
研究発表会講演要旨

一昨年「酸性雨と酸性霧」と題 して発表 したが,今回は主と

して霧氷への大陸からの越境汚染物質の影響について述べる。

1999年冬以来霧氷の採取を続け,暖冬といわれた今季 も31

個を加えてサンプル数は計223と なった。霧氷を溶か した水

(融氷水)の pHの 最小値は3.0,最高値は8.8,平均4。 1,ECの

最小値は2μ s/cm,最高値は1520 μ s/cm,平均は409 μ s/cm

であった。

九州大学 と国立環境研究所は化学天気予報 システム「東ア

ジアの黄砂・大気汚染物質分布予測」(3時間ごと)をインター

ネットに掲載 し,毎 日更新 している。霧氷を採取 し続けてい
超汚染の霧氷 07年 1月 18日

pH=3.l EC=1310μ s/cm

るうちにこの汚染分布予測がよく的中することを実感 し,相関関係を探ってみた。霧氷が成長 した日

の雲仙岳付近の00時の汚染濃度 (μ g/ピ)を予想図から求め,融氷水のEC(μ s/cm)と の相関を求

めた (サ ンプル数51)。 その相関係数は0.42で ,「かなりの正の相関」という値であった。 これは実感

に比べ低いように思えたが,霧氷が成長する時間に幅があることを考えると「強い正の相関」に相当

するのではないかと考える。

汚染予測濃度と融氷水のECの相関
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大陸からの汚染物質の影響をもっと早 くしかも強 く受けるのは九州西部で,雲仙の霧氷は日本国内の

汚染物質の影響を考慮に入れる必要のない敏感なセンサーといえる。半面,猛烈な勢いで経済成長を

つづける大陸からの汚染物質は年々激増するのは確実で,雲仙の霧氷を “花ぼうろ"と 呼べる日がい

つまでつづ くのか心配である。
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雲仙の霧氷 と越境汚染物質

渡 辺 博 光 (雲仙市)
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2.長崎市南東部飯香ノ浦付近の火山地質と層序

布 袋 厚 (長崎市)

長崎市の茂木～飯香ノ浦付近は長崎火山岩類分布域の南限にあたり,基盤の長崎変成岩類や白亜系

などをおおって,下位から順に,茂木層・片峰岩屑なだれ堆積物・早坂火砕流堆積物・飯香ノ浦層・

(仮称)太田尾層が分布する。さらに太田尾層の上位を天竺山火山岩類 (本地域では通称 0彦山溶岩)

