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研究発表講演要旨

はじめに

多良火山地域の基盤岩とく

な起伏があることが分かり,

1 多良岳火山基盤岩 (古第二系)の深度

阪 口 和 則 (大村市)

に古第二系の地表での分布やボーリング資料から,そ の深度分布に大き

そのことについて考察した.

九州の活構造

「九州の活構造 1995」 によると九州の活構造は I北部九州, Ⅱ中部九州,Ⅲ南部九州に分けられ.

Ⅱ中部九州活構造区は新第二紀より火山活動が連続 しているところで,第四紀後期の火山帯を変位さ

せる短い正断層群と地溝形成で特徴づけられ,多良岳周辺では西麓から南麓にかけて北西一南東から

東西方向の左横ずれ北落ち断層がみられる.こ れが荷重沈下による断層か,広域的な応力場に対応 じ

た断層か分からない。としている.

重力異常

久保寺ほか (1976)の精密重力異常図には,考えられる地溝 (仮称 多良岳地溝帯)の位置に低重

力 (20 mgal)の 弱い帯が示されており,古第二系がつ くる地質構造を反映 しているものと思われ

る.

まとめ

図に多良火山地域の基盤岩 とくに古第二系の深度分

布を しめす。 この地域の有明海に面 した部分について

は資料不足のために詳細は明 らかにできなかったが ,

北部の佐賀県鹿島か ら嬉野にかけて基盤岩の隆起部が

あり,北縁の東彼杵町～大村市黒木の窪地方向と南縁

の大村市富の原～雄 ヶ原～諌早市湯江方向に挟まれた

幅およそ8kmほ どの地溝が考え られる.そ の中で大村

市田下付近が小地塁 (minOr horst)と して残っている.

この北北西か ら東南東方向は多良火山麓扇状地の上に

残されている活断層 (大村・諫早北西部付近断層帯)

の方向と調和的である.

この断層帯は地溝の南縁付近に当たり,北落ち,左横

ずれの断層である.

これ らのことか らこの地域の古第二系は堆積後に構造

運動 (断層の活動)を受けたことは確実であり,お そ

多良岳の基盤岩 (古第二系)の深度分布図
点線の内側は黒木の窪地

横線は地表での古第二系の分布

らく多良岳火山の火山岩噴出以前から現在にわたって地溝が形成されたものと思われる。
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2 雲仙火山眉山周辺の縄文期噴火に伴う倒木痕

長 井 大 輔 (雲仙岳災害言己念館)

南島原市深江町大野木場の権現脇遺跡では,2002年より遺跡の発掘調査が行われている.発掘の調

査主体は,同市教委員会である。発掘は,普賢岳噴火災害後の砂防工事の一環で,工事予定地で見つ

かった土器類の遺物を中心に考古学的な調査を行 うものである.遺物の多 くは,縄文から弥生時代ま

での遺物が主である。2006年の調査では,土層の中より火山噴火起源とされる「権現脇火砕サージ堆

積物」 (約 5600年前,長岡ほか (2006))が報告され,同時に火砕サージに伴 う風倒木の跡 も見つかっ

ている.長岡ほか (2006)は,風倒木跡から推定される倒木方向から,火砕サージの起源を雲仙火山

の 1つ である眉山火山と推定 している.こ の火砕サージに伴 う人的被害の痕跡は見つかっていない.

昨年2012年の調査では,同教育委員会は新たに16箇所から,同 じ層位から噴火に伴 う風倒木跡を発

見 した.倒木跡の形状は,上面から見ると黒色土壌が帯状に突き出した構造をし,断面で見ると, も

との土壌層から,め くり揚げられた構造が見 られ,め くれ上がってできた溝に火砕サージや火山灰層

が入 り込む形で見 られる.火砕サージ堆積物は,横方向に層厚の変化が見 られ,やや成層構造が見 ら

れる。同層は,下部の灰白色粗粒部と上部の灰褐色細粒部に分けられ,そ の上位をやや赤みがかった

火山灰が覆 う.赤みがかった火山灰は流水などで二次的に再堆積 しているが,保存のよい所では,一
様な厚さで積もった降下火山灰として観察できる。地盤のめくりあげの状況から,木が根っこごとひっ

