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研究発表講演要旨

1 中新世野島層群における絶滅大型哺乳動物 (偶蹄類)の産出特性

河  野  隆  重 (l■l河野技術調査)

九州北西部には、これまで佐世保層群の上位に不整合として中新世野島層群が分布 していることが

知 られている。野島層群は、長崎県佐世保市から松浦市まで分布 しているとされていたが、筆者によっ

て鷹島西海岸及び佐賀県肥前町の海岸まで分布 していることを淡水貝化石 0動物化石及び凝灰岩層か

ら示 してきた。

この地域から筆者は、ゾウ・ サイ 0シ カ 0ヮ ニ 0ス ッポン等の化石とゾウ 0サ イ 0シ カ・ ヮニ・ トリ

や絶滅大型哺乳動物等の足跡化石を採取 してきた。

今回これらの分布範囲において共通する大型哺乳動物 (偶蹄類)の足跡化石の新たな標本を追加で

きたので一連の堆積環境との関連性について報告する。

さらに、堆積構造についても新たな切土斜面や調査の進展により貴重な構造が見いだされたので合わ

せて報告するものである。

肥前町星賀の鷹島大橋への道路下切土斜面にT-2層 (鍵層)が想定 していた斜面に新たに発生 し

た。星賀の半島中央部を縦断する入野断層線を挟んで東西の海岸を連続させる地層であることを示 し

ている。唐津市肥前町及び松浦市鷹島において鍵層としてT-10T-2の 凝灰岩を示 していたが、

松浦市星賀東海岸にも同様の凝灰岩が分布 している。これは海面下にあり大潮の干潮時に確認できる。

星賀東海岸は深月層であることがすでに示されていて、その上部は北松浦玄武岩層の基底礫岩 (中新

世後期)と考えられる南竜崎砂礫層 (八 ノ久保砂礫層相当層)に よって不整合で覆われている。

このことは、これまでこの地域の野島層群の最上部の地層としての南田平層の存在を確認できなかっ

たので研究が停滞 していた課題であった。 これによってこの地域での野島層群の堆積は基底礫岩 (唐

津市肥前町の京泊礫岩)をベースとして深月層中部を松浦玄武岩で不整合に覆われた淡水性環境の堆

積物であると考えることが妥当である。並行 して採取発見 した員化石 もすべて淡水性の化石であるこ

ともこれらの堆積構造と一致 している。

大型絶滅哺乳動物は、T-10T-2層 を挟んだその下位とその上位層である野島層群大屋層及び

深月層中部の間に集中している。この種の動物は唐津市肥前町から佐世保市小佐々町まで同時代に生

息 していたことを示 している。

これまで我が国において産出した大型絶滅動物との比較 0年代測定結果及び我が国最古のゾウ化石

の産出 0淡水員化石から、アジア大陸との陸続きであった約2000万年前の日本列島とその後の日本海

誕生イベントとの関連における動物移動を示す重要な証拠である。

参考文献
1。 九州北西部中新世尾島層群の足跡化石と分布範囲

(1998河野) 日本地質学会講演要旨
2。 佐賀県肥前町から野島層群 (中新世)の発見

(1998 近藤寛 河野隆重)日本地質学会講演要旨
3.佐賀県唐津市肥前町下部中新統産の四趾性大型哺乳類の足跡化石

(2009 犬塚則久・沢村寛 0河野重則 。河野隆重)化石研究会
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(1991 宮地六美 酒井治孝)地質学雑誌
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5。 九州北西部、下部一中部中新統野島層群のフィッショントラック年代と沈降速度
(2003 小松原純子 他)地質学雑誌

北西九州、日比水道周辺における野島層群相当層の分布
(2003 河野重範)日 本地質学会講演要旨

北西部九州の第二紀シーケンス層序と哺乳動物化石

(1997 坂井卓・加藤敬文・若松斉昭)日本地質学会第104回学術大会 見学旅行案内書
地質調査所 5万分の 1図幅及び解説書
「唐津」「呼子」「伊万里」「平戸」「佐世保」
日本化石集 1
N l 水野篤行
山旺古生物図鑑    山旺古生物博物館
SEDIMENTARY GEOLOGY of SYANWANG BASIN
Zhang Mingshu, Shan Lianfang
平戸市史 平戸の地形と地質 鎌田泰彦
太古の哺乳類展  国立科学博物館 学術協力 長谷川善和
日本列島 5億年の進化史 Newton Press 長谷川善和 0濱 田隆士

新 露 頭 出現 ―閃緑岩の貫入岩体とホルンフェルスー

西彼杵郡長与町の南西部で、長崎市との境界に当たる道ノ尾地区にこの露頭は存在する。
浦上水源地の北岸、道ノ尾温泉 (公衆浴場)の東200m程、旧道ノ尾公園の麓に位置する。