がおおっている。本地域の長崎火山岩類は全体として緩い北傾斜になっている。

(1)茂木層

茂木層は長崎火山岩類早期噴出物に相当する。茂木港周辺と北浦付近の海岸・平地に限局 して分布

する。土石流堆積物・火砕流堆積物の互層からなり,成層が発達 している。角閃石安山岩質で,粗粒

の斜長石・角閃石斑晶を含む。

(2)片 峰岩屑なだれ堆積物

片峰岩屑なだれ堆積物は,長崎火山岩類の南限にそって広い範囲に分布 し,茂木港周辺以外では長

崎変成岩類を直接おおっている。本層の規模は東西 7km以上9南北 3km以上,層厚150mに達 し,

眉山崩壊堆積物のそれを上回っている。本層の基質は複輝石安山岩質である。

(3)早坂火砕流堆積物

早坂火砕流堆積物は転石 (こ ろびし)か ら早坂 。長崎自動車道終点付近に連続 して分布 し,甑岩中

腹や飯香ノ浦にも限局 して分布する。本層はつぎにのべる飯香ノ浦層に含まれる。

(4)飯香ノ浦層

飯香ノ浦層は長崎火山岩類中期噴出物に相当する。田上から甑岩中腹をへて太田尾南方まで連続 し

て分布するほか,北浦東方の稜線上にも点在する。土石流堆積物 0火砕流堆積物の互層からなり,成

層が発達 している。中粒の複輝石安山岩質で,斜長石斑晶の大きさは 2mm以上である。下部の火砕

岩はバイモーダルな活動を示す。

(5)大田尾層

太田尾層は長崎火山岩類後期噴出物に相当する。大浦・小島周辺から本河内 0田手原 0太田尾・網

場にいたる広い範囲に分布する。唐八景礫岩層 (布袋,1991)は 本層の一部である。溶岩・火砕流堆

積物・土石流堆積物の互層からなり,多彩な岩相を示す。本層の岩石は複輝石安山岩で,細粒 (斜長

石斑晶が 2mm以下)で あるか, または輝石の粗粒な集斑晶 (直径 5-6mm)を 含むことで, ほか

の長崎火山岩類と区別される。このような特徴や長崎火山岩類の最上部にあたる層準から,有喜火山

岩類や森山火山岩類に対比が可能である。

なお,長崎火山岩類前期噴出物に相当する地層は本地域で未発見である。 しかし, これに由来する

礫や岩塊は,片峰岩屑なだれ堆積物や飯香ノ浦層のなかにみられる。
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3。 石垣島の地学

田  口 康  博 (長崎県教育センター)

石垣島は,わ が国最西南端に位置する国立公園である西表国立公園に属 しており,石垣島と西表島

の間に広がる海域は石西礁湖と呼ばれ,東西20km南北15kmに 及ぶ海域には,多種の造礁サンゴや魚類

がみられ,世界的に見てもサンゴ礁の豊富な海域である。

地質学的には,琉球列島の他の島々に比べて岩石の種類が豊富で,古生代のチャー トや中生代にで

きた変成岩,新生代古第二紀の石灰岩 (含石灰藻)や火山岩類, グリーンタフ,新第二紀の火成岩 ,

第四紀の石灰岩 (琉球石灰岩)が見 られる。

筆者は,2001年 (平成13年)12月 末に石垣島を観光で訪れ,地質をはじめとする自然を観察 し,採

集 した岩石試料については,薄片作成 0観察,X線粉末回折分析をおこなった。

また, 自然観察の中で,特に印象に残ったのが,陸上や海岸に打ち上げられた直径が最大で 5m程
の珊瑚礁の岩石塊である,通称「津波石」である。1771年 (明和 8年)に石垣島近海で起こった地震

にともなう津波によって海から運ばれてきたと言われている。陸上で珊瑚礁の形成の様子が観察でき

る教材としての可能性があるのではないだろうか。

その他, グラスボー トによる珊瑚礁の海中観察や, ヒルギの群落であるマングローブ林などを観察

した。

今回の観光にともなう観察で,石垣島が地学的・生物学的に非常に魅力の深い島であることが認識

できた。自然観察を好む大人や家族の観光としてだけではなく,理科の自然観察・学習を含む修学旅

行の実施の可能性を検討する価値があると思われる。
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八重山変成岩類の変成分帯と K一 Ar年 代

西村・中村 (1983)よ り

〔Foster(1965),ShiraO et al(1976)を 改編〕

通称「津波石」
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4.長崎火山を貫 くリエアメン ト

阪 口 和 則 (大村市)

はじめに

2000年 5月 25日 lAlか ら29日 編)ま で,長崎市でながさき阿蘭陀年記念事業の一環として「地図展なが

さき2000」 が開かれた。そこで,床一面に展示された九州地方の「浮き出て見える地図」が人気を博

した。係員の許可を得てその「浮き出て見える地図」の撮影を行い,そ れをもとにして現在まで作業

を続けてきた。

長崎火山を貫 くほぼ東西方向の数多 くの リニアメントを確認 した。これらの リニアメントは島原半

島北部の千々石断層の走向にほぼ平行であることがわかった。このことは,長崎火山の活動とこの リ
ニアメントが深い関わりを持つことを示唆 しているように思えた。また, この リニアメントによって

長崎火山の噴出物 (と くに複輝石安山岩)の分布が南北 2つ のブロックに分かれており,そ れらに挟

まれるようにして川平閃緑岩やプロピライ トが分布 していることに非常に興味を持った。これらの,

観察事項をもとに長崎火山について考える。
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(鎌田泰彦 (1973)国土調査 「長崎 5万分の 1」 長崎県 原図)