くり返されたことが分かり,そ の倒本方向は,ほ とんどの点で眉山の方向から背を向けるように倒れ

ている.ま た,め くりあがった溝やめくりあがった土壌の壁面に火砕サージ堆積物が入 り込んでいる

ことから,倒木の要因は,火砕サージの衝撃 (或 は直前に襲った衝撃波)に よる可能性が高い。堆積

物の中に,樹皮が炭化 した本片が見つかることから,火砕流本体ほどの高温ではないが,あ る程度の

温度を持った流れであったと推定される.遺跡の調査は,来年度 も引き続き場所を変えて行われる予

定で,よ り多 くのデータを蓄積することで,火砕サージの起源や発生のメカニズムなどが解明するも

のと期待される。

図 1.権現脇遺跡で見られる倒木痕 図 2.権現脇遺跡の全景 (2012年 調査区域)
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3 長崎県雲仙市の金浜断層について

田 島 俊 彦 (長崎市)

彦山および諏訪池周辺の地質については, 日本地質学会西日本支部第164回 例会でポスター発表[田

島(2013)]を行い,島原半島南部ホルス ト(hOrst=地塁=地塊)地域は,10数回以上の構造運動の繰 り返

しによって形成
*さ れた事を述べた.

金浜断層は本間(1986)命 名.Sendo T.et al。 (1967)は 金浜木場の北斜面にSuwano― ike basalt,

Tonosaka andesite,Unzen basal tuff brecciaが 累重する事を記載 し,太田(1973)は ,雲仙地溝の

橘湾側の南縁断層とした.

資料5図 1は ,北串山地域に見 られる必従川(consequent rive→ を模式的に図示 し,資料4の図10[1]

～[6]に は,島原半島南部ホルス ト_金浜断層(金浜川)。 木指ホルス ト_木指断層(木指川)0日 当ホルス

トー日当断層 (ノ
jヽり||)の 形成過程を模式的に示 した。

島原半島南部ホルス トの北斜面には18条 の必従川が形成されているが,木指ホルス トの南斜面には

7条 しか形成されていない。木指ホルス トの北斜面には13条 の必従川があるのに日当ホルス トの南斜

面には3条 しか形成されていない.日 当ホルス トの北斜面には3条 の必従川が見 られるが,署串ホルス

トの南斜面には0条である。

金浜付近の各ホルス トの北斜面だけが必従川により,侵食を早められているがその理由
*は

判 らな

い。また,金浜川の金浜断層(Kanahama Fault),木 指川の本指断層(Kisashi F。 ),小川の日当断層

(Hiate F。 )と 断層の上には小河川が形成されている。これらの 3活断層は開析が進み,上空からは見

えず,1:25,000地 形図でも断層面の判読はできにくい.

資料 5図 1の 島原半島南部ホルス トの金浜木場の北斜面には,南串山層の上を塔ノ坂安山岩が被い
,

その上部を竜石層最下部層が被覆 している.署串付近の竜石層は星住ほか(2002)に より300-450ka K―

Arの年代値が得 られている.

木指ホルス トの南木指には金浜断層と同方向に東から, 1凹地=200m× 100m× 深さ10m, 2凹地=

450m× 130m× 深さ40m, 3凹地=250m× 150m× 深さ30m, 4凹 地=200m× 150m× 深さ30mの 四つ

の凹地(depression)**が分布 している.さ らに木指ホルス ト北斜面には標高100m付近に陰平段丘面が

残されている.

資料 5図 1は 資料4の 図10[1]～ [6]の ように金浜断層―木指断層―日当断層は,南部から順次活動 し,

木指溶岩の流出後に完成 したと推定される.ま た隆起期の断層は逆断層,沈降期の断層は正断層とし

て形成されている.断片的に見 られる断層面はおおむね鉛直方向であるが,金浜木場では東西方向の

走向をもち,北に約 70° 傾斜するところもある.さ らに金浜付近の各ホルス トでは,そ れぞれのホル

ス ト面の平均標高が異なるところから,地域ごとに個別の構造運動をしたものと推定される.

謝辞 :雲仙災害記念館の赤色立体地図を活用する事により,地形を立体的に把握できました。赤色立

体地図を公開されている雲仙災害記念館に感謝 します.

質疑とコメン

[1]川原氏

[2]寺井氏

[3]山田氏

[4]永藤氏

:本講演に対 し次のような有意義な質疑とコメントを頂戴 しました.

