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研究発表会講演要旨

1 スクール・ オブ・ ロック2009に参加 して
一ジョイデス・ レゾリューション号乗船記一

田  口 康  博 (長崎県立佐世保西高等学校)

はじめに

筆者は,2009年6月 23日 ～7月 6日 ,統合国際深海掘削計画 (Integrated Ocean Drilling Program:

IODP)の 米国実施機関 (IODP,United States lmplementing Organization:IODP― USIO)の
関連組織であるConsortium for Ocean Leadershipが アメリカ 0日 本 0ヨ ーロッパの理科教員等向

けにおこなった海洋地質学に関する洋上研修「スクール・オブ・ ロック2009(School Of Rock 2009,

以下SOR2009)」 に参加する機会を得た。

これは, これまで実施されたことのない初めての取り組みであり,多国籍の参加者が深海掘削船ジョ

イデス・ レゾリューション号 (the」ODEヽ Rθsοιじιjοん,以下 JR号)に乗船 し, アメリカ・ サン

ディエゴ～カナダ・ ビクトリアの 2週間の航海中とその前後で,科学教育の原理 0手法をはじめ,深
海掘削や海洋地質学の講義 0実習を第一線の研究者から受けることができた研修であった。 (田 口ほ

か, 2009;り |1本寸ほか, 2009)

近年, 日本において,大学や研究機関,学会組織は,そ の活動の大きな部分をアウトリーチ (啓発

活動 0教育)に注 ぐようになってきている。「アウトリーチ先進国」 (鎌 田,2006)の 一つであるアメ

リカで,IODPの アウトリーチとしておこなわれたこの研修は, 日本からの参加者である筆者 ら2名

にとって非常に意義深いものとなった。 (田 口ほか,2010)

スクール・ オブ・ ロック2009の概要 (川 村ほか,2010を 要約・追加)

日程 三2009年 6月 23日 (火)～ 7月 6日 (月 )

会場 :IODPの 航海 (Expedition 321T)(ア メリカ・ サンディエゴ港～カナダ・ ビクトリア港)をお

こなう」R号に同乗 し実施,航海前後には港周辺のホテル等で研修

講師 :IODP職員 2人,大学教員 3人,IODP研究員 2人,大学院博士課程学生 1人, JR号 の科学

者 0技術者・乗組員

受講者 :15人 (出身国内訳 :ア メリカ11, 日本 2, フランス 1,ポ ル トガル 1)

テーマ :「 ファンデフーカ海嶺のコア, CORKSと 地殻」※CORKSと は, カナダ・ ファンデフーカ

海嶺東翼の掘削孔U1301A,U1301B内 に設けた孔内観測装置一式のこと

遠隔授業 :フ ァンデフーカ沖の JR号 一香川県立観音寺第一高校―長崎県立佐世保西高校を結び,イ
ンターネット回線で JR号 と海洋地質学に関する遠隔授業を実施。多 くのSOR2009関係者が

参加 し,国際色豊かな講師陣による授業が実施できた。

引用文献
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2 「土砂災害防止法の内容と長崎県における指定状況」

浅 岡 哲 彦 (長崎県長崎振興局)

