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研究発表会講演要旨

1 西南日本の下部中新統における陸生脊椎動物化石研究の現状

河 野 重 範 (島根大・総合理工)

九州北西部から能登半島に至る西南日本の日本海沿岸には,下部中新統が点在 している。その多 く

は非海成層とされ,最上部にしばしば汽水～海成の環境を示す堆積物を伴 うことが知 られている (例

えば,山内ほか,1980;小松原ほか,2003な ど)。 また, これらの下部中新統からは多 くの非海生軟

体動物化石が産出し,そ れぞれの地域との関連性 も議論されている (鵜飼・河野,2002,2004)。 近

年,九州と北陸地域からはワニ 0ト リ・ ゾウ 0シ カといった大型脊椎動物の発見が相次いでおり,当

時の動物群の一端が徐々に明らかになってきた。 しかし, これまで中国地方の日本海側では大型脊椎

動物化石の産出例はなく,同時代の九州地方と北陸地方の脊椎動物化石の関連性を議論するにあたっ

ての大きな問題となっていた。本講演では,演者 らが現在調査を行なっている島根県松江市美保関町

の古浦層における足跡化石や骨格化石を例に, 日本海形成期の脊椎動物相について議論 したい。

島根半島東部の美保関地域に分布する古浦層は, t-1～ 5ま での流紋岩質凝灰岩層を挟在 し,広
く連続することから良い鍵層となっている。 しばしば大陸と共通 した非海生軟体動物化石や台島型の

植物化石を伴うことから,ユ ーラシア大陸の水系の影響を受ける温暖な地域の湖沼域に堆積 したもの

と考えられている (鹿野 0中野,1986;鵜飼・河野,2004な ど)。 また,本層の大部分は非海成堆積

物であるとされているが,最上部からはOsι rθα sp。 といった軟体動物化石が産出することから,本層

の一部は海水の影響を受ける環境にあったと考えられている (山内ほか,1980)。

2005年 3月 ,松江市美保関町の海岸にて地質調査中の演者は,30個以上の大型脊椎動物足跡化石を

発見 した。足跡化石の保存状態は比較的良好なものから,波蝕によりかなり不明瞭になっているもの

まであるが,印跡動物はいくつかの形態的特徴からヮニロに属すると判断 し, 日本古生物学会にて発

表 した (河野ほか,2006)。 転石の1つ には約20個 のヮニ類の足跡化石が残されており, 2方 向,計 3

個体分の行跡があると考えられる。これまで,同時代のワニ類行跡は石川県門前町 (現輪島市)か ら

1例あるのみで,今回の発見は 2例 目となる。さらに追加調査を重ねるうちに,新たにワニロの足跡

形態とは明らかに異なる足跡化石を発見 した (河野ほか,2008)。 これは,足印長よりも足印幅が大

きいという特徴を持ち,大塚ほか (2003)ら によって佐賀県肥前町 (現唐津市)か ら報告された分類

不明の大型の 4趾性偶蹄類の足跡形態に類似する。同時にいくつかの骨化石 も採取 しており, これら

はスッポン類とイシガメ類に同定された (平山ほか,2008)。

以上のことから,下部中新統古浦層堆積期においてワニ類,大型の 4趾性偶蹄類,ス ッポン類,イ
シガメ類という4つ のタクサに属する大型脊椎動物が生息 していたことが明 らかとなった。 これらは

少なくとも長崎県 0佐賀県に分布する下部中新統野島層群で確認されている脊椎動物と共通 しており,

今後さらなる検討を行なっていきたい。
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2 表層コアに記録された対馬万関瀬戸の開削・拡幅に伴う内湾環境の変化

河 野 重 範 (島根大0総合理工)

入 月 俊 明 (島根大・総合理工)

野 村 律 夫 (島根大・教育)