金浜断層の断層面は傾斜 しているのではないか.… 0鉛直方向が多いです.

この付近の地質構造についてどのように考えているか.…・詳細は不明です.

4凹地の形成には,左横ずれ断層が関係
**し ているのではないか。

必従川発達の相違は,表層地質の違いに起因
*し ているのではないか。
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4。 全国流通地震データを用いた有明海周辺の地震活動

江口美里・馬越孝道(長崎大学環境科学部)

1。 目 的

本研究は,全国流通地震データおよび気象庁による一元的処理の震源データをもとに,有明海周辺

の最近の地震活動の特徴を明らかにすることを目的とする.

2。 データ

2002年 1月 1日 ～2012年 12月 31日 を対象に有明海周辺の震源分布の特徴を調べるとともに,発震機構

解析, b値解析を行 った.ま た,2008年 2月 以降では地震の密集 したクラスターごとに地震波形の比

較を行った.震源要素は,気象庁,国立大学,防災科学研究所 (NIED)高感度地震観測網 (Hi― net)

等の地震データを気象庁が収集 し,一元的に処理 したものを用いた.波形は,長崎大学で収集 してい

る全国流通 システムのデータおよびNIEDか らダウンロー ドしたものを用いた.

3。 結 果

有明海周辺の地震は,主に有明海中央から東側沿岸・陸部にかけて発生 している。解析期間の間で

MO.5以 上の地震は約5000個発生 していた.震源の深さは主に,3～ 17kmの 範囲である.規模はほとん

どがM3以下の微小地震である。M2.5以 上の地震に対 して行った発震機構解析によると,正断層,正

断層と横ずれ断層の中間型,横ずれ断層が混在 していた。 P軸 は,解の種類により上下から東西に変

化 し,T軸 の向きは南北～北北西一南南東のものが多かった.こ のことから,有明海では南北方向の

張力が卓越 しているといえる.地震の分布には,空間的な地震の密集が明瞭にみられた.主要な密集

部分 16カ 所について,そ れぞれM―T図の作成および波形の相似性を解析 した.波形の相似性は大き

く4パ ターンに分かれた。 b値解析の結果,有明海周辺の b値 は海と陸で大きな差は見 られず,全体

で0。 99で あり,九州全体のb値 0。89,福 岡県西方沖の b値 0。 75よ りも大きかった.

4。 考 察

今回の解析により,有明海周辺で発生する地震のクラスター化が明瞭に読み取れた.こ れはHi― net

による地震観測網の整備が進んだ結果ともいえる。クラスターごとに地震の発生パターンを見ると,

時間的に密集 しているものもあったが,ほぼ定常的に地震が発生 しているものが多かった.波形の相

似性の解析からは,有明海周辺で見つかった地震のクラスターの多 くは,1つ の断層が滑ったのでは

なく,小規模の複数の断層が動いて地震が発生 していると考えられる。またb値がやや大きいことか

ら,有明海周辺は震源領域の不均一度が高 く,蓄積されつつある応力が早い段階で解放されていると

考えられる.

謝辞 :本研究では,気象庁一元化データ,全国流通地震データ,防災科学研究所公開データを使用 し

ました:関係機関ならびに関係者の方々に深 く感謝の意を表 します.
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5e1874年金星過日・ フランス日本隊の写真集発見

松 本 直 弥 (l■lフ ラ゚ネット0エ ム)

2012年 8月 8日 ,長崎大学付属図書館の下田さんから「 この 7月 にパ リの日本古写真を調査する機

会があり,パ リ第 5大学 (薬学部)内の図書館に収蔵されている『1874年の金星日面通過の折, フラ

ンス観測隊によって撮影された, 日本 (長崎及び神戸)の写真28枚からなるアルバム』を見てきた。

他の成果と合わせて記者発表するので,特に「長崎観測所 (ObservatOire de Nagasaki)」 と思われ

る写真について,2004年以降明らかになっている点をぶ、まえて,コ メントしていただければ幸いです.」

との電子メールをいただいた.早速, 8月 17日 に長崎大学をお訪ねし,下田さんたちが複写された画

像データを提供 していただいたうえで, 9月 1日 には現地へ赴き,写真の検証 も行った.