観察結果

1.長崎火山を貫 くほぼ東西方向 (N70～ 80° W)の数多 くのリニアメントを確認 した。

2。 滑石,横尾付近の断裂された 3つ の地形ブロックは特徴がある。

a.野田  b.横 尾   c。 滑石   d.大 宮―昭和町   d.油 木

3.長崎火山の輝石安山岩は幅約4kmで東西方向 (N70～ 80° W)に分布する閃緑岩,プ ロピライ ト

および流紋岩などによって南北 2つ のブロックに分断されている。

4。 鳴鼓岳,稲佐山,猪見岳および鎌倉山にはクレータ状の 4つ の弧状配列が見 られる。
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5。 諫早層群と多良岳火山の教材化

寺 井 邦 久 (長崎県教育センター)

大村～諫早地区には基盤として古第二系の堆積岩が分布する。下位は諫早層群,そ の上位に矢上層

群がのる。時代は始新世中期から後期 (約4600万年～3600万年前)に 当たる。

諫早層群は下位から江ノ浦層と毛屋層に細分される。矢上層群は下位から侍石層,切宮層,古賀層 ,

館層,赤松層,城平層に細分される。

露頭 1,大村市岩松町仁田 市立鈴田小学校横から登る道路沿い

この道路沿いには矢上層群切宮層が分布 しており,緩 く東へ傾斜 している。露頭中央には幅50cm

程の断層破砕帯を伴 う断層があるが,落ちの向きは不明である。航空写真の解析などから,付近には

横ずれ系の活断層が分布 しており,破砕帯の大きさから横ずれ断層によるものと思われる。

露頭 2,大村市岩松町仁田 露頭 1か ら50mほ ど山道を登った宅地

ここでは,矢上層群切宮層の上位に多良岳火山の土石流堆積物が不整合でのる。切宮層は砂岩優勢

の層で,谷状に浸食された所に,土石流堆積物が埋めている。この露頭で古第二系と第四系の多良岳

火山堆積物の上下関係をつかむことができる。

露頭 3,諫早市小川町の松山石材

この採石場付近には,毛屋層の厚い砂岩層が分布する。 この砂岩層には部分的に植物化石を含んで

おり,陸 に近い環境で堆積 したことがわかる。砂岩層は淡黄色均質の砂岩で,板状に切 り出し、石材

として出荷 している。九州一円の主に公園整備事業等に出荷されており,長崎でも石畳の石材として

使用されているc

多良岳火山は小形(1989)の 調査が詳 しい。 /jヽ 形によると下位から多良岳古期玄武岩類,郡川火山岩

類,多良岳古期安山岩類,多良岳新期玄武岩類,多良岳新期安山岩類に分けられている。

露頭 4,諌早市小長井町遠竹小学校北方広域農道沿いの崖

この地域では下位の多良岳古期玄武岩類の上に,多良岳新期玄武岩類が直接のる。広域農道沿いの

露頭では古期玄武岩の溶岩の上に黄白色の凝灰岩層をはさんで,新期玄武岩の溶岩がのる。この黄白

色の凝灰岩は新期玄武岩の噴出初期に爆発的に噴出堆積 したものと考えられる。

露頭 5,諫早市小長井町遠竹毘沙天岳周辺

毘沙天岳は多良岳新期玄武岩の活動でできた山である。山頂から3方向に岩脈が発達 しており下位

のスコリア層を貫いている。スコリア層の上位には 9万年前に噴出した阿蘇 4火砕流堆積物がのる。

以上の露頭観察を通 して,古第二系―多良岳火山土石流堆積物,多良岳古期玄武岩―多良岳新期玄

武岩―阿蘇火砕流堆積物の上下関係をつかむことができる。
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6。 長崎市多以良川で見られるカレント・ リップル

山 り|1   続 (西海市立大瀬戸中学校)

長崎市多以良川河口にある大きなリップルマークを見て,どのような環境でできたのかとても興味

を持ち,調べることにした。住宅がある崖下の西側,中央部,東部の 3ヶ 所で見られ,特に中央部で

はよく発達 している。

①西部 (写真 1′ 2)