長崎県対馬は朝鮮海峡のほぼ中央に位置 している。対馬の中央付近は西から浅茅湾が大きく湾入 し

ており,湾内は典型的なリアス式地形となっている。浅茅湾の奥部の大船越では,江戸時代に対馬藩

によって大船越瀬戸が開削され,対馬の東西を連絡する船舶の航行に供された。 しか し,大船越瀬戸

は航路が狭 く,蛇行 していること, さらに水深が浅いという問題があった。明治29年 (1896年)に は

浅茅湾奥部の竹敷に海軍要港部が設置され,海軍艦船が対馬東方海上へ速やかに移動できる航路の整

備が望まれた。そこで,1900年 に旧日本海軍は大船越の北に位置する久須保に万関瀬戸を開削 した

(海軍省,1902)。 また万関瀬戸は,1975年により大型の船舶が航行できるように拡幅工事が行われて

現在に至っている。 この万関瀬戸の開削と拡幅によって,浅茅湾奥部と対馬東岸の本格的な水交換が

開始された。

本研究では,万関瀬戸の開削および拡幅に伴った浅茅湾奥部の内湾底質環境の変遷史を解読するこ

とを目的とした。検討には2006年 7月 に万関瀬戸から北西に約 lkmの 浅茅湾奥部 (34° 18.069′ N,

129° 20。 869ノ E,水深16m)で採取 した不撹乱柱状試料を用いた。なお,柱状試料は長さ18cmで ,

全て5mmに スライスした。さらに,ス ライスした試料は微化石用試料 と化学分析用試料とに適量分

割 した。なお,微化石用試料は貝形虫群集解析を,化学分析用試料は放射能分析,CHN元素分析 ,

粒度分析にそれぞれ供 した。

放射能分析 (Pb-210,Cs-137)か ら本コアの堆積速度は0.1lcm/yearと 見積 もった。 この堆積速度

から,万関瀬戸開削工事 (1900年)の層準は深度11.5cm,拡幅工事 (1975年)の層準は深度3.5cmに

あたる。

貝形虫類は検討 した全36試料から60種以上産出した。本コアにおいて最も多産した種は3θοrんじのιんθrθ

bιsαんθんsι s‐で, lLに F√力2ροんοqνιんθrθ bjcα rjんαιc Skガんιιθbθ rιs 9じααrιαcじιθαια Lοχοθοんθんα ιοsαθんsjs

などが優占種となる。B.bjsαんθんSιSは 内湾泥底に多 く見 られ,貧酸素環境に強い耐性を持 っている

とされる (入月ほか,2003な ど)。 このB.bjsαんθんsjSは 開削前後から緩やかに減少 し,現在に至って

いる。内湾中央部泥底から普遍的に産出するⅣ わjθαrιんαια,Scじααrjαθじιθαια,L.ιοsαθんsjsは ,

現在にかけて緩やかな増加傾向をもっている。ほぼ一定であった種数や種多様度,均衡度は,1900年

頃から徐々に高 くなりはじめ,現在までその傾向が続いている。

CHN元素分析によって求められたC/N比か らは,開削工事以降にC/N比の減少が見 られた。粒度

分析による平均粒径値,中央粒径値は拡幅工事以降に粗粒化の傾向が見 られた。

以上のことから,万関瀬戸の開削工事によって浅茅湾奥部と対馬東岸の海水交換が開始され,そ れ

まで貧酸素的環境だった浅茅湾の底質環境は徐々に改善されてゆき,拡幅工事後は外洋水の流入量が

増加 し,水循環が活発化 していったことが明らかとなった。閉鎖的内湾への突然の外洋水の継続的な

流入は,そ の直後に劇的に内湾の環境変化をもたらすものではなく,数十年スケールの緩やかな環境

変化となっていることは非常に興味深い。
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1 はじめに

平成20年 2月 23日 (土 )に ,理科教員および県地学

会員を対象に開催 した。かつて, この海岸付近で

石綿,黄鉄鉱,黄銅鉱などの鉱物を採掘 していた。

そのため,多 くの種類の鉱物を観察 0採集できる。

このときの様子を紹介する。

2 地質概略

この海岸は,長崎変成岩類 と蛇紋岩類の接触部

分にあたり,蛇紋岩メランジュを観察できる。

川原木場バス停より海岸へ降 りていくと,海 に

向かって左倶1の 崖には緑色片岩,右側(南西)に 進む

と,曹長岩の大 きな岩塊を含む黒色片岩,超塩基

性メランジュ,剪断帯 と構造岩塊, ロジン岩脈が

多い蛇紋岩の1頂 に観察できる。 図 1 川原木場海岸のルー トマップ

○番号 :観察地点

3。 長崎市宮崎町川原木場海岸での鉱物採集

山 り|| 続 (西海市立大瀬戸中学校)

P              5QOm

閻扮
警)

皿コⅢコ 緑色片岩
｀ヽ  走向・傾斜(片理)

