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研究発表会講演要旨

(○印は発表者)

1口 浦上地区の被爆石垣の岩石

〇近 藤   寛 (長崎大学・教育)

暑々津 朋 美 (長崎大学・教育)

布 袋   厚 (長崎市)

2日 雨り露および雲仙普賢岳 霧氷の pH

渡 辺 博 光 (吾妻町)

02000年 3月 21日 から2005年 3月 21日 までの 5年間,492回 のすべての雨,露 は209イ固,霧氷は155

個のサンプルを得,pHと EC(電気伝導度)を測定してきた。

・pHと ECは堀場製作所の簡易 pH計,EC計 を使用

・雨量計は自作,露は65mm× 110mmの アクリル板で捕集

・霧氷はポリ袋の中に包み込むようにして捕集し,約50gは その日自宅にて解凍しpH,ECを測定 ,

約100gは氷のまま県衛生公害研究所に送付 し,イ オン分析を行った。

〈酸性雨について〉

・5年間 492回 の雨の加重平均値は
イpH=4.8,酸性雨出現率は83。 1%

・春～夏期はpH=4。 9,酸性雨出現率77.5%

秋～冬期はpH=4。 7,酸性雨出現率89.8%

・冬季の季節風による越境大気汚染は明瞭である。

・黄砂は特に2000年 に多 く19回飛来し,影響を受けた。

〈露について〉

・pH平均は6.4,ECの平均は51μs/cm

〈霧氷について〉

・採取場所はほとんど普賢岳山頂,一部妙見岳

・サンプル数は99年冬は12,00年冬は11,01年冬は24,02年冬は34,03年冬は27,04年冬は47 計

1554固

・早朝の気温が 8℃以下,季節風が吹き,国見岳山頂に雲がかかっていると霧氷が着 く。

・pH平均は4.4,ECの平均は347μs/cm

・県衛生公害研究所のイオン分析とバックトラジェクトリー解析によると
,

pH<4,NO「 >100ppmの霧氷は硫黄系および窒素系汚染物質の排出量が多いとされる渤海沿岸

と朝鮮半島を経由した気児によるものであることが判明。

〈酸性雨の影響〉は時間があれば述べる。
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3日 平成16り 17年度に日曜地質巡検会で観察した露頭についての紹介
一石炭層 と佐々川衝上断層一

寺 井 邦 久 (長崎県教育センター
)

過去に佐世保 0県北地区で日曜地質巡検会に参加した時に観察した露頭について紹介する。
石炭層を含む露頭

長崎県北部から佐賀県にかけて古第三紀～新第三紀の地層が分布する。下位から相知層群,杵島

層群,相浦層群,佐世保層群,野島層群,平戸層であるcこ れまでの巡検会で紹介された石炭層の

露頭は次の3カ 所である。炭層を露頭で観察できる場所は限られており,下記の露頭は重要である。

①世知原町歴史民俗資料館裏  佐世保層群 世知原層の炭層  松浦炭鉱三坑の坑日付近

②吉井町直谷免松原北方の林道 佐世保層群 福井層の炭層   厚さ30cm程度の炭層

③小佐々町田原免の北方切通し 相浦層群  但馬岳層の炭層  30cm程度の炭層と坑道跡

③の露頭は道路の切り通し現場であるc但馬岳層の白色砂岩中に黒色の炭質頁岩や石炭層がコ

ントラスト良く観察できる。また露頭には高さおよそ1。 2彗 ほどの坑道が現れており,危険防

止のため石で埋め戻されているcま た付近の山中にはこれらの坑道につながる坑日もある。

図 1 世知原町歴史民俗資料館裏の石炭層

凶3 小佐々町田原免の北方の切通し        図4 佐々川衝上断層の露頭断層"左が鹿子前層 1

右が福井層 (ス ケールは西村暉希氏)

佐々川衝上断層の露頭

佐々川衝上断層は県内最大級の逆断層である。西からの応力で生 じた断層で, トノコ島付近で最

大1200mも のずれが生 じている。露頭 として観察できるのは,小佐々町田原免の北方切通 しだけで

ある。

図 2 吉井町直谷免松原北方の林道の石炭層

図 3 小佐々町田原免の北方の切通 し
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4口 小長井町の地質