約48mの 中に25個 のリップルマークがあり,波長は120

cm～ 200cmで , N5～ 65° Eに頂が続いている。崖の曲が

り角近 く (海側)は N50° Eで,離れるにしたがい北寄り

になり,最後はN22° Wである。写真 2の カレントリップ

ルは,波長130cm,谷 一頂110cm,頂 ―谷15cm,波高10

cmで ある。海側からの潮流によってつくられたと考えら

れるが,河床の地形によっては本来の川の流れとは逆方

向の水流をあらわす報告 もあるので, さらに詳 しく調査

したい。

②中央 (写真 3)

約14mの 中に 6個のはっきりした リップルマークがあ

り,一番東側 (崖の角に近い部分)の波長が最大で250

cmあ り,そ の他は150cm前後である。N6～ 32° Wに頂が

13寺c鍋

(写真 2)右 :海側 6月 17日 撮影

(写真 1)右 :海側 6月 17日 撮影

―
ミ本尋羹き

続いていて,崖 の角に近いほど大きくカーブを描いてい ずは平
~TT―

TT―T_… 囁……

る。西部より顕著な非対称形ではないが,陸側から海側

への流水による影響が強いようである。

③東部 (写真 4)

約 8mの 中に 4個のリップルマークがあり, N70～ 80°

Eに頂が続いている。波長は崖の角に近いところで,200

cmあ り,そ の他は120cm前後である。頂―谷・谷一頂の

長さ (cm)は , 80060, 80045, 50030, 50020で ,

西部ほど顕著な非対称形ではないが,海側から陸側への

流水による影響が強いようである。

3ヶ 所の流水の向きは,西部と東部は海側から,中央  (写真 3)左上 :海側 5月 3日撮影
は陸側からの影響が大きいように思われる。 この付近は,

埋め立てて現在の姿になっているため,川 のように見える

が実質は海と考えていい。そのため大潮時の水流は速 く,

ここより上にある橋まで海水が入ってくる。よって, 1つ

は潮の干満による影響を考えなければならない。他には,

大雨時の川の増水。そして,中央の大きなリップルマー

クをつくる流水の原因として,上流にある鳴見ダムから

の放流 も考えられる。鳴見ダムからの放流との関連性に

ついては,長期的な定点観察が必要である。定期的なリッ  (写真 4)右上 :海側 5月 3日撮影

プルマークの変化を観察 して,そ の消失および生成を記

録 して,大雨,大潮,鳴見ダムからの放流と照合することで,解明への糸口になると思う。
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ア.福岡県西方沖地震のその後 一来るべき警固断層地震へむけて一

清水 洋・松本 聡・河野裕希・松島 健・植平賢司
(九州大学大学院理学研究院附属地震火山観測研究センター)

1.福岡県西方沖地震の震源断層

海底地震観測を含む地震観測や地殻変動観測などの諸観測から,2005年福岡県西方沖地震 (マ グニ

チュー ド7.0)の震源断層は,N60° W走向のほぼ鉛直な断層面を持つ左横ずれ断層であることが明ら

かになった.ま た,余震分布の広がりから,震源断層の長さは約25km,幅 は約15km(上端の深さは

約 2km)と推定された.本震時の破壊は断層の中央やや北西寄 りの地点から北西と南東の両方向に

進行 し,断層両端部で向きを若千変えて停止 したと考えられる.震源断層の南東方向延長部は警固断

層に接続することから,福岡県西方沖地震をひき起こした断層は警固断層と同一断層系であり,本震

はこの断層系の北西セグメントが動いたものと考えられる (Shimizu et al.,2006).ま た,本震発生

後に実施されたGPS臨時観測によって,本震の震源断層の上端付近からその浅部延長部 (深 さ 0～ 3

km)に おいて,非地震性の余効すべりが発生 したことが明らかになった (Nakao et al。 ,2006).

地震 トモグラフィーによる震源域の地下速度構造は,本震の震源付近がやや低速度域になっている

のに対 し,震源断層の両端付近と大きなすべりを生 じた領域 (ア スペリティ)が高速度域になってい

る.特に,応力集中が指摘されている震源断層南東端 (警固断層北西端)で は顕著な高速度域になっ

ている.一方,非地震性の余効すべりが発生 した深さ3km以浅はアスペリティ部分を除き顕著な低速

度域になっている (Hori et al.,2006)。 これらの特徴は,高 い応力を保持 し得る領域は弾性定数が

大きい,すなわち強度が大きいことを示唆 しており,震源断層における破壊の開始や停止が不均質構

造と密接に関係 していることが推察される.

