究発表会

研究発表会講演要旨

(○印は発表者 )

1日 長崎市小江原一福田の層序と地質構造

布 袋   厚 (長崎市)

小江原から福田にかけての一帯を調査 し,新たに小江火砕流堆積物などの分布,その下位の層序 ,

この一帯の地質構造を明らかにすることができた。

この付近の層序は次のとお りである (名 称は仮称 )。

小江溶岩 unit 4

火砕岩類

小江溶岩 unit 3

岳層 (火砕流堆積物・土石流堆積物・くさり礫層を含む)

/1ヽ江1容 岩  unit 2

火砕岩類

小江溶岩 unit l

小江火砕流堆積物

小江小浦溶岩

上浦層 (土石流堆積物 )

竜ヶ崎層 (火砕流堆積物・一部土石流堆積物 )

小江火砕流堆積物は,北限が岩屋山から南西に伸びる尾根付近,南限が小浦町付近にあ り,ほ ぼ

全域で小江溶岩 unit lに覆われる。小江以北では NE一 SWな い しENE― WSW方 向,落差数10m

の横ずれ成分の大 きい北落ち,お よび南落ちの断層がい くつ も平行または斜交 し,地溝・地塁を形

成 している。
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2.諫早湾調整池堆積物の垂直変化 と諌早湾沿岸干潟の堆積面変化

〇近 藤   寛 (長崎大)

石 賀 裕 明 (島根大)

布 袋   厚 (長崎市)

諫早湾は千拓事業により1997年 4月 14日 に湾奥部の3550haが,長 さ約 7 kmの 堤防で閉めきられ

た。堤防内は水位が-lmに保たれ1710haの 調整池と広大な干陸地となった。調整池には陸化 し

た河床の泥,陸化した千潟の粘土が多量に流入して堆積した。調整池の新期堆積物の厚さを調べる

ために,1999年 10月 20日 に19地点でコアー試料を得た。

コアー下部の海成堆積物は,貝殻片と多毛類のペレットを含み暗灰色で含水量60%程の粘土であ

る。新期堆積物は,貝殻片を含まず黄土色,淡褐色,灰色,黒灰色で含水量が下部より5%～ 10%

高い均質な粘土となり,下部と区別される。境界部では含泥量,含水量が減少する傾向を示 し,堤
防に近い 3試料では工事で用いられたと思われる中粒砂が認められた。

新期堆積物の厚さは,堤防付近の水深2.5～ 3mの地点で最大32cmで あり,12cm/年 の堆積率と

なる。新期堆積物は,ア ルコール,屎尿の指標とされるコプロスタノール,脂肪酸などの有機化合

物が増加する。島根大学 (石賀)の調査では,南部と北部の排水門付近で採取 したコアーでは新期

堆積物は,厚 さが80cmを 越え,全窒素,有機炭素が増加 し,全イオウが減少,Zn/Ti02,Fe203/Ti02,

P205/Ti02な どが増加 している。

1997～ 2000年 における干潟の堆積面の変化を,諫早湾堤防外の北岸 3地点,南岸 3地点,お よび

調整池内の北岸 1地点,南岸 1地点において,写真と水準測量により調べた。北岸 3地点は,泥干

潟であり堆積面が高 くなる (泥 の堆積が増加 )。 南岸 3地点は,砂礫質干潟であり堆積面の変化が

少ない。調整池内の堆積面の標高は,水際に向かって低 くなり,水際では20～ 30cm低い。調整池内

の堆積面変化は,干潟の泥の浸食,干潟の泥が圧密されたことによると思われる。

3日 気象情報を学校運営に活かす

寺 井 邦 久 (長崎県教育センター)

屋外で学校行事を行う際に, どの程度の雨が何時から降り始めるのか。これは大変重要な情報で

ある。地学担当の私にとって,気象の知識はある程度あったが,授業と天気予報技術とはずいぶん

違うものを感じていた。また台風接近に伴う生徒の帰宅判断という,重大な決断を迫られることも

ある。

気象庁から公表される気象情報には詳しい内容もあるが,降る雨の状況と児童・生徒の活動の対

応がうまくつかめず予報基準は困難を極めた。そこで降水の状況と児童・生徒の活動に関する判断

基準を作成した。

近年インターネットの普及で,気象庁から公表される降水量予想 (3時 間毎),降水確率 (6時

間毎)を 20km四 方の単位で入手できるようになった(例 えば国際気象海洋 http:〃wwwoimoc.co.jp/guid.

htm)。 ところが降水確率が80%で も実際に3時 間で 2 mmの 降水量 しかないこともある。この場合 ,

運動会などの学校行事は実行できる場合がある。降水確率が80%で ,降水量が35mmで はとても屋外

行事はできない。そこで降水量予想,降水確率から危険指数を作 り,学校行事の実施状況と対応さ

せた。

約 8年ほどのデータと経験から,気象データと学校をつなぐものが見えてきた。今後さらに実践

を取 り入れ,改良を加えていきたい。
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4.長崎市西樫山産ハン ト石 (hunlte)