(1)金星観測と関連する写真

アルバムの28葉 の写真は重複 したものもあ

り21種 だった.こ の中には当時の金比羅神社

の建物や祠,1875年 の皆既日食観測のためジャ

ンサ ンが日本か ら向かったシャムで撮 ったと

推定 される写真などが多 く含まれ,金星観測

と直接関連するのは右表に示す 8種 10葉であっ

た.

これまで,米国隊の観測施設に関 しては上

野彦馬が撮影 したとされる写真が数点残 って

いたが, フランス隊に関 しては現地での写真

はほとんど知 られていなかった.今回発見さ

れた写真を見ると,140年前のものとはとは思

えないほど,た いへん大規模かつ高度な機材であり,

識させるものである.紙面の都合もあり, ここでは表

表 1 観測に関連のあるフランス隊の写真

写  真 備 考

観測地遠景 キャプションあり

キャプションなし(1と 同じ写真)

8プ ース望遠鏡 キャプションあり

キャプションなし(3と 同じ写真)

写真儀

写真儀建物 建築中

完 成

シデロスタット 回転写真儀に使用

観測記念碑 長  崎

10 観測記念碑 神 戸

国の威信をかけた観測活動であったことを再認

1の 中の 2点をご紹介する.

(2)フ ランス隊観測地遠景(原本を拡大 )

この写真 か ら

は,フ ランス隊

の全容 を伺 うこ

とができる.

6棟 ほどの観

測小屋 が確認 で

き,右 端 の ドー

ムか らは望遠鏡

の鏡筒 がのぞい

ている.中 央 に

はフラ ンス国旗

が掲 げ られて い

る.画 面左下 の

灯籠 は「三本足
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三本足の灯籠 左 :フ ランス隊のアルバム 右 :現在のようす

(3)8プ ース屈折望遠鏡

の灯籠」 と呼ばれている

もので,近 くで撮 った写

真がアルバ ムの中に含 ま

れている.こ の灯籠 は 9

月 1日 に現存 しているこ

とを確認 した.階段を上

り詰め,金比羅神社の参

道か ら金星観測碑へ向か

う道へ折れてす ぐの地点

にある.横に文化三年(1806)

建立と刻んであった.

lギ紺錆
この写真には「 ジャンサン隊長使用の 8プ ース望遠鏡」とのキャプションが書かれている.プ ース

はフランスの古い長さの単位で, 8プ ースは約216mmに相当する.金属鏡筒,重錘落下による自動運

転装置を備えた立派な望遠鏡で,望遠鏡台座はレンガ製, ドームは布製である.
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6。 地すべりすベリ面と活断層面の観察とせん断破砕機構の比較

山 田 好之助 (藤永地建lal)

1.は じめに

阪神淡路大震災以降,各地において活断層の調査が進められている.こ のたび,山 口県地質図第 3

版 (山 口県地学会 ;2012)に 記載された活断層露頭を巡検する機会を得た.著者は地質コンサルタン

トで,地すべり活動によって形成されるすべり面と活断層地表露頭における断層面について,せん断

面としての視点から観察 し,せん断破砕機構について比較 0整理 した結果を報告する.な お,地すべ     ´

り発生の場は地表付近であるのに対 し,断層の場は表層から地殻深部に及ぶため,本報告では地表近

くで生 じたとみられる活断層面との比較に限定される.

2.地すベリのすベリ面観察

地すべり現象は,特定の地すべり面を境界にして,そ の上位の地層が,降雨や融雪による地下水位

の上昇 (間隙水圧の上昇)や地震動等を誘因として発生する重力による土塊の移動現象で,極論する     _
とすべり面は地表面に対 してほぼ平行の水平方向せん断面ともいえる。狭義のすべり面は,厚 さ数mm

の粘土層で,鏡肌・ さっ痕 (地すべり移動に伴 う引きずりあと)が認められ,上下の土層よりも高含

水比である.ま た,すべり面粘上の下位にはリーデルせん断面とよばれる潜在的破砕面,すべり面沿っ

て取 りこまれた小礫 (径 1～ 3 mm,亜円～円礫で回転痕を有する),お よびレンズ状空隙 (厚さ1～ 3

mm,長さ10～ 15mmで ,地下水の流路となる)な どの構造 も認められる.