＼k 断層

＼  ロジン岩脈

3 観察内容および採集鉱物

① 緑色片岩,ス ラス ト構造,黄鉄鉱,炭酸塩鉱物,緑廉石,緑泥石

② 緑色片岩転石中の黄鉄鉱

③ 黒色片岩,断層

崖では幅30cmの破砕帯がある断層を観察できる。破砕帯の左上に黒色片岩,右下にセキエイ

を多 く含む固い超塩基性メランジュの岩塊がある。

④ 黒色片岩中の巨大な岩塊と断層

セキエイ,曹長石を含む幅約10mの 巨大な岩塊が黒色片岩中にあり, この岩塊の一部が崩れ落

ちたものが海岸にある。近 くには断層があり,超塩基性メランジュと接 している。

⑤ 超塩基性メランジュ

地下数十kmの深さにあった蛇紋岩が,ま わりの岩石を礫として取 り込んで上昇 しながら変成

作用を受けて,やがて蛇紋岩メランジュになった。メランジュ中の岩石は著 しく引きのばされて

いる。

⑥ 剪断帯と構造岩塊,磁鉄鉱,滑石,石綿,緑泥石,緑廉石,炭酸塩鉱物

一部の構造岩塊の外側には,濃緑色の緑泥石の反応縁が見 られる。近 くの海岸には曹長岩など

の巨大な楕円体状岩塊が転がっている。長崎市二重海岸で見 られる構造岩塊と同じである。

⑦ 蛇紋岩, ロジン岩脈,ガ ーネット9石綿, クロム絹雲母,ベスブ石,緑廉石, クロム絹雲母

ロジン岩は蛇紋岩中に見 られる白く硬い脈状で,10～ 20cm幅が多いが,60cm幅 もある。 ロジ

ン岩の走向はN3～ 35W,傾斜は28～85Wの 傾向が強い。中には真横に走 っているものもある。

また, ロジン岩脈中には,真横に走るピンク色のガーネット脈があり,晶洞には約 2mmの
きれいな結晶ができている。 このことから,ま ず蛇紋岩中にロジン岩脈ができ,そ の後, ロジン

岩脈中にガーネット脈ができたことを示 している。ロジン岩脈に亀裂ができ,そ こに流体が注入

され, ロジン岩との反応でガーネットが再晶出したと考えられる。炭酸塩鉱物脈の晶洞中には無

色透明の柱状結晶など珍 しい鉱物がたくさんあり,鉱物観察の好露頭がこの海岸にはある。
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4。 伊能忠敬と木星小星凌犯

阪 口 和 則 (大村市)

平成12年 2月 に平戸街道探訪の折、江迎町長坂で伊能忠敬の木星観測の碑を紹介された。そのとき、

伊能忠敬が何のために木星の衛星の観測を行ったのだろうかと疑問を持った。

忠敬は、第 1次の測地旅行に出発する前の1795年にほぼ南北に位置する自宅のある深川黒江町から

司天台のある浅草蔵前までの距離を歩測によって求め、 1° の距離は108.97kmと 計算 した。それがきっ

かけとなり10次 までの測地旅行が始まった。第 1次測地旅行 (1800年)で は蝦夷地での測量の結果、

より正確な110.75kmを求めている。

測地旅行では現在の位置を確定するためにほぼ毎晩天体観測を行っている。緯度は比較的容易に求

めることができたが、経度は、離れた 2地点での同時観測が必要である。その同時を決めるために伊

能忠敬等は1668年にフランスのジョバンニ 0ド メニコ・ カッシーニが完成させた、木星の衛星の動き
・

による経度測定法を採用 し木星の衛星の掩蔽現象を観測 し続けた。下の表に伊能忠敬が長崎県を測量

中 (1813年)に観測 した木星の衛星食の記録を示す。

大航海時代において経度の決定は重要な事柄で、経度決定のアイデアに懸賞金まで出された。ガリ

レオからニュー トンまでの天文学者たちをも巻き込んだ大きな研究課題であった。1825年すべての英

国軍艦に精密時計を搭載することが義務づけられ、永年続いた精密時計派と天体観測派の学者の競い

合いは精密時計が勝利 した形となった。詳 しい星図の作成が急務であった。

また、緯度 1° の距離は地球の大きさと、地球の形との関わりから、ホイヘンス、ニュー トン、 リ

セー、カッシーニ、モーペルチュエ、ブーゲーなどの科学者を総動員 した大きなプロジェクトであっ

た。その間綺羅星のごとく輝 く、多 くの学者たちの努力があった。

表 1 長崎県における木星および小星凌犯 文化10(1813)