2。 警固断層近傍における微小地震活動と今後の課題

前述のように,福岡県西方沖地震は警固断層系の北西セグメントが活動 したものと考えられ,今後

南東セグメント (狭義の警固断層)の活動を促進する可能性が高い.警固断層では,現在までのとこ

ろ規模の大きな地震は発生 していないが,セ グメントの会合部である志賀島付近から警固断層に沿って

南東方向に微小地震活動が線状に延びている (図 1)。 これらの微小地震は福岡県西方沖地震発生前に

はほとんど見られなかったものであり,来るべき警固断層地震の前駆的地震活動である可能性がある.

現状ではどの程度の応力集中で警固断層地震が発生するのかは分からないが,警固断層地震も福岡県

西方沖地震と同様に強度のやや小さい場所が破壊開始点 (本震震源)になり強度の大きい場所がアス

ペリティになる可能性が高いので,断層近傍の不均質構造を今後さらに詳 しく調査する必要がある.

また,震源断層への応力集中機構として,断層の直下に存在するweak zone(多 数の延性的な断層

帯)の存在が提案されていることから (飯尾 0他,2006),警 固断層直下のweak zoneの非地震性す

べり (ゆ っくりとした断層運動)検出のための観測研究を推進する必要がある.

これらの調査研究のためにはきわめて高感度の観測が必要であるが,警固断層は福岡都市圏の中心

部を横断 しているため,現有の地上の観測網ではS/N比が不足でシグナルの検出は困難である.警固

断層近傍における深井戸観測の実現が強 く望まれる。

参考文献
Hori, WIo et al。 , 3E)seisrrlic velocity structure as deternlined by double― difference tomography in and around

the focal area of the 2005 west off Fukuoka prefecture earthquake,Eα rιん」Pιαんθιs ttα cθ, 58, 1621-1626, 2006.

飯尾能久・他,2004年新潟中越地震の発生過程.月 刊地球,号外,No53,217-222,2006.
Nakao, S.et al., Postseislmic deforlmation following the 2005 West Off Fukuoka Prefecture Earthquake(h/17.0)

derived by GPS observation,Eα rιんPιαんθιs(秒αcc 58,1617-1620,2006。

Shirnizu, Ho et al。 , Aftershock seisrrlicity and fault structure of the 2005 West C)ff Fukuoka Prefecture

Earth quake(NI」MA7.0)derived from urgent joint Observations, Eα rι ん Pιαんθιs Sンαcθ, 58, 1599-1604, 2006.
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図 1 本震発生後約1年間の震央分布 (2005年 3月 20日 ～2006年 3月 6日 )

主たる余震域の南東端 (志賀島付近)か ら博多湾へ微小地震分布が線状に延びている。
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8。 諫早・島原地域に分布するいわゆる “火山円礫岩"の強度特性について

永 藤 哲 哉 (株式会社 倉J建 )

現在,土木工事の設計において,施工対象地盤の土質定数 (単位体積重量・内部摩擦角 0粘着力)