○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 )

ハント石 (Mg3Ca(C03)4)は 苦灰石 と菱苦土石の中間組成をもち,常温常圧下に近い環境で生成

される準安定鉱物 と言われている。長崎市西樫山の変質した玄武岩を切る霰石細脈中に,本鉱物を

見いだした。霰石脈には結節状の団塊が形成され,内部の空隙に霰石の柱状結晶や,方解石の粒状

結晶が生成 し,ま れに轟石を伴 う。ハント石はこの団塊中に産 し,外殻は灰色～褐色を呈する緻密

な霰石からなる。ハ ント石を産する団塊には空隙がなく,ハ ント石以外の鉱物を含まない。ハ ント

石は白色土状光沢で,水分を含んでいるときはやや弾力のある粘土状であるが,乾燥するとチ ョー

クに似た夕1観 を示 し,非常に脆 くなる。結晶の大 きさは2μ m以下で,形状は方解石の労開片に似

た菱面体が多い。個々の粒子はそれぞれ分離独立 して凝集体を形成 してお り,一般的な塊状ではな

い。定性分析ではMg,ca,C,0の 他に,Mnと Srの ピークが認められた。X線回折ではハ ン ト

石の他に,ご く微量のスメクタイ トを認める。

5ロ ヒマラヤの岩塩

○迎   満 康 (佐世保市)

武 内 浩 一 (長崎県窯業技術センター)

2001年 3月 23日 から4月 4日 までネパールヘ旅する機会を得た。

ネパールに行 く機会は少ないので,ヒ マラヤ山系の一部をスライドで紹介する。

日本語のできるネパール青年とともに買い物に行ったとき,こ の岩塩に出会う。この岩塩はチベッ

トから運んでいるらしいが,産出場所は不明である。

過去に私が見た岩塩は透明～白色のタイプであった。今回は黄色～白色を帯びた岩塩と,初めて

見たガーネット状 (赤)の岩塩であった。それに髭剃 り用の鉱物 (白色軽量鉱物)を 入手できたの

で紹介しておきたい。岩塩はこの地域では生活に必要なものであるが,こ こに紹介した岩塩はネパー

ルでは薬用として使用されている。この岩塩の組成については,続いて武内浩一氏に説明をいただ

くことにする。

1。 岩塩 (赤 )三 X線回折 (XRD)で は,岩塩 (Halite)の みでした。

定性分析 (EDS)で は,Na,Clが主体でしたが,微量元素にNi,Fe,Mn,Brが 見ら

れました。

色の原因は,今のところ分かりません。

2。 岩塩 (白 ):X線回折 (XRD)で は,岩塩とEpsomiteが認められました。

Epsomiteの化学式はMgS04・ 7H20ですo

定性分析 (EDS)で は,岩塩 (赤)と 同様でしたが,遷移金属元素がなく,微量元素で

はBrが見られました。

3.白色軽量鉱物 :X線回折 (XRD)で は,Tschermigiteが認められました。

Tschermigiteの 化学式は,NH4Al(S04)2・ 12H20で ,「 アンモニウム明饗 (ammonium alum)」

とも呼ばれています。

定性分析 (EDS)で は,S,Alが主体で,微量元素で Feが見られました。
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6日 長崎県崎戸町から産出した大型プロトプテルム(ベンギン様鳥類)化石

○河  野  隆  重 (河野技術調査)

河  野  重  範 (島根大・地球資源環境)