小長井町の地質系統は表の通りである。

第 1表 小長井町の地質系統表・改訂

阪 口 和 貝J(大村市)

(阪口和則 2005)

地質年代 地 質 区 分

第
　
四
　
紀

完新世 阿蘇火砕流堆積物 (Aso-4) (0。 087Ma)1

更新世

帆柱岳角閃石安山岩               (0041Ma)2
平原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石安山岩

昆沙天岳かんらん石玄武岩と降下スコリア堆積物  (0.81Ma)3

(3.2Ma)6

遠竹安山岩質降下軽石層             (1。 04Ma)4

広川良角閃石複輝石安山岩 (ガ ラス質安山岩を含む)

足角凝灰質角礫岩 (一部亜円礫)層
第
三
紀

鮮新世 長里川玄武岩 (多良古期玄武岩) (1。 02Ma)5

(  )内 は放射性年代を示し,Maは百万年前を示す。

長里川玄武岩は,長里川中流の川沿いに狭 く分布する塊状のかんらん石玄武岩で小形昌徳 (1989)

の古期玄武岩に相当する。長里川玄武岩の上位には亜円礫を含む足角凝灰質角礫岩 (一部亜円礫 )

層が乗 り,さ らに板状節理の発達した広川良角閃石複輝石安山岩 (ガ ラス質安山岩を含む)におお

われている。

毘沙天岳かんらん石玄武岩は,下部に20mに もおよぶ赤色の厚い降下スコリア堆積物からなるスコ

リアコーンをつくっている。このようなスコリアコーンは毘沙天岳をはじめ,田原の城山を中心と

する一帯,坂ノ下,山茶花高原,山 ノ神など小長井町では特徴的に多 く分布する。玄武岩の溶岩は

このスコリアを貫いたり,お おつたりしている。この赤土は,愛野町のジヤガイモ畑の客土として

利用され,あ ちこちで大規模に掘 り出されている。このスコリア層の下位には安山岩質の遠竹安山

岩質降下軽石層があり,こ の地域の火山層序を組み立てる上で重要な役割を果たした。

平原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石安山岩は昔から帆崎石として採石され,かつては長崎,佐賀を

はじめ福岡,熊本まで広い販路を持っていた。千拓工事用,基礎石,石垣用の間知石として利用さ

れている。諫早市宇都町にある諫早家の菩提寺である天祐寺の墓石はほとんどこの帆崎石が利用さ

れている。帆崎石は地元では玄武岩という名前で呼ばれているが,平原を中心に採掘されている岩

石は,温湯勝相 (1971)の分析では Si02が 52.12%で ,安山岩と玄武岩の境目の値を示 し,こ こで

は安山岩として扱った。従来,帆崎石として利用されたものは平原のものだけではなく,小川原浦

付近の毘沙天岳かんらん石玄武岩も利用されてきた。

遠竹安山岩質降下軽石層は昆沙天岳スコリア層の下位で見つかり,その後さらに東の畑で上下 2枚

の玄武岩溶岩に挟まれて分布 し,最近,標高300m付近の聖母の騎士園近 くの石切場の新 しい崖で

広川良角閃石複輝石安山岩をおおって分布していることがわかつた。

広川良角閃石複輝石安山岩 (ガ ラス質安山岩を含む)は小倉勉 (1916)の角閃石アンデン岩に相当

し,そ の中にサヌカイトを含むとして記載されている。東彼杵町の龍頭泉安山岩に相当するもので

ある。当地域ではかなり広い分布を示す。

帆柱岳角閃石安山岩は松本徒夫 (1973)の 山陰系角閃石安山岩類に相当する。標高620mよ りも高

い位置で溶岩 ドームをつくっている。黒木岳,一 ノ宮岳,多良岳へと連続する。
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5日 長崎県北有馬町田平周辺における貝形虫化石群集の垂直変化