月 日 西 暦 時 刻 場 所 言己 録 木星の衛星食

1.15 1813. 2.15 賤浦 (相 の浦) 月食観測 曇 り

1.25 1813. 2.25 2h36m 江 迎 木星小星凌犯測不測 イオ・ エウロパ 掩蔽入

3.17 1813. 4.17 / 壱岐郷ノ浦 木星観測 な し

4.8 1813. 5. 8 23h05m 対馬鴨居瀬 木星小星食、恒星 エウロパ掩蔽入 (成功)

4。 15 1813. 5。 15 21h09m 対馬鑓川 木星小星食 イオ食出

8.1 1813. 8.26 25h211■ 大村藩平島 曇 り晴れ小星測る ガニメデ食入
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5。 雲仙普賢岳溶岩 ドームの成長・ 5年間の動画記録

寺 井 邦 久 (長崎県教育センター)

1990年 11月 17日 ,普賢岳は九十九島火口と地獄跡火口から水蒸気爆発を起こした。九十九島火日か

らは200～300mの高さに水蒸気を 2本吹き上げた。地獄跡火回からは細粒の泥を含む温水を数10mの

高さに吹き上げた。地獄跡火回の活動はその後 1週間程度でほぼ停止 したが,九十九島火回は,翌
1991年 4月 まで細々と継続 した。

1991年 2月 12日 ,屏風岩火日から噴火が始まり,大量の火山灰を吹き上げた。この火山灰には暗茶

色の粒子が含まれていたが, この粒子の研磨面の観察から,気泡を含む本質火山灰であることが確認

された。 このことか ら地下浅部にマグマが上昇 し

てきていることが推測された。

1991年 5月 19日  8時 30分 ,地獄跡火口に直径

15m,高 さ lm程度の第 1溶岩ローブの先端が確認

された。 その37分後の 9時 7分 ころには 2m程度

に成長 した。 これか ら逆算すると,溶岩流出開始

時刻は19日 午前 8時前後 と考え られる。最初の 1

時間の溶岩噴出量は280ピ /時程度 と推定される。

また32時間後には底辺直径30m,高 さ30mの 円錐形

に成長 した溶岩 ドームが確認された。 この体積を

約7000ピ とすると,最初の 1日 における平均流出

量は220ポ/時程度となる。
溶岩 ドーム出現直後の様子
1991年 5月 19日  8:30撮影1991年 5月 21日 ,溶岩 ドームは島原市内か らも

確認できるようになった。 この日か ら筆者は400m

mの望遠 レンズを使って,溶岩 ドームの成長を撮影 し始めた。

撮影ポイントは島原高校職員室左窓 (南側), 8m北側の右窓から毎日撮影。 この 2枚 1組の写真

は立体視できる。91年 10月 には活動が南側に移動 したため,眉山の稜線で観測 しにくくなった。 この

ため島原市柏野,島原市油堀の 2定点を追加 した。さらに91年 11月 から国道251号線で水無川を横断

できるようになると,深江町諏訪,深江町ゴルフ場の 2点を追加 した。合計 5地点からの定点観測を

継続 した。最終的に活動終了までに13000枚 の写真を撮影 した。撮影された写真はすべてデジタル化

した。

1994年,写真をそのままパ ラパ ラ漫画の手法でNBCと の共同制作で動画化 した。 しか し,季節変

化による太陽高度のちがい,天候による大気の透明度,時刻による光線の違い,火山灰による大気の

混濁などで安定 した画像が得 られず,完成 した動画は見にくいものであった。

2000年 ころからパソコンによる画像処理ソフトが安価で手にはいるようになり, 1枚 1枚画像処理

を行った。処理ソフトはPhotoshop(Adobe社 )で行った。手順は次の通 りである。

1.最終の画面 (溶岩噴出停止後の全体図)を決める。溶岩噴出の全範囲が入る領域の決定。

2.画像処理。

レイヤー

画像調整

↓
　

↓

新期調整 レイヤー 00原画にレイヤーをかぶせて画像処理を行 う。

レベル補正 0・ 0最 も明るい部分,最 もくらい部分,中間を補正する。

これにより,霞がかかってばけた写真がはっきりする。
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画像調整 → カラー補正