3。 地表活断層露頭における活断層面の観察

活断層露頭Fl(下郷断層 ;小郡市)お よびF2(木戸山西方断層 ;山 口市)は , ともにNE― SW性の

走向,右横ずれセンスの活断層で,現在の日本列島に作用 している東西方向圧縮応力場と調和的配置

である.前者は3500～4500年前に活動 0周期は約21000年 ,後者は5400年前に活動 0周 期は約24000年

とされている.

Flで は,幅 15～ 20cmの砂岩起源の断層ガウジがほぼ鉛直 (N33° E,傾斜89° N)に発達 し,白亜

系砂岩層と第四紀更新統砂礫層が接触 している.砂岩側には明瞭な鏡肌とスリッケンラインが認めら

れるが,砂礫側では判然とせず砂岩と砂礫が混交 した断層ガウジが認められる.

F2で は,道路切土のり面を幅10cmの 断層ガウジが横断 しており (N47° E,傾斜82° N),自亜系流

紋岩質凝灰岩層と第四紀更新統砂礫層が接触 している.の り面上位の砂礫層部の断層ガウジは白色を

呈 し凝灰岩起源のシャープな面で,砂礫層中に板状の粘土層が挟在されているようである.一方,斜
面下部の凝灰岩部では断層ガウジは幅30cmと 広 くなっている.こ とから砂礫層の堆積以前より断層活

動が繰 り返されて断層ガウジの幅が広 くなっていることが推定される.

4。 せん断破砕機構の比較

地すべりすべり面と活断層地表露頭における断層面について,比較 0整理 した。 (表 -1)

活断層露頭における断層面は,震源断層とは異なる形成場で,第四紀未固結層のせん断変位を伴 う

ことから,地すべりすべり面と類似する現象 も認められる.

一方,断層活動によるせん断変位は,発生時間がきわめて短期で,変位速度が地すべり現象と比較

して著 しく急速であることから,今後はせん断面沿うに変質鉱物生成・再結晶化・塑性流動現象など

に着目して観察するとともに,地震・地震防災についての知見を深めてゆきたい.
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表…1 地すべりすべり面と地表活断層露頭における活断層面の比較

およびせん断面破砕機構

区分 すべり面 断層岩類 (高本・小林J996)X

分類

圏結度 未圏結 来圏纏
X

分類
すべり面
纏土

断層角礫
X

断層ガウゴ
※

形成場

深度転熱) 0。 2 0～ 0.5X

温度{℃ ) 常温 0～ 150X

変成・変質 変質奪占土 (地質的な素因として存在) 奮質・熱よ雪質
X

観察
される
特徴

面覆遷
(鏡轟}

あり あり

線構造
(さっ猿)

あり あり

言水状態 湿潤 湿潤～乾爆
lゴーーデ∫じ
せん断面

すべり面下位に
覇まし1ま認められる

認峰られる
(燿護定義が破壊理論による枷 )

異質礫母狭在
しばし:ま認められる

回転している場含ある
認轟られる場含あり

変成・変質 変質しない 変質鉱物

発生機構

曲体の重1カ変形
↓

特定郡位への応力の集幸
↓

部分飽せ島断面と
Iジ ーデルせん断面形成

↓
誘因:地下水間隙水圧の作用

地震動等
↓

初生地すべり発生
(すべり面の形成)

轟
誘因:地下水闘隙水圧①作用

地震動等
↓

二次地すべり発生
(すべり面にそって主塊移動)

プレートの移動 (地殻の変形)

こ
地護内の応力集中

↓
地叢の破壊 (断層)

〔短時轟。急激き断熱状態》
↓

応力の再配分

↓

プレートの移動

↓

断層への応力集中

↓

地叢母破壊 (活断層)

≪短時間・急激中断熱状態)

注)表中※印:ま高木・小林 :こ よる記載を弓:薫
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ア.大韓民国 済州島訪問記

寺 井 邦 久 (長崎県教育センター)

2013年 4月 23日 ～26日 にかけて,大韓民国済州島を訪問する機会があった.

福岡空港から直行便があり約50分で到着する.済州島は東西70km,南北30kmの 大きな島で,長崎一

五島間にわたるくらいの大きさがある.図 1は済州島と長崎県を比較 している.