○河 野 重 範 (島根大・総合理工・院)

入 月 俊 明 (島根大・総合理工)

中期更新世の浅海性堆積物である北有馬層は,豊富な軟体動物化石を伴うことで知られている。

本研究では,露頭状態が良好で側方にルート間対比が可能な西田平周辺の14地点において,貝形虫

化石群集および堆積相の検討をおこなった。

【貝形虫化石群集】7地点の28試料から47属 155種の貝形虫化石が産出した。試料の処理には硫酸

ナトリウム法およびナフサ法を用いた。重複度指数に基づき,Q― mOdeク ラスター分析をおこなっ

た結果, 3つ の化石相 (下位 か ら 1, 3, 2)を 区分 した。化石相 1:主要 な群集 は sεんjzθりヵι″

たJsん jんθηθjでθ
“

Zθθ9“れ bα ゎ∫αιんs's群 集で,シル1ブルbθ rJs?"αグrjαε
"Jι

α勉 や SJんθり肋θrjルα sp.と いった

湾奥部泥底種が産出する一方,水深50m以深からも産出する比Jsθbzんゎれ,α 属なども伴なう。化石

相 2:主要な群集はの′力θη″θ7つη
“
れ″ηsθ―SJηθり′んθrブルα sp.群集で,浅い内湾泥底に特徴的な sJんθ_

り励ιrjグθα sp.や 褻ヽ θれθり′力θ″わたα″ブηα′α,BJθθれzり肋θκ bJsαんιんsJSな どが産出する。化石相 3:主要

な群集は c“ J夕″κs`_S。 たノS乃 ′ηθ
“
yθJ群集で,層準がより上位になるに従って相対的に浅い水深を示

す の磁ι″
“
θ″んα αεψ夕

“
εrα′αを伴うようになる。各地点において化石相は下位から10302ヘ

と変化している。

【堆積相】堆積相による検討を14地点で行ない,堆積相I～ Vを 区分した。各堆積相はそれぞれ以

下の特徴を持つ。

堆積相 I:マ ッドドレイプを伴うトラフ型斜交層理砂層やフォアセット層理。

堆積相Ⅱ :し ばしば離弁の二枚貝化石を伴なう礫支持礫層。

堆積相Ⅲ :著 しく生物擾乱を受けた泥質砂～砂質シルト。

堆積相Ⅳ :し ばしばレンズ～フレーザー状層理を伴なう砂質シルト。

堆積相V:レ ンズ～フレーザー状層理を特徴的に伴なう砂質シルトおよびシルト。

調査地域において,堆積相は下位からI, Ⅱ,Ⅲ ,Ⅳ,V, I, Ⅱ,Vへと変化する。

北有馬層に認められる堆積構造

下浦国の潮汐堆積物の特徴を伴なうレンズ～フレー

ザー状層理

図 1
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円 0%出 %出 %円 0%出 %出 %出 %

における主要貝形虫種の相対頻度 (%

,堆積相から2回の相対的海水準変動を捉えた。貝形虫化石群集は,

る群集から湾奥部に特徴的な群集へと変化しており,相対的に浅海化

。貝形虫化石群集を産出した層準は, 1回 目の浅海化イベントに対応

れた相対的海水準変動と調和的である。

百
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図 3 地点 9(

【まとめ】田平周辺において

下位より外洋水の影響下にあ

していったことを示 している

しており,堆積相から認めら

図 2 西田平 (田平保育所東側)で観察されるカキ密集層
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ウェブ・カメラによる惑星の撮像

松 本 直 弥 0プラネット・エム)

(1)惑星面観測の方法の変化

惑星面の観測は約400年 前のガリレオ・ガリレイによる眼視観測 (ス ケッチによる記録)に始ま

り,約 100年前からは写真による記録も始められた。写真撮影はフィルムから,最近ではデジタル

カメラにとって変わっている。一方では10年ほど前

から冷却CCDに よるi撮像も行われている。

そして,歴史的な火星大接近を目前にした2003年

始めに,進歩的な観測者によってウェブカメラによ

る撮像方法が紹介され,現在ではアマチュア天文家

の間に急速に普及した。私も2003年 8月 から,こ の

方法による撮像を行って,良い結果を収めているc

(2)ウ ェブ oカ メラとは ?