イメージ → サイズ変更

イメージ → 回転 0・ 0

溶岩 ドームの輪郭の調整・

長崎県地学会 平成20年度研究発表会

・・光線の具合,霞などにより色がずれているのを補正する。森林

の緑色がほぼ同じになるよう調整 した。

00プ リントされた写真は微妙に大きさが違 うので,そ のままでは

1枚 1枚すべて大きさが違 う。 これをピクセル数/イ ンチで微

調整する。

00撮影時にカメラが僅かに角度がずれているのを,0。 1° 単位で

回転 し補正する。

00溶岩 ドームの輪郭が水蒸気 (白 い湯気)や火山灰でわかりにく

くなっている。薄 く見える稜線を確認 しながら空の領域を選択

する。選択された空の領域は全画同一の空色で着色する。 これ

により動画の空のちらつきが無 くなり,見やす くなる。

・ 0画像 1枚 1枚は永久保存版なので、 5 Mebほ どの大きさがある。

これではPowerPointで画像の自動切替にしても、重すぎて動

画としてスムーズに動いてくれない。そこで動画用に800Kb程

度に軽 くした。

画像のサイズを小さくする

3.採用する画像を選定する。動画にして成長の速度を比較できるようにするためには,ほ ぼ等間隔

に写真を選択する必要がある。秋季,冬季は鮮明度のよい写真がほぼ毎日撮影できるのに対 し,梅
雨から夏季にかけては,雲仙がほとんど姿を見せなくなる。雨季はうまくいって10日 に 1回程度の

撮影ができた。そこで全体の写真構成を, ほぼ10日 間隔で選択 した。 こうして動画の成長はほぼ時

間経過に比例するものとなった。

4。 動画は,MicrosOft PowerPoint2007を 使 って編集 した。島原高校か ら撮影 した画像だけで183

枚,全体で538枚を貼 り付けていく。画面を自動切 り替え 0秒 に設定すると、画面が流れるように

動画に変わる。

以上のような作業過程を経て動画画像は完成 した。総時間約 3分の作成時間は 7年を要 した。
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6。 大増光 したホームズ彗星(17P/Holmes)の観測

松 本 直 弥 (lelプ ラネット・エム)