長崎県西彼杵地区には,新生代古第三紀漸新統の西彼杵層群が分布している。これまで西彼杵標

本として大島町の西彼杵層群塩田層からプロトプテルムの中足骨が産出している。1996年 4月 13日

西隣の崎戸町に分布している西彼杵層群徳万層からこれまでに産出したプロトプテルムでは最大の

骨格を産出した。

産出した地層は,こ れまで大島町で産出した塩田層より下位の徳万層であり,こ の地層の下部に

は通称『骨石』と呼ばれる凝灰岩が分布している。この凝灰岩の年代測定はフイッショントラック

33.9± 3.3Ma(Miyachi&Sakai 1991)が示されている。

産出した化石は,上腕骨・肩甲骨・烏味骨・肛骨およびその他部位不明の骨片である。さらに同

町内の同一層準の転石からも同様の骨格を産出した。上腕骨の上腕骨頭の幅は87mll,厚 さは4711mlと

Copepterix hexerisの 同一部位の計測値45111n,中 央部幅25111nと 比較すれば,そ の大きさの比は約 2倍

の値を示 している。肩甲骨の翼の付け根の部分の幅は37111m,COpepterix hexerisで は19111mを 示し,同

じく約 2倍の値を示している。

本化石の産出は,こ れまでの北太平洋におけるプロトプテルムの産出地と比較した結果,最西端

の産出地であり,さ らに,最大級のプロトプテルムが約3400万 年前に棲虐、していたことを示してい

る。

7.西彼杵郡大島町の赤崎層群から産する沸石

大島町寺島の東海岸には,自亜紀の花商岩類を覆って古第三系赤崎層群が分布する。不整合面の

上方約 5mか ら淘汰の悪い礫岩が発達するが,こ の中に白色の鉱物細脈が入る。礫岩の直上には灰

緑色の凝灰岩ないし層灰岩がのるが,こ の中に l mnl程 度の淡赤桃色の鉱物が斑状をなして入る。鏡

下観察とX線回折の結果,自色鉱物は laumOntite,淡 赤桃色鉱物は stilbiteで あることが判明した。

北部九州第三系の沸石一有機変成分帯 (Miki ι′α′。,1991な ど)に照らすと,大島町産沸石は続成過

程における形成段階および被熱様式の異なる自生鉱物と考えられる。長崎県内の堆積岩から産する

沸石として,若松町で chabazite(岡 本,1958),大 瀬戸町で stilbite(岡 本,1958),鹿 町町で clinop―

tilolite(飯島 0歌田,1965)力洋艮告されているが,laumontiteは 初産である。

理大岡百田
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【特別講演要旨】

太陽系はひとつだけか ?

一太陽系外 に惑星 を探す―

尾  崎  洋  二 (長崎大学教育学部地学教室教授 )

この数年における天文学分野での大きな進展として,太陽系外で惑星を持つ星がたくさん見つ

かって来たことがある。本講演では,太陽系外の惑星探査の現状について紹介する。

よく知られているように,地球は太陽系の惑星のひとつで,金星,木星など他の惑星と同様太陽

のまわりを公転している。我々の太陽系は,太陽を中心に9個の惑星,惑星の回りをまわる衛星 ,

小惑星,彗星,塵などからなっている。また,太陽は銀河系という恒星大集団の星のひとつで,恒
星としての太陽はもっともありふれた主系列星である。そうだとすると,「 この字宙には太陽系の

ように惑星を連れた星は他にもあるのだろうか ?」 また,「地球のように生命を宿す惑星は他にも

あるのか ?」 「人間のように,知能を持った進化 した生命は宇宙にいるのか ?」 といった疑間が沸

いてくる。これらは,誰 もが一度は抱 く疑間であろう。

これまでの太陽系外惑星探査に関しては,親星に比べて惑星が暗過ぎるという点が大きな障害に

なって,成功 していなかった。ところが,1995年 にスイスの天文学者がおおぐま座51番星が惑星を

連れている証拠を見つけたという報告をした。かれらが使った方法は,親星のスペクトル線の ドッ

プラー効果にふらつきを見つけるという方法である。この結果は他のグループによっても確認され
,

さらに別の星にも同様な惑星系の存在を示す観測がなされた。そしてこの 5年ほどで,太陽系外に

惑星を持つと思われる星が50個以上も見つかってきた。こうした太陽系外の惑星探査の現状につい

て報告する。

なお, もし時間が許せば,私 自身の研究である「激変星の話」も少しだけ紹介するつもりである。

【特別講演講師紹介】

崎 洋 二 先生

尾崎洋二 (お さき ようじ)先生は,1938年愛知県のお生まれ,理学博士です。1961年東京大学

理学部物理学科卒業,同大学院天文学専攻修士課程を修了後,同天文学科助手,助教授をへて1985

年東京大学理学部教授。コロンビア大学,コ ロラド大学,ニ ース天文台,マ ックス・プランク天体

物理研究所にて, 5年 間の海タト研究をされています。1999年東京大学を停年により退職後,長崎大

学教育学部教授,東京大学名誉教授です。1999-2000年 に日本天文学会理事長をなされました。

天体物理学がご専門で,1974年 に矮新星爆発についての「円盤不安定モデル」を発表されました。

矮新星は,伴星の赤色矮星から流れ出す物質が自色矮星のまわりに降着円盤を作 りながら落下する

が,物質量が限界を超えると一気に自色矮星に落下し,重カエネルギーが開放されて降着円盤が輝

くというが矮新星爆発であり,こ のモデルは1980年代に証明されています。

尾崎洋二先生のご研究は,学界において極めて高く評価され,1989年井上学術賞,1991年ニース

天文台 ADIONメ ダル,2000年 6月 には「激変星の研究」により日本学士院賞を受賞されました。

主な著書は,「恒星の非動径振動」 (英文,共著,東京大学出版会,1989年),著書「宇宙科学入門」

(東京大学出版会,1996年)です。

先生が天文学者になられたのは,子 どもの頃に星空を見上げて星座の話をしてもらったり,太陽

や星の本に魅せられたことが契機となっているそうです。

(紹介者 :近藤  寛)
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