パソコンヘ動画を取込むことを目的とするカメラ

で,比較的安価 (1～ 2万円以下)で販売されてい

る。天体撮像には,フ ィリップス社製 Toucam Pro

という機種が使用されている。

(3)ウ ェブ・カメラによる撮像の特長

・USBケ ーブル 1本でダイレクトに画像をパソ

コンヘ取 り込むことができる。

・ 1枚の画像は約30万画素だが,短時間に1000コ

マ以上の画像を得ることができる。

・画像処理ソフトによる自動合成と画期的な画像

改善。

(4)ソ フ トの入手法

ウェブカメラで取込んだ1000コ マもの画像を

自動的に合成し,画像の改善処理を行うのが「レ

ジスタックス」というソフトである。このソフ

トで処理しなければ意味がない,と 言って良い

ほど両者は表裏一体の関係にある。フリーソフ

トとして提供されている。

レジスタックスのダウンロー ド先 (855kb)

http:〃registax.astronomyonet/htm1/download.html

又,Toucam Proに よる撮像の方法およびレ

ジスタックスによる画像処理の方法は,伊賀祐

一氏 (月 惑星研究会)の ホームページに詳 しく

紹介 されている (http:〃wwwokk― systemocojp/Alpo

/ToUca耐 )。 私 もたいへん参考 にさせていただ

いた。
作例 2003年 9月 6日 の火星

アマチュアの機材でもハッブル宇宙望遠鏡に迫
る ? 画像 を得ることができる。

望遠鏡 とパソコンを使った観測状況
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7.平成 17年 3月 20日 福岡県西方沖地震被害 と地形・地質

○竹 友 暢 和 饉礎地盤コンサルタンツい)

森 本 嘉 幸 (   ク   )
西 島 正 範 (  ク   )

平成17年 3月 20日 ,午前10時53分頃,福岡県西方沖を震源 (深 さ9 km)と するマグニチュード7。 0

の地震が発生し,震源に近い福岡市とその周辺地域は震度 6弱の激しい地震動に襲われ,死者 1名 ,

負傷者1087名 の人的被害 (4月 28日 現在)がでたほか,地震後の余震も多く発生し,大規模な斜面

災害や埋立地で液状化等の被害が発生した。

本発表は,地震後に行った現地調査 (既存資

料と現場写真)に基づき,各種斜面災害の特徴

と地形地質の関係を考えてみたものである。以

下に,斜面災害の代表的な写真を示し,斜面災

害の特徴 と地形・地質の関係を述べる。

写真 1;志賀島 (黒瀬付近)のモルタルが吹付

けされた切土の り面の崩壊状況

志賀島は,海の中道と砂嘴で繋がった陸繋島

であり,島の西側斜面は比較的なだらかな地形

に対 し,東側斜面は,急崖が連続し岩盤が露出

している。また,島の地質は,全体に花商岩が

分布 し,三郡変成岩を取 り込んで混成作用を受

けて,多種多様な花商岩質岩体を構成している。

写真 1は ,花尚岩質岩体が節理面から分離し道

路上に崩壊 したものである。

写真 2;能古島の落石状況

能古島は,志賀島の南約 3 kmに位置する。島

の地質は,古生層 (斑 レイ岩)か ら第四紀 (玄

武岩)ま で幅広 く分布していることから,島全

体が地質屋さんには「地層の博物館」と呼ばれ

ている。また,島の高台にキャップロック状に

玄武岩をのせている。写真 2は ,玄武岩と花商

岩の境界付近から,複数の柱状節理でブロック

状に区切られた約 3m× 2mの大岩塊が,民家

背後の急斜面を約300m転 が り,民家の一室に

落ちてきたものである。

写真 3;玄海島集落の被災状況

玄海島は,今回,非常に被害が大きかった地

域である。島の地形は,お椀を伏せた様な地形

を示す。島の地質は,全体に花商岩からなり,

能古島と同様にキヤップロック状に玄武岩をの

せている。写真 3は ,玄海島集落の被災状況で
,

緩い地盤からなる階段状の斜面につくられた石

写真 1 志賀島黒瀬付近

写真 2 能古島の落石

写真 3 玄海島集落
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積みや擁壁などが崩壊 し,その上部の家屋が倒壊 している状況である。