(1)ホ ームズ彗星大増光の概況

ホームズ周期彗星が2007年 10月 24日 に急激な増光を起こし、 2等級にまで明るくなった。増光後、

急速に拡散 したものの、全光度はそれほど落ちず、空の状態にもよるが肉眼では2008年 1月 まで、

写真的には 3～ 4月 まで観測できた。

ホームズ彗星は、公転周期が6。 9年の短周期彗星で、2007年 5月 に近日点 (太陽からの距離 :2.05

天文単位)を通過 し、2007年 10月 下旬には、太陽か ら約2.4天文単位(3.6億 km)の 距離にあって、少

しずつ遠ざかっているところであった。地球からの距離は約 1.6天文単位で、 10月 23日 には、約 17

等の明るさで観測されていた。

ところが10月 24。 067日 (世界時/日本時では24日 朝)に は、8.4等 と、なんと約 9等 もの増光が捉え

られた。その後 も増光は続き、日本で夜を迎えた24.55日 には、国内で約3.5等 で観測され、さらに、

24.8日 頃 (日 本時間の25日 明け方)に は、約 2等台の明るさに達 し、肉眼でも見えるようになった。

わずか 1日 のうちに約14等 (約40万倍)も 明るくなったことになる。この時、ホームズ彗星には、

彗星の特徴の一つである尾は見 られず、肉眼では(双眼鏡でも)恒星のように見え、まるで、ペルセ

ウス座に明るい星が一つ増えたかのようだった。

望遠鏡で拡大 して見 ると、広が りを持 った円形

に見えた。

明るくなった原因は、彗星の核か ら大量のち

りやガスが噴き出す「アウ トバース ト」 と呼ば

れる現象を起 こしたためとみ られる。 その初期

段階では、大量に放出された物質が太陽光を反

射 し明るく輝 く。 しか し、 これほど急激に明る

くなることは非常に珍 しいことである。実は115

年前、 この彗星が発見された1892年 にも 4等 ま

で増光 したが、一般的な明るさよりも約12等増

光 したと推測され、 この時にも大バース トを起

こしたと考えられている。
図 1 ホームズ彗星の軌道

(2)筆者の観測

10月 25日 早朝、彗星観測者のネットヮーク「星の広場」よリホームズ彗星増光の第 1報を受け、

25日 夜より観測を始めた。25日 夜に双眼鏡で見た像は、小さな点で鋭 く輝き、恒星と見分けがつか

ず、40cm反射望遠鏡で見てようやく面積をもった天体だとわかった。

25日 以降、40cm反射望遠鏡と400mm望遠 レンズによる撮影を続けた。 この頃は幸いにも晴天が続

き、11月 にかけてあまり欠測することなく連続的に彗星の画像を得ることができた。彗星の特徴で

ある尾は明瞭ではなく、丸い形のまま直径が次第に大きくなってクラゲのような姿となり、それと

共に次第に薄 くなっていった。1892年には減光 した後に再増光 したと伝えられているが、今回は再

度の増光は認められなかった。
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(3)彗星画像の解析

40cm望遠鏡では増光10日 後の11月 上旬には彗星が写野をはみ出して写せなくなった。下に示 した

のは400mm望遠 レンズによる彗星の連続画像である。

彗星画像から読み取った視直径の変化を下表に示 した。それによれば、ホームズ彗星の視直径は

ほぼ直線的に拡大 しており、10月 24日 に最初に起こった爆発(バ ース ト)に よって拡大を続けたと推

定される。また、彗星までの距離を考慮すれば彗星の実直径を知ることができる。10月 末には約60

万km、 11月 末には約300万kmと 算定される。

写真 1 本―ムズ彗星の変化(2007年 10月 25日 ～12月 5日 )400mm望遠 レンズ使用

ホームズ彗星(17P)の 視直径の変化 -40cm反射
―ミー400mm望遠レンズ

Ｕヽ
回
緊

抒

δ

切
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7。 諫早・ 島原地域に分布する “未固結岩"の強度特性について

水 藤 哲 哉 (株式会社 創建)

土木における地盤の分類として、単純に土砂と岩盤に区分 して多 くの事業が行われている。

しかし地質的に見れば、簡単に区分できるものではなく、中間的な地盤 も多 く存在する。

そこで、そのような地盤を未固結岩と呼び、その性状を以下に示す。

。いわゆる岩盤ではないが、未固結水成堆積物とは異なり、土粒子間に粒子結合組織を持つ。

・例えば、弱溶結火山砕屑物・岩盤風化土(風化残積土)0続成作用が進行 していない軟質な堆積岩。

このような未固結岩は、標準貫入試験でのN値 は、概ね50以下で、場合によっては一桁のこともあ

る。 しか しながら、こういう地盤の場合は粘着力を持っており、切土のり面などの場合、急勾配でも

自立 していることが多い。単純にN値より内部摩擦角を算定 して設計を行った場合には、粘着力が考

慮されないので、過大設計となることがある。

そこで、弱溶結火山砕屑物(多良岳及び雲仙の火山砕屑物)・ 未固結堆積岩(口 之津層群大屋層)で試

料採取 し、一軸圧縮試験を行 った。

未固結岩の強度特性については、様々な条件によって強度が変化するため、傾向をつかむことが難

しい。また、一軸圧縮試験は試料採取状況によって生 じる強度変化があるため、さらに問題が複雑に

なった。

0未固結岩では、火山砕屑物の溶結度・風化の進行状況 0軟質堆積岩の続成作用の状況等で、強度変

化する。

・一軸圧縮試験は試料採取から試験までに、地中から取 り出すことによる応力解放による強度変化・

採取時の作業状況によって試料を乱すことがある。

以上のような要因もあるものの、未固結岩は粘着力をもつことが、明らかにはなった。

今後は、試料採取を行わずに、現位置試験によって粘着力を測定することを計画 している。

1鶉 単位体穫重量

γt彙グ●餞3)

“
　
　
　
灘
　
　
　
粛

高来町  諫早市   競野町  轟之津町

(多 良番)(多 員岳) (露 仙)(口 之津層群 )

各地試料の一軸圧縮強鮭 単位体積重量未固結岩分布域
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未固結着の一軸圧縮試験結果

試料採取地 地 質 N値 単位体積重量(g/ピ ) 一軸圧縮強度(kN/ピ )

諫早市高来町
多良岳火山砕屑物

3～ 21 1.470ハvl.594 168.2-569.4

諫早市城見町 4～ 13 1.539-1.552 156.0-362.4

雲仙市愛野町 雲仙火山砕屑物 14-38 1.644-1.719 51.4～  57.6

南島原市口之津町 回之津層群大屋層 6～ 18 1.698-1.932 41.1-195.2
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8。 雲仙火山溶岩 ドーム登頂巡検

布 袋 厚 (長崎市)