を求める方法として,相当の割合でボーリングに伴 う標準貫入試験結果 (N値)を用いて設定 もしく

は推定されている。つまり,設計 0検討時における地盤の土質定数の設定時に,単純にN値 もしくは

N値の換算による内部摩擦角によって設定するケースが多 く見 られる。

しかしながら以下の点で,N値 と土質定数の相関には多 くの疑間の意見も出されている

1)基本的に,N値 と土質定数の関係はばらつきが大きく,相関性自体に問題がある。

2)標準貫入試験の性格上,短時間の打撃による貫入によるため,内部摩擦角との相関はある程度の

提案が可能だが,粘着力との相関についての疑間が多い。

3)相関の対象が沖積堆積土砂の場合が多 く,土粒子の粒子間結合が働 く土質は考慮されていない。

そこで,諫早・島原地域に分布するいわゆる「火山円礫岩」を例にあげ,単純にN値のみでの検討

の問題点を指摘する。

火山円礫岩は更新世の,諫早地域は多良岳,島原地域は雲仙岳の火山活動に伴 う,い わゆる弱溶

結火砕流堆積物である。露頭状況では,安山岩礫を含む凝灰岩であるが,ハ ンマーピックで削れる

程度の硬さで,土質的には土砂と軟岩の中間的な性状を持つ。この状況を反映 し,N値 は概ね10程

度の低い値を示すことが多い。

○諫早市高来町下与 (し もぐみ)の場合

N値は 3～ 10だが,一軸圧縮強度200kN/ご と,軟岩程度の粘着力を持つ。

○雲仙市小浜町飛子の場合

N値 は12程度であるが, 自然斜面勾配が1:0.8(51° )で,N値 からの内部摩擦角だけでは斜面は安

定せず,内部摩擦角を考慮する必要がある。

○諫早市平山町の場合

N値 は10程度であるが,空石積勾配が1:0.25(76° )で ,N値 からの内部摩擦角だけでは石積は安

定せず,内部摩擦角を考慮する必要がある。

以上の 3例 のように,単純にN値での換算では土質定数を過小に見積 もり,構造物設計で過大設

計となると考えられる。弱溶結火砕流堆積物の他にも,現位置風化土や硬質粘性土も同様の状況で,

土粒子間の粒子結合を持った土質においては,力学試験を実施 し,的確な地盤の土質定数を把握 し

なければ,過大設計に陥る可能性が高いことを示 している。

3地 区 の 火 山 円 礫 岩 の 土 質 定 数

地 区 名

土 質 定 数

N値 単 位 体 積 重 量

γt(kN/m3)
内 部 摩 擦 角

φ (° )

粘 着 力

C(kN/m2)

高 来 町 下 与

小 浜 町 飛 子 (18)

諌 早 市 平 山 町 (19)

参考 (大 崎の式 )

φ=√ 20・ N+15

N=10と すると、 φ=Vπ万下而+15≒ 29°

山円礫岩の分布域

(S=1:250,000)

-41-



長崎県地学会 平成19年度研究発表会

9.野外観察会 (巡検)報告 (平戸の沸石,対馬の陶石)

武 内 浩 一 (長崎県窯業技術センター)

長崎県地学会の第214回 日曜地質巡検会 (平成18年 9月 23日 )と , 日本セラミックス協会の見学会

(平成18年 10月 17日 )の概要について紹介する。

本会の巡検会では生月島と平戸島の沸石鉱物産地を中心に観察 した。詳細はニュースレター第19号

に報告されている。著名な沸石産地である生月島の番岳西海岸と,平戸島志々伎の船越海岸から産出

する主な沸石鉱物を下表にまとめた。番岳西海岸にはアルカリ玄武岩が広 く分布 し,沸石鉱物は玄武

岩の孔隙中に生成 している。船越海岸では安山岩類が分布 しており,沸石は安山岩を切って生成 した

沸石脈として産する。表には各鉱物の理想化学組成を,酸化物のモル比として示 している。玄武岩中

に産する沸石はKや Naに 富み,珪酸に乏 しい種類である。安山岩中の沸石はCaに 富み,珪酸分が多

い種類である。地質環境の違いが産出する沸石の種類に反映されていることが明瞭にわかり,多種類

の鉱物種が豊富に産出する両地域は,沸石の観察地として貴重である。

セラミックス協会の見学会は毎年秋に開催され,一般の方も参加できる。今回は対馬の重要な窯業

原料である対州陶石と,有名な工芸品「若田硯」の原石採掘地を見学 した。

対州陶石は対州層群に貫入 した石英斑岩の一部が変質 して,主に石英と曹長石で構成されている岩

石で,陶石という名前ではあるが粘土鉱物を含んでいない。鉱山は露天掘 りなので,石英斑岩 (陶石)