土砂災害は、わが国の気象、地形、地質的に避けられない自然災害の一つです。長崎大水害や雲仙

岳噴火災害などの大規模災害を例に出すまでもなく、毎年多かれ少なかれ全国各地で災害が発生 し人

命が奪われています。土砂災害が起こるのは、崖下 (急傾斜地)や谷の渓流の沿線 (土石流)な どで

すが、そこにハー ド対策である急傾斜工事や砂防工事を行っても、また新たに人家が建てられれば危

険箇所が増加することになり、いつまでたっても土砂災害は起こり続けることになります。そこで、

避難計画を立てたり、新たな開発を抑制 したり、家屋を土砂災害に耐えうる構造で建設することなど

の条件を付すことができる土砂災害警戒区域、同特別警戒区域を指定することができる法律が土砂災

害防止法です。

土砂災害防止法の指定までの順序を図 1に示 します。また、急傾斜地の指定イメージを図 2に示 し

ます。

土砂災害警戒区域

71

図 1 指定までの調査の流れ 図 2 警戒区域の設定イメージ

土砂災害警戒区域 (イ エローゾーン)に指定されると、市、町が避難計画をたて、ハザー ドマップ

を作成 し配布 します。土砂災害特別警戒区域 (レ ッドゾーン)に指定されると開発が規制されたり、

建物の構造に条件がついたりします。この法律は土砂災害から人命を守るためのいわゆる「ソフト対

策」であり、砂防ダムや急傾斜地崩壊対策工事など「ハー ド対策」をおこなうための土砂 3法 (砂防

法、急傾斜地法、地すべり法)と は別で、いわば車輪の両輪のような役割を担っています。平成21年

度末で長崎県内の指定状況は土石流633箇所、急傾斜地2365箇所です。 (長崎市、佐世保市、諫早市、

新上五島町)今後、全県下を対象に指定を行っていきます。→長崎県砂防課のホームページア ドレス

は、 http://www.pref.nagasakioip/sabO/

土石糞 ‐

基礎言難奎籍実施 F危険甕球設定書

図 3 各災害形態による指定イメージ
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写真 1 土砂法の契機となった災害
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3。 この 10年間の酸性雨・ 酸性霧 につ いて

渡 辺 博 光 (雲イ山市吾妻町)

測定場所、測定機器  雨は雲仙市吾妻町の雲仙市役所に近い自宅で測った。周辺は田んぼと畑

で、近 くに豚舎、鶏舎、工場など雨に影響を与えるような施設はない。霧氷の殆どは普賢岳

(1359m)山 頂岩場近 くの潅木に成長 したものを採取 した。pH計 は堀場製作所のB_212(再現性

±0。 1)、 導電率計は堀場製作所のB_173(誤差 2%)。 雨量計は自作で、ペットボ トルの上部を切

断 して漏斗とし、降水量は、 lmm方眼紙で出した漏斗回の面積と、捕集 した雨の量から求めた。

年間降水量と雨量別雨の回数と総降水量 (図 1,2) 2001年～2009年の年間降水量の平均は20

73mmだ った。2000年 4月 から2010年 3月 までの10年間に降った雨は896回だった。 (1降雨は、

雨が止んでから道路の表面が完全に乾き、白くなる約 2, 3時 間まで)10mm未満の雨は回数的

には48%に のぼるが、量的には全体の降水量の 7%を 占めるに過ぎない。一方、50mm以上の雨

は14%だ が、量的には53%に のぼる。

3)「東アジア域の黄砂・大気汚染物質分布予測」 (九州大学、国立環境研究所)について

強い黄砂、濃い汚染物質の予測はよく的中する。

特 に

pHの 出現頻度  (図 3～ 5)  酸性雨出現率、降水量加重平均値は春夏季 (4月 ～9月 )が
84,2%、 pH4.7、 秋冬季 (10月 ～ 3月 )は 93.3%、 pH4.6、 年間は88.2%、 pH4.7だ った。強酸性雨

(pH 4未満)は 4.4%、 最低値はpH 3.2で、動植物に急性の被害を出す恐れのあるpH 3未満の雨

は一回も降らなかった。一方、pH5。 7以上の非酸性雨は黄砂により中和されたものと思われる。

10mm未満の弱い雨の多 くは汚染されており、逆に強い雨の多 くはきれいな雨 (電気伝導率EC=
10 μ s/cm未 満)と なっている。なお、ECの加重平均 (2002年～2009年、700回)は春夏季が23

μs/cm、 秋冬季が38 μ s/cm、 年間27 μs/cmだ った。

pHの経月変化 (図 6) 南風が卓越する夏季はpHが高 く、北風が卓越する冬季はpHが低 くな

る。なお、2009年 5月 の月加重平均はpH3.8の強酸性雨で、10年間で唯一この月のみだった。

pHお よびECの半年加重平均値の変化(図 7,8)2000年 から2005年 にかけて汚染が進み、2008

年にかけて少 し回復 し、再び汚染がぶり返 している傾向がある。 このことは、環境省の酸性雨対

策調査でも同じ傾向が見 られた。

酸性霧の pH頻度分布 (図 9,10) 99年～01年46回、02年34回、03年 28回、04年47回、05年37

回、06年31回、07年 18回、08年 19回、09年 13回 計273回霧氷を採取 した。

pHの 平均値は3.9、 最低値は3.0、 ECの 平均値は403 μ s/cm、 黄砂の影響を受けたと思われるサン

プルは全体の11%だ った。大陸からの越境汚染物質の影響受けたと思われるサンプルは、36%だ っ

た。

まとめ  ①10年間の酸性雨の結果は、環境省の酸性雨対策調査の結果に近い値であった。②霧

氷の3分の1は大陸からの硫黄酸化物などや黄砂によりひどく汚染されている。

1      話 墨 躍雨量男1雨の回数と総雨量(mm)
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図 1