前年の上木場 0千本木地区に続 く,雲仙火山巡検の第 2弾 として,溶岩 ドームに登頂する巡検が

2008年 4月 20日 (日 )に実施された。「学術調査」の目的で警戒区域の立ち入 り許可を受けた長崎県

地学会会員のほか,国土交通省と島原市役所から数名の同行があり,総勢25名 の参加であった。

仁田峠で ミーティングを行ったあと,繭谷―紅葉茶屋をへて,国見別れの分岐点で警戒区域に入っ

た。閉鎖されて荒れた登山道を進みながら,直径数cm一数十cmのパ ン皮状火山弾が点々と転がって

いるのを観察 した。さらに前進を続けて,風穴の前から旧山体の斜面をよじ登 り,溶岩 ドームの辺縁

に至J達 した。

溶岩 ドームには黄色のペンキで進行ルー トが記されており, これを目印にして登るようになってい

る。溶岩 ドームの斜面は,直径数十cm-2m程 度の多面体の超角礫が雑然と積み重なり,かろうじ

て安定を保っている状態なので,不用意に体重をかけると崩落を招 く危険性があり,上を見上げると

今にも巨礫が崩れ落ちて来そうで,た いへんな恐怖感があった。

山頂にはいくつかの噴気孔があり,そ の多 くは無臭であった。溶岩尖塔そばの噴気孔では二酸化炭

素・二酸化硫黄・塩化水素 0フ ッ化水素を含むガスが出ており,風下では塩化水素臭の刺激で咳き込

み,息ができなかった。この日測定 した温度は207℃ であった (写真左)。 周辺の岩石は変質 して赤褐

色から黄褐色ないし黄色の粘土質になっていた。ほかにも,周囲の岩石が赤 く変色 した噴気孔があり,

現在は熱傷を起 こさない程度の温度であるが,かつては赤熱するような高温のガスが噴出していたこ

とを物語 っている。

溶岩尖塔は高さが30mあ り,垂直に切 り立った壁が上のほうで湾曲し, ジグソークラックが入って

いる (写真右)。 これは溶岩がまだ軟 らかい状態で噴出し,重力によって変形 しなが ら,同時に割れ

ていったものと考えられる。

ついで,溶岩尖塔の周囲をまわる形で進み,第 11ロ ーブを背後から観察 した。ローブには上昇のさ

いに形成されたと考えられる,多数の流理や節理,擦痕が見 られた。その遠方には,火砕流で焼かれ

た跡や新焼溶岩が鮮明に見えた。

溶岩 ドームを下山した後は,霧氷沢をへて普賢岳旧山頂そばで警戒区域から離脱 し,繭谷経由で仁

田峠に戻 り,全 7時間の行程を終えて解散 した。
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9。 流体包有物とその利用方法

武 内 浩 一 (長崎県窯業技術センター)

商店街を歩 くと「ス トーンパワー」をうたった鉱物のお守 りや、小物のア

クセサ リーを販売する「貴石 ショップ」を目にすることがある。宝石は高価 :

百:皇Яl言TFIttI:FL抒 易π】層栗量「 磐奨F言漁嵩はF理ゝはこ :
と形の商品が陳列されている。 これ らの中に「水入 り水晶」 と呼ばれるもの :
がある (図 1)。 六角形の結晶中に水が取 り込まれて、さらに小さな泡がコロ :
コロと動 く様子がわかる。 この泡を科学的に観察すると、いろいろなことが '
わかってくる。                          :