脈が地層と調和的に緩傾斜で貫入 している様子を見ることができる。対州陶石は食器や衛生陶器を製

造するための原料として使われている。

若田硯の原石は細粒緻密質な熱変成を受

けたかたい頁岩で,採掘地ではほとんど水

平な地層である。数cmの厚さの板状に剥が

されて採掘されている (写真 )。 木の葉の

化石が含まれており,硯の模様にもなって

いる。

産 地 沸 石 Si02 A1203 K20 Na20 CaO MgO Si02/A1203

生月]番岳西海岸 菱沸石 4 4
レビ沸石 24 4
エリオン沸石 56
コウルス沸石

灰十字沸石 10 3.3

平戸・船越海岸 モルデン沸石 10 10
中沸石

濁沸石 4 4
東沸石

輝沸石 1
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【特別講演 講演要旨】

『長崎の空39年 :1968～ 2007』

講:雨 荒 生 公 雄 (長崎大学名誉教授)

(1)は じめに

筆者が長崎大学に着任 して以来,主 として気象学や大気環境学を担当してきた。 この講演では,長

崎大学在職中に取 り組んだ気象学上の研究課題を題材として長崎県地方の気象や気候の特徴を考察す

るとともに,今後の地球科学のあり方を地球環境問題の観点から考えてみたい。

(2)思 い出の記念碑的事象 <列挙>

1971『長崎県の地学』刊行        1991 雲仙・普賢岳大火砕流

1974 金星観測100周年記念行事      1991 台風9119号直撃

1982 長崎大水害            1993 雲仙岳火山性大規模土石流頻発

1986 ハ レー彗星最接近         2002 国立環境研ライダー長崎設置

(3)長崎豪雨と諫早豪雨

長崎豪雨 (1982)と 諫早豪雨 (1957)は 日本列島上で発生 した最大級の豪雨であり,依然として教

育研究上の題材となりうると考えている。諫早豪雨における旧瑞穂町西郷の最大3時間豪雨は,前線

性降雨と長崎半島からのライン状降雨との相互作用によってもたらされた可能性がある。長崎豪雨の

最盛期 3時間の豪雨のメカニズムについては筆者にもまだよくわからないが,地形効果の観点から今

後も考察 していきたいと考えている。

“

)台風9119号

長崎市周辺を襲った戦後最大の台風であった。池島 (旧外海町)上空を経て16時半頃に西海市大瀬戸

町に上陸した (気象庁発表では,佐世保市の南に上陸)。 中心気圧935～940hPaの第1級の気圧深度をも

ち, しかも時速55kmの高速で北東進したため,危険半円側の長崎～諫早地区は最大級の暴風となった。

幸いにも日中の来襲であったので,人身被害はすくなかったが,長 く語り継ぐ必要がある台風であった。

(5)近年の大気環境の課題

春の大気混濁は黄砂 (直径lμ m以上)一 というのがこれまでの常識であったが,最近は必ず しも

そうではない。黄砂現象とは異なる<直径 lμ m以下 >の小粒子が高濃度状態になり,視程が 3～ 5

kmま で悪化する状態 (煙霧)が発生 している。その原因は大陸起源の大気汚染物質である可能性が

濃厚であり,今後 も注意深 く監視する必要がある。

地球温暖化 も深刻である。IPCC第 4次報告書 (2007)は ,第 3次報告書よりも深刻な状況を予測

しており,人間社会のあり方が厳 しく問われるとともに,そ の持続可能性に貢献するためにも地球科

学的啓蒙活動や行動規範の構築が待望される時代に突入 している。

【特別講演講師紹介】

荒  生  公  雄  (あ らお きみお)先 生  長崎大学名誉教授

1964年 3月  東北大学理学部天文及び地球物理学科第二 (地球物理学)卒業

1968年 4月  長崎大学教育学部助手 (地学)  1971年 1月 長崎大学教育学部講師 (地学)

1978年 9月  理学博士「A Study on Solar Aureole in the Turbid Atmospheres」

1979年 4月  長崎大学教育学部助教授 (地学) 1987年 4月  長崎大学教育学部教授 (地学)

1997年 10月  長崎大学環境科学部教授     2007年 3月  定年退職

2007年 4月  長崎大学名誉教授        1981～ 2004年 長崎県地学会理事
[紹介者 :阪口和則]
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