今回,地震により発生 した斜面災害は,地震の規模にもよるが,各々の地域の地形・地質 と大 き

く関係 していることが現場の被災状況から把握できた。まさか !福岡で大 きな地震が起 こるとは…

誰 も想定 していなかったと思う。ところで,長崎のみなさん ?地震は突然で,今現在では正確な予

知は難 しい状況にあ ります。日頃より,私たちの住む町の地形地質に興味を寄せていただいて,非
常事態に備え,防災意識を高めてお くことが大切だと思います。

最後になりましたが,今回の地震で被災された方々のご健康および関連市町村の速やかな復興を

お祈 りいたします。

8日 長崎市内で保存 に成功 した露頭

○布 袋   厚 (長崎市)

田 島 俊 彦 (貪員大)

近  藤    寛 (長崎大・教育)

長崎市にある本河内高部ダムのかさ上げに伴い,長崎土木事務所が実施した道路付け替え工事で
,

2つ の露頭が保存された。ひとつは長崎火山岩類の複輝石安山岩の自破砕溶岩に貫入した玄武岩の

岩脈であり, もうひとつは複輝石安山岩の溶岩でできた急崖の前面を同質の凝灰角礫岩が埋めるア

バット不整合である。いずれも,ダム北側の市道に面している。

岩脈は以前から知られおり,新期玄武岩類が長崎火山岩類に貫入している状態が容易に観察でき

る場所として貴重であった。工事がおこなわれていることに気付いた演者らが,2002年 6月 ,長崎

県と長崎市に対 して口頭で露頭の保存を要望し,同年 7月 ,現地で県・市・施工業者・コンサルタ

ント会社の関係者が立ち会うなかで説明をおこなった。このとき,従来知られていなかったアバッ

ト不整合が発見された。これは,岩脈との比較によつて地層の新旧関係の見かたを学習するのに適

しているため,そ の保存もあわせて要望した。その後,関係者と演者らは,工事の段階が進むごと

に現地で打ち合わせをおこなった。

法面は金網で覆ったのち,格子状の鉄筋コンクリート枠で押さえ,種子吹き付け (最下段はモル

タル吹き付け)が施されたが,保存箇所は吹き付けをせず,金網ごしに露頭が観察できるようになっ

ている。道路は長崎市道路公園総務課の所管で,保存された露頭の部分は長崎市環境保全課が日常

管理をおこなっている。

2005年 春の竣工後,環境保全課が 2つ の露頭それぞれに説明板を設置するとともに,保存につい

ての情報を報道機関に提供 した。これによって,KTNと 長崎新聞が露頭の保存を報道した。説明

板の監修は布袋が担当し,小学校高学年程度で理解が可能なように平易な内容とした。

本事例は,天然記念物に指定されていない露頭であっても,学術的・教育的価値が認められ,保
存が実現したという点で画期的である。これをさらに有意義なものにするため,小中学生 。一般市

民を対象とした観察会など,積極的な活用が望まれる。
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9日 1999台湾集集大地震被災地の現在 (2004.9)

山 田 好之助 (藤永地建)