吾妻 口諌早・長崎の年間降水量
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図 9

酸性霧 pH頻度分布    サンプル数 273

図 10

酸性霧の汚染度別割合(サンプル数227)

きれいな雨麟汚れた雨(～ 99mm) れいな雨・汚れた雨(50～ 999mm

きれ いな雨
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4.炭酸塩岩と石灰質砕屑岩の溶解残澄および
水中懸濁物からみた物質移動と循環(1)

石 橋 佳 苗・ 近 藤 祐 子・ 平 田 悠・ 鮎 沢  潤 (福岡大・理)

石灰岩や砕屑堆積岩中の石灰質層は、構成鉱物の炭酸イオンに対する化学反応性のためにケイ酸塩

とは大きく異なる溶解 (風化変質)・ 運搬 0沈殿 (堆積)の挙動をとる。岩石の溶解過程で生 じる風

化残留物、水系へ移行する岩片および風化残留物、これらを起源として地表や地下の河川で生 じる堆

積物について、Bosch and White(2007)、 Knapp θι αJ。 (2007)、 Lynch θι αJ。 (2007)、 Mahler θι αι.

(2007)な どによる研究が行われ、地質鉱物学のみならず水理地質学や環境地質学の面からも注目され

ている。

演者 らは、これまで福岡県平尾台や山口県秋吉台で炭酸塩岩―水相互作用の検討を進めてきた (例

えば、平田ほか(2009)、 平田・鮎沢(2010)な ど)。 平尾台と秋吉台は古生代の高純度大理石や石灰岩か

らなるが、長崎県西彼杵地域には古第二紀の爽炭堆積岩中に石灰質層が胚胎され (井上、 1964)、 鍾

乳洞 もみられる (鎌 田、 1986)。 石灰質層準の風化残留物、河川堆積物や懸濁物質中の粘土鉱物を予

察的に検討 した結果、緑泥石、イライ ト、カオ リン鉱物が卓越 し、時代・成因とも異なる平尾台や秋

吉台の場合と同 じ傾向がみられた。西彼杵では集水域に結晶片岩のほか玄武岩が分布するが、玄武岩

の細粒堆積物への寄与は大きいとはいえない。粗粒堆積物で玄武岩や結晶片岩は頻繁に見 られるにも

かかわらず差異を生 じた原因は、地表および地下水系での選別の可能性が高い。

西彼杵の当該地域は天然記念物に指定されているため、必要な書類申請ののち、堆積学・堆積岩石

学・地球化学的な手法に基づ く調査と解析を行って鎌田 (1986)の洞窟形成に関する記載に新知見を

加えたい。

【お詫びと訂正】

「福江市井持浦地区の貫入岩、霞谷武司」 長崎県地学会誌 第73号 25…27(2009)に 田島俊彦氏

より地名の読み間違いの指摘がありました。以下のとおりご訂正ください。     (編 集部)

井持浦 :Ijiura→ Imochiura

一-38-一



長崎県地学会 平成22年度研究発表会

5。 長崎火山岩類南限付近の地質―とくに若屑なだれ堆積物の分布一

布 袋 厚 (長崎市)

1970年代から長崎火山岩類の調査をおこなってきた。1990年代までは,複輝石安山岩の溶岩,そ の

クリンカー部分 (自 破砕溶岩),火砕岩,お よび角閃石安山岩を区別 した地質図を作ったものの,不
自然な部分が多 く,層序を確立することがほとんどできなかった。