水晶のように大きな結晶を作る鉱物は、結晶成長する間に他種の鉱物など
…

|‐1‐

・・・
‐.|三■|:■■|

図 1 水入 り水晶

(ベ ンダン ト)
いろいろな物質を内側 に取 り込

むことがある。取 り込まれたも

のを包有物 というが、特に液体

状のものを「流体包有物」 と呼

んでいる。流体包有物が結晶中

に取 り込まれるメカニズムを図

2に 示 した。例えば熱水か ら石

英脈が生成 される過程を想定 し

てみよう。 まず、成長途中の石

英の表面や変動で生 じた破砕面

などに、熱水が取 り込まれる。

缶,          (薦 リ fri           `ご ∫,

図 2 流体包有物が生成される模式図

時間と環境の経過に従って石英は結晶化と組織の再構成が進行 し、最終的には右端図のような負結晶

(negative crystal)中 に液体 (元の熱水)を保持 した形態となる。また、かつての破砕面に沿 って

流体包有物が並ぶこともある。 このように流体包有物は、包有物を含んでいる結晶が生成 した時や、

変動で破砕された時に存在 した「化石水」であり、当時の溶液を直接手にすることができる唯一の証

拠である。

流体包有物を観察 してすぐにわかるのは、液体 (熱水)が取 り込まれたときの温度である。泡と水

の容積比が鉱物中に取 り込まれた時の温度に比例 しており、液体の温度が高かいほど泡の割合が大き

くなることが理論的に示されている。泡の比率が 3割程度であれば250℃ 以上であり、泡がたいへん

小さいか全 く見あたらない場合は100℃前後と考えられる。ただし、水は374℃ (臨界温度)以上では

「流体 (fluid)」 と呼ばれる状態になって、液体 と

ので、この方法で液体の温度が推定できるのは臨夢

一方水は冷却されると氷になるが、水に溶解 し

なると凝固点降下が起 こる。つまり水が氷になる

体に溶けていた溶質 (塩)濃度を知ることができ

分離された水は高い塩濃度を示 し、温泉 も含めて

度である。 さらに、特殊な装置で測定すれば炭酸

出することができる。流体包有物は液体が関係す

上で大変に有効な手段であるので、薄片を観察す

も注意を払ってみてはいかがだろうか。                  図3 石英中の流体包有物
(温度:約300℃ )(波佐見町三股地区)
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【特別講演 講演要旨】

『大村湾―超閉鎖系水海域「琴の海」の自然と環境―』

講師 松 岡 敷 充 (長崎大学環東シナ海海洋環境資源研究センター教授)

大村湾は成立過程から見ると非常にユニークな「湖」のような「海」といえる。大村湾の形は南北

と北西～南東の 2つ の異なった構造線 (断層)に よって規制されている。西岸は出入 りの多い入 り組

んだ海岸線 (溺れ谷―リアス式―)であるのに対 して,東岸は比較的単調な海岸線である。 これは大

村湾全体が西南方向に傾動 していることを示す。

大村湾の表層堆積物の中央粒径値は4μ mで,そ の粒径以下の堆積物粒子が堆積物重量の50%以上

を占めている。大規模な流入河川がない大村湾では細粒堆積物が沈積 しているところに有機物等を含

んだ廃棄物が加わると,そ の堆積物は容易に「ヘ ドロ」に化す。大村湾は人間活動の影響を直接的に

受ける「非常に脆い」性質を持った「湖」的な海である。

各種のボーリング調査結果によると「大村湾」は現在より7～ 9万年より前は「古大村湖」や,そ

れらの水が干上がった「古大村盆地」の状態を繰 り返 していた。「古大村盆地」にはその後の津水湾

や形上湾になる谷ができ,周辺の河川が流れ込んでいた。それらは針尾瀬戸や早岐瀬戸から佐世保湾

を経由して東 シナ海に河口を持つ大きな河川が存在 していた。

「大村湾」がいつ‖
海

‖
になったのかはボーリング試料中の‖

海棲員の化石
‖
が示す。その放射性炭素

年代値は7380年前であった。また,海棲プランクトン (渦鞭毛藻 シス ト)化石の産出層準の地質年代

は8700年前よりも古 く,泥層の堆積速度等に基づいて判断するとおよそ9000年前となる。
‖
自然観を養 う科学"は「自然史科学」にある。自然史科学を構成する要素は多岐にわたるが,重要

な一分野である生態学を大村湾の自然理解に当てはめてみると,次のような課題を設定することがで

きる。「大村湾にはどのような生物が棲息 しているのか」,「生息する様々な生物は互いにどのような

関係にあるのか」,「 どういう生物が絶滅 しつつあり,あ るいは既に絶滅 したのか」,「 どういう外来の

生物が生態系の中に入 り込んできたのか」,「 それは在来の生物にどのような影響を与えているのか」。

これら「生き物」と「生き物」との関係や「生き物と環境」との関係を理解することである。その出

発点として生物の分布調査,水質調査,底質調査などが行われてきたのである。 しかし,大村湾の現

状を科学的に理解するにはこれだけでは不十分であるといわざるを得ない。「過去 0現在 0未来」す

なわち「すべてのものは時間とともに変化する」 という原則が自然にも当てはまる。「自然 も永久不

変ではなく,時間の流れの中で常に変化 していくものである」という基本的概念は,環境保全・環境

修復の取 り組みに極めて重要である。
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