はじめに

近年,福岡県西方沖地震をはじめ,地震災害が各地で発生している。著者は,2004年 9月 23～27

日にかけて被災地を訪れる機会を得た。ここに,震災の復興状況を報告する。

1.1999集集大地震の概要

集集大地震は,1999年 9月 21日 ,午前 1:45に 発生した。その規模は,M7.3(台湾中央気象局),

震度 :6(台湾中央気象局),震源は台北市南西約150kmで ,地震動の最大加速度 :984ガ ルに及んだ。

震災被害は,死者2,444人 ,行方不明者50人 ,負傷者11,306人 ,被災者31万 人,全壊家屋51,378

戸,半壊家屋53,522戸 ,橋梁の落下,ダムの決壊,山崩れ,地すべ り等地形の変化が著しく地震後

は,土石流が頻繁に発生するようになったとのことである。

☆  錮
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軸 輛

1鳳

象軍●

屹i磯≫鰺
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一鰊

メ|なり 1籠

亀
．■
―
１
１
■
動

文轟J祓

11:lit』

       ‐        ♂

師 警:鶴

騨籟|:礫

図-1 集集地震位置 (京都大 HPよ り)

機3図 台湾総地露構造圏:l14典醤究院HPを綴纂}.

図-2 台湾の地質 (地質ニュースより)

2.台湾の位置

台湾は台湾本島,膨湖群島および北方,東方,西南海上にある若千の小島からなるが,普通は台

湾本島のみをさすことが多い。

台湾はフィリピン海の西北隅に位置し,東はフイリピン海に面し,西は台湾海峡をへだてて中国

本土東南部と相対 し,北は東シナ海に,南は南シナ海にのぞみ,西太平洋をふちどる二連の弧状列

島の一員をなす。つまり東北方は琉球弧に,南はBashi海峡をへだててフィリピン弧に連なり,こ

の両弧をつなぐ一環にある。

む織:t:     警み姓襲      中央羹難  け機性緊

1雉機IM、 1罐数鑽1鷺轟|
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写真 1 保存 ざ

写真 2 地震断層が横断 し被災 した石岡ダム

右岸の現状 (被 災部を埋めて"補修後運

用 している)

3.台湾の地質概要

台湾に分布する地質は,主 に堆積岩と変成した堆積岩から成 り,火山岩は少なく,深成岩はきわ

めてかぎられた小地域にあるにすぎない。変成岩は主に中央山脈,特にその東斜面に分布 している。

台湾周辺は,ユーラシアプレートとフィリピン海プレートの境界部に位置している。その構造は

複雑で,台湾東方では,フ ィリピン海プレートが北西方向に向かって7。 3cm/yrで ユーラシアプレー

トの下に沈み込む一方,台湾南方では上下が逆転し,ユーラシアプレートがフィリピン海プレー ト
の下に沈み込む構造になっている。

4.地震断層の概要と被災状況

地震の震源となった断層は,車籠哺断層で,南北性の走向,東から西への逆断層 (傾斜約30° 弱)

である。上盤は新第三紀の泥岩,下盤は第四紀の礫岩からなり,水平変位の最大ずれは約10m,垂
直変位の最大段差は約1lm,地表面に現れた長さは約80kmに 達した。

この断層沿いにあった人家・学校などの建物,ダム・道路・橋梁および鉄道は,著 しい変位を受

けて,破壊された。 (写真参照)こ れらの施設は,あ るものは保存され地震博物館など教育施設と

なったり,あ るものは補修され再び利用されている。

写真 3-

写真 3-2 復旧状況 (右岸側は旧橋のまま)
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【特別講演 講演要旨】

九州・琉球の後期新生代地史における口之津層群の意義

大  塚  裕  之 (鹿児島大学・理学者Б教授)

別府―島原地溝は,島原半島から別府湾に連なる中部九州を横断してその存在が推定される地溝

構造に対して命名されたが,同地溝内の基盤岩の高まりによる不連続点によって,東から別府,阿
蘇一九重,島原一熊本の 3地溝に細分されている(松本,1979)。 この地溝内には,大分地方の碩南・

大分両層群,島原半島の口之津層群で代表される,火山活動と密接な関連をもった鮮新世から更新

世前期にかけての淡水成および浅海成堆積物が発達している。現在でもこの地溝帯地域は雲仙で代

表される火山および地震活動が活発であるが,沖縄 トラフの北方延長をこの地溝に求める考え方が

ある (木村,1980他 )。

近年,島原半島南部に分布する大泊層および同層を不整合に被う口之津層群 (下位から大屋,加
津佐,南串山,西正寺,北有馬の 5層 に区分)の マAr年代,フ イッション・トラック年代および