2000年代に入 り,長崎火山岩類が大きく4つ のステージに区分されることが明らかになり, これに

基づ く再調査を進めた。 しか し,長崎市の中心部以南では,ひ ろい範囲にわたって地層の上下関係を

決めることすら困難な状態が続き,あ らたな層序区分はできなかった。

2005年, このような地域の一角で岩屑なだれ堆積物を発見 した。さらに,そ の周辺を見直した結果 ,

この堆積物が茂木から飯香ノ浦にかけての一帯に分布 していることがわかり,片峰岩屑なだれ堆積物

と命名 した (布袋,2006)。 その後,範囲を拡大 して再調査をおこなった結果, これが大規模に分布

していることが明らかになってきた。

あらたに確認された片峰岩屑なだれ堆積物は,長崎火山岩類南限の不整合から戸町にいたる地域 ,

南山手から大浦周辺をへて東山手にいたる地域,飽ノ浦以南の東向き斜面,稲佐山中腹以下の東斜面 ,

城山町周辺の平地,金堀町から小江原東縁にかけてとその東側斜面,本原町から三原町を結ぶ線以南

の平地,金比羅山の下部 3分の 1,西山水源池周辺にかけて,ほ ぼ連続的に分布 している。調査が進

めば,分布がさらに西側や北側に拡大することは確実である。金比羅山の下部 3分の 1は従来,浦上

溶岩 (布袋,1986)と されていたものである。

片峰岩屑なだれ堆積物は,長崎火山岩類を構成する 4つ のステージのうち,は じめの 2つ のステー

ジの噴出物からなる山体が崩壊 したものである。金比羅山北東側にみられる岩屑なだれ堆積物の北限

の境界線と,そ の東方延長にあたる仁田付近の地形から,山体崩壊はこのあたりで発生 したことが示

唆される。

岩屑なだれ堆積物は 3番 目のステージの下限にあたる早坂火砕流堆積物 (布袋,2006)に よって直

接覆われており,岩屑なだれと火砕流が連続 して発生 したと考えられる。飯香ノ浦から田上にかけて

は,火砕流に引きつづ く, 3番 目のステージの噴出物が分布する。稲佐山や金比羅山の上部,風頭山

の溶岩 も, このステージの噴出物である。

星取山から唐八景,小島周辺をへて田手原, 日見峠周辺にいたる地域には,長崎火山岩類の最終ス

テージの噴出物が広 く分布する。 この噴出物は,相対的な活動の時期や岩石の特徴から,有喜火山岩

類や南串山層に対比される。

長崎火山岩類南限の不整合で基盤を覆っているのは,唐八景南東斜面の一部をのぞいて,片峰岩屑

なだれ堆積物である。
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6.第 4回 ジオパーク国際ユネスコ会議に参加 して

杉 本 伸 一 (島原半島ジオパーク推進連絡協議会)