図 1′福岡一済州島の空路。また済州島を五島灘に置いたときの比較

図 2′済州島視察巡検のルー ト

済州島の基盤は約180～ 80万年前の西帰浦 (ソ ギッポ)層である.そ の上に重なるのはアルカリ玄武

岩である.そ の上位にはさらに1950mの ハ ンラ山まで,玄武岩の活動が続 く.済州島には,寄生火山

が40あ まり見 られ,オ ルグと呼ばれている.
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西帰浦層は火山性の地層と海成の堆積物からなり, 2枚員の化石を豊富に産する.時代的には,日之

津層群の時代とほぼ一致することは興味深い.

図 5 7コ ースオルレ (自 然遊歩道)で見られる

玄武岩の海食崖

図 7 城山日出峰下部に見られる、
マグマ水蒸気爆発の堆積物

図 8 西帰浦市から見た最高峰ハンラ山
1950m

図 3 西帰浦層と上位の粗面岩との境界 図 4 西帰浦層に含まれる二枚貝化石

図 6 世界自然遺産の城山日出峰の模型
タフリングの地形がよくわかる
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【特別講演 講演要旨】

「阿蘇火山と人々との関わり」

池 辺 伸一郎

(公益財団法人阿蘇火山博物館久本文化財団 阿蘇火山博物館長)

阿蘇火山は約30万年前に誕生 し,4回 の巨大火砕流噴火とそれに伴 うカルデラ形成,中央火口丘群

の発達など,様々な活動を繰 り返 してきた.

九州に人が住むようになったと言われるのはおよそ4万年前以降のことと言われるが,以後,阿蘇

における火山活動や火山噴出物,活動によって形成された変化に富む地形などは,阿蘇に住む人々に

大きな影響を与え,そ のことによってこの地独特の文化や歴史を生み出してきた.

今回は,様々な阿蘇火山と人々との関わりの中で,広大な阿蘇の草原の成 り立ち,昨年 7月 の豪雨

災害とカルデラ地形との関係などを中心に話を進め,そ のほか,最近の阿蘇中岳の活動状況について

も触れることにする.

1.阿蘇の草原の成 り立ち

半自然の状態と言われる阿蘇の草原はいつ頃から存在するのか ?よ く熊本では「千年の草原」と言

われるが, これは奈良時代に編纂されたとされる「日本書紀」に,阿蘇で軍用馬が草原で養われてい

たと書かれているためである.し か し,実際にはもっと古い時代から阿蘇には草原があったという証

拠 も残されている.宮縁・杉山(2006)は ,火山灰層中のプラントオパールを使って阿蘇周辺の過去の

植生を調べ,少なくとも 1万年以上前から草原があったらしいことがわかってきた.

2。 2012年 7月 の豪雨災害

2012年 7月 11日 から7月 14日 にかけて九州北部を中心に発生 した集中豪雨について,気象庁では「平

成24年 7月 九州北部豪雨」と命名 した。とくに阿蘇地域においては,7月 12日 未明から降り続いた記録

的な豪雨によって,深刻な被害がもたらされた。災害の要因のひとつにはカルデラの谷地形がある.

西側からの上昇気流がカルデラ内に入 り込んで,雨雲をより活発化させた可能性が指摘されている.

また,大 きな人的災害につながった崩壊の材料としては,外輪山部分は崖錘堆積物と火山灰層,中央

火口丘部分については,新 しい火山灰が中心である.崩壊のメカニズムは,表層の火山灰や崖錘堆積

物とその下位の硬い火山灰層や岩盤との間がすべり面となって崩壊 した.そ して土地の使い方として,

カルデラ壁部分は植林,カ ルデラ壁とカルデラ底の境目の緩斜面地域部分が多 くの人の住まいの場 ,

カルデラ底は水田や畑という使い分けができており,そ こに今回のような人的災害を大きくした原因

がある。

3.最近の阿蘇中岳の活動状況

前回の活動期は1989～ 1990年を中心に,1995年 まで続いた.そ の後,湯だまりの減少に伴 って小規

模な火山灰噴出はあるものの,本質物質の噴出には至っていない.こ のように,従来の活動周期と比

較 して今回の活動静穏期はやや長 く,そ の原因はよくわかっていない.し かしながら,最近数年間の

年周期的な特徴でもあるが, ここ数 ヶ月では,湯だまりの減少傾向が続いている.
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