古地磁気層序について,こ れまでの時代論を改訂すべき多 くのデーターが得られたが,そ の成果は

別府一島原地溝ならびに同地溝と琉球弧の構造発達史との関連を考察する上に極めて重要である。

始新統を基盤岩とし,火山砕屑物なる最下部の大泊層の玄武岩は K/Ar年代は約4。 6Maで ,鮮新世

前期を示す。同層に不整合に重なる河川堆積物を主とする大屋層は玄武岩,安山岩溶岩や火砕流堆

積物を挟むが,その K/Ar年代は約4。 5Ma(鮮新世前期)か ら2.5Ma(鮮 新世後期)に かけての約

200万年間の堆積物で,そ の堆積時期は琉球弧における島尻層群堆積の最盛期にあたるc浅海成層

の加津佐層とその上位の複輝石安山岩の火砕岩を主とした南串山層は更新世前期の1.4Ma～ 1。 7Ma

にかけての堆積物であり,島尻変動 (木崎,1985)後 の地溝性堆積物である前期更新世の羽地層 (≒

仲尾次砂層)に対比されるが,こ れらの堆積および火山活動の時期は狭義の沖縄 トラフの形成期 (本

村,1990)の くはじまり〉に相当する。

加津佐層は正帯磁をしており,オ ルドバイ・サブクロンにあたる。同層はガウス・クロンの末期

にあたる下位の大屋層とその侵食面を傾斜不整合 (小利の不整合)で被うが,そ の堆積の休止期間

は約80～ 100万年と見積もられる。また,大局的にみて,その侵食期の年代はほぼ沖縄 トラフの変

動期 (島尻変動)にあたるが,その始まりは60万年ほど島尻変動のそれに先行している3北有馬層

(ca.0.7Ma～ 0.5Ma)は 別府一島原地溝への本格的な海の侵入を意味するが,そ の時期 |ま 島尻変

動後の「琉球サンゴ海」の海進に一致する。

〈長鼻類化石と口之津層群〉

口之津層群および相当層からは,従来,旧象化石で代表される多 くの脊椎動物化石を産出してい

る。近年,日之津層群を初めとする中九州の鮮新一更新統の層序,放射年代,古地磁気署事の見直

しが進んだ結果,旧象化石の産出層準に関して,次の旧象化石帯が識別出来る。これら|ま Ξ本列島

における旧象化石帯の模式層となる。

l.S彪客θグθん bθ

“
勾%んS帯 :(前期鮮新世,ca.4。 OMa),日 之津層群大屋層下書「.黒 ネ冒下部 ,

壱岐層,宮崎層群妻層上部 (シ ワリク動物群の延長)

2。 s彪客θあ4げ αttZι (ア ケボノゾウ)帯 :(前期更新世,ca.1。 5～ 0。 7ゝ Ia =之 :=習 群加津

佐層 ?,北有馬層最上部,(前期更新世,ca。 1。 5～0.7Ma)津 波見脊椎貫≒t百 詳を含む。

華北は泥保湾型動物群の延長

3.Mα
““

夕屁′sρ″χJzzs(ム カシマンモス)帯 :口之津層群北有馬層下部.大 モ`琶詳■tt S,(更

新世前期,ca.o。 6～ 0。 7Ma),本州のムカシマンモス動物群,台湾左鎮封
=詳

.■ 廷長

4.s″響θあれθrJι4協JJs(ト ウヨウゾウ)帯 :大分層群鶴崎層 (更新世事事。:.f卜 Iュ .華南の 〈剣

歯象一大熊猫動物群〉の延長

5。 ルJιθJ"θあん んα況
“
αん4j(ナ ウマンゾウ)帯 :(更新世後期 :ca.|.二 ～:、 二百ヽ12.大江層,代

ノ原層 (大分県大野町),平尾台洞窟堆積物,華中～華北動物群「〕廷長
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