2010年 4月 10日 か ら15日 まで、マレーシアのランカウイ島で第 4回 ジオパーク国際ユネスコ会議

(4 rd lnternational UNESCO Conference on Geoparks)が 世界27カ 国より423名 の参加で開催さ

れ、日本からは島原半島をはじめ洞爺湖、糸魚川、山陰海岸、阿蘇、天草などから57名 が参加 した。

ランカウイ島は、マレーシア北西部のアンダマン海に浮かぶランカウイ群島の中で一番大きな島で、

地元の言葉でランは鷹、カウイは大理石を意味する。1978年に自由貿易地帯に指定されたため、島内

で売 られている商品には関税などの税金が一切かからない免税地区となっていて、1980年代後半より

政府主導で観光開発が進み、アジア各国はもとよリヨーロッパからの観光客が訪れる一大 リゾー ト地

となっている。

ランカウイ島のジオフォレス トパーク (地質森林公園)は、地質遺産だけではなく、そのエリアの

植物や動物、そして島民の伝統的な生活様式も取 り込んだものである。ランカウイ島は、マレーシア

でも古い地層が分布 し、熱帯石灰岩地域特有の地形と鍾乳洞が数多く分布 している。特にMachinchang

Cambrianジ オフォレス トパークにはマレーシアでもっとも古い地層が分布 しており、 5億 5千万

年前のカンブリア紀の地層と推定されている。

4月 10日 と11日 は世界ジオパーク・ フェアが開催された。ホテルの海岸沿いのデッキには50以上の

テントが建てられ、GGN傘 下の世界中のジオパークがそれぞれ宣伝 した。 もちろん島原半島も参加

し大いにPRを行ったが、ランカウイのブースでは大きなニシキヘビを見学者の首に巻いてくれるサー

ビスもあり、私 もおっかなびっくり挑戦 した。

4月 12日 ホテルの会議場で開会式が行われた。歓迎のあいさつや基調講演が行われ、午後からは 4

会場にわかれて講演が続いた。全体では10件 の基調講演の発表、119件の分科会の発表、16件 のポス

ターの発表があり、日本の参加者 もそれぞれに分科会などで熱弁を遮ゝるった。

4月 14日 はジオパーク見学会があり、私のグループはマチンチャン・ ジオフォレス トパークの見学

を行 った。 ランカウイ島で 2番 目に高いマチンチャン山 (MtoMachinchang)の 麓には、オ リエン

タル村という公園があり、公園内には、ラグーンを囲むように土産物店、 レス トラン、宿泊施設など

が集められ、この地域の観光基地となっていた。オリエンタル村にはジオパークインフォメーション

センターがあり、ランカウイジオパーク全体の説明や代表的な岩石、鉱物、化石が展示されており、

専門家がガイ ドとして説明をしてくれた。夜に行われたパーティでは、世界ジオパークヘの認定記念

品 (今回は葉っぱの錫細工)が、日本の 3地域を含めて、12の地域に授与された。2010年 4月 現在で、

世界 ジオパークネットワークのメンバーは世界21カ 国、66箇所である。

4月 15日 は最終日である。各分科会報告やワークショップの報告があった。 閉会式では次回2012

年の開催地として、島原半島ジオパークが決定された。2004年 第 1回中国 (北京)、 2006年 第 2

回北アイルランド (ベ ルファス ト)、 2008年 第 3回 ドイツ (オ スナブリュック)、 2010年 第 4回マ

レーシア (ラ ンカウイ)で開催され、2012年の島原大会は第 5回 となる。

開催地は島原半島であるが、日本大会としてオールジャパ ンで取 り組む必要がある。火山都市国際

会議の経験はあるものの、今回はまた違ったものとなる。長崎県地学会の会員の皆様をはじめ多 くの

皆様のご支援をいただきながら進めていく必要がある。どうか皆様のご協力とご支援をお願いいたし

ます。
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【特別講演 講演要旨】

地球環境変動と大気組成

長 濱 智 生 (名古屋大学太陽地球環境研究所准教授)

私たちの地球には薄い大気の層があり、 この大気によって現在の地球環境が維持されています。地

球大気の99%は 窒素分子と酸素分子から構成されていて、特に酸素分子は地球における生命の源となっ

ていますが、残 り1%の各種分子 (微量分子)も地球環境に対 して非常に重要な役割を果たします。

例えば、成層圏に存在するオゾン層は、酸素分子を原料に太陽紫外線による一連の光化学反応でオゾ

ン分子を生成 しますが、この化学反応過程において有害な太陽紫外線を吸収 し、地表に紫外線が降り

注 ぐのを防いでいます。と同時に、オゾン分子よって吸収された紫外線は熱となり、大気自身を温め

ることで地球大気に特有の成層圏を作 ります。 しかし、オゾン層においてもオゾン分子はわずかに 5

ppm(空気分子100万個に対 して 5個)程度 しか存在 しません。オゾン層破壊の問題とは、 このごく

わずかしかないオゾン分子の数が、フロンガスなどから発生する塩素の影響で、時間的に減少する現

象です。また、地球温暖化の主な原因である二酸化炭素 も、大気中では390ppm程 度 しか存在せず、

大気全体から見ればやはりごく微量でしかありません。 しかし、これがわずかずつ増加することで100

年後には地球の平均気温が数度上昇する可能性が高いと予測されています。このように、大気中の微

量分子の増減 (組成変動)は、私たちの地球環境に大きく影響 します。一方で、その逆に地球内外の

様々な環境変化が、微量な分子の組成を時に大きく変化させることもわかってきました。例えば、火

山活動や雷現象、太陽活動の変化などの自然現象に伴 う微量分子の組成変化が、観測から明らかにさ

れてきています。そこで講演では、大気を構成する微量分子の役割と地球内外の環境変動が地球大気

の微量分子組成に与える影響について紹介 します。

＝

長

略

別講演講師紹介】

濱 智 生 (ながはま ともお)先生
歴

1985年 長崎県立長崎南高等学校卒業,在学中は地学部で活動,他校生とも幅広 く交流する。

1990年 名古屋大学理学部物理学科卒業

1996年 名古屋大学大学院理学研究科宇宙理学専攻満了,環境庁国立環境研究所に所属

1997年 名古屋大学において博士 (理学)の学位取得

2004年 名古屋大学太陽地球環境研究所助教授

2007年 名古屋大学太陽地球環境研究所准教授

地上 ミリ波分光計・ フーリエ変換型赤外分光計による,大気中オゾンや一酸化塩素,二酸化炭素などの

観測を行ない,微量分子の変動解析とメカニズム解明を中心に研究をおこなっている。

[講師紹介 :布袋 厚]

名古屋大学太陽地球環境研究所准教授
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