現在、長崎県長崎振興局長与都市開発事業所によって高田南土地区画整理事業が行われて
いる。宅地開発と道路建設のため表土が削 られて露頭が出現 した。

古第二系の長与層群を新第二紀の川平閃緑岩が貫入 し、接触部に長与層群の泥岩が熱変成

作用を受けホルンフェルス化 している。上記写真の白色部が川平閃緑岩、黒色部が長与層群
の泥岩およびホルンフェルスである。閃緑岩は脱色化が進み、構成鉱物の判別 も難 しくなっ

ている。鏡下では炭酸塩鉱物に置き換わっているのが認められる。ホルンフェルスは対馬市

美津島町難知付近で見 られるものに比べると変成度が低い。長崎市周辺ではホルンフェルス
の分布が少ないので貴重な露頭である。両岩石の細かな亀裂には黄鉄鉱が生成 していること

が多い。
この露頭は区画整理が終了するとコンクリー トの吹きつけや植生に覆われる可能性が大き

い。標本の採取や露頭写真の撮影は早めに済まされることをお勧めする。  (り |1原和博)
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2 大村市三浦半島の摺出石凝灰若質岩層の層相変化

阪 口 和 則 (大村市)

山崎ら (1965)は 日岳一帯の松浦玄武岩類はその基底において厚さ約30mの凝灰質岩層を被覆 して

おり、この凝灰質岩層が摺出石部落東斜面に摸式的に露われていることから摺出石凝灰質岩層と命名

した。そして川棚町付近の褐鉄鉱層と類似 していることを指摘 した。また、橘 (1958)は、多良火山

の安山岩質集塊岩類 (多良岳火山麓扇状地堆積物)の基底部に分布する一部安山岩の円礫を含んだ白

色凝灰岩層を凝灰質礫岩層 (大渡野層)と定義 し、風観岳付近で多孔質玄武岩におおわれる凝灰角礫

岩層 もその一部であるとした。さらに凝灰質礫岩層 (大渡野層)は、員でしs甲.(ブナ)、 QじθrCas甲

(コ ナラ).そ の他の植物化石が含むことから茂木 0喜々津両植物化石層と時代的に密接な関係にある

堆積物であるとした。

主に安山岩の角礫、亜角礫、円礫、 レンズ状の砂層や泥層、軽石層などからなる厚さ約30mの 火山性

の堆積物で側方変化が激 しい。礫の大きさはソフトボール～バスケットボール大で、円礫層の部分で

の分級は良 くない。砂層や泥層は薄層理を示 し、ときに植物化石を含む。角閃石安山岩の礫を多 く含

むことから喜々津植物化石層の延長と考えられる。礫の種類は場所によって違いがあるが、角閃石安

山岩が主体で、複輝石安山岩、玄武岩、古第二系の砂岩、泥岩などからなる。

三浦半島の狭い範囲に分布する摺出石凝灰質岩層は角礫岩を主とする部分、砂礫層の互層 (一部で

下位の堆積物を削 り、河道を埋める構造が見 られる)、 砂層、泥層を挟む円礫層など層相の変化が激

しい、一部は泥砂のリズミカルな互層を示す湖成堆積物などからなる。角礫岩の部分の堆積は乱雑で、

岩崩れ堆積物の様子を示す。また、多 くのEW～ N80° W方向、南急傾斜の小断層によって切 られて

いる、 これは地震断層の様子を示す。全体的に摺出石凝灰質岩層の傾斜は緩やかに北に傾き、北東ほ

ど泥層を挟む円礫層が広 く分布する。その分布の特徴から、喜々津、大草付近の長崎火山堆積物を源

とする北ないし北東に広がる火山麓扇状地堆積物と考えた。とくに、厚い砂礫層の互層は扇状地を作

る網状河川堆積物の様子を、泥層を挟む円礫層は扇状地末端の堆積物の様子を示す。なお、日岳一帯

の玄武岩のK― Ar年代は土志田潔・秦野輝儀・阿部信太郎 (2002)に よって3.5M aと 求められている。

参考文献
阪口和則・西村暉希 (1995)大村市南部三浦半島の地質 長崎県地学会誌 第63号

1-14 長崎県地学会

阪口和則・田島俊彦 (1999)大村市今富町岩名遺跡のアカホヤ火山灰 長崎県地学会誌 第63号

15-22 長崎県地学会

橘行一 (1957)長崎市北東部喜々津町で見出された茂木植物群を含む湖成層と長崎火山

長崎大学学芸学部 自然科学研究報告第 6号 29-34
橘行一 (1958)昭和32年 7月 の多良火山の山崩れについて

長崎大学学芸学部 自然科学研究報告第 8号 1-15
田中正央 (1977)大村扇状地の地形 日本大学農獣医学部一般教養紀要 第 3号 11-21
土志田潔 0秦野輝儀・阿部信太郎 (2002)長崎・佐賀県有田―佐世保一川棚一大村地区と山口県見島のK―Ar年

代および火山の時空分布 (講演要旨) 地球惑星科学連合会合同大会予稿集 地球惑星科学関連学会
山崎達雄・松本征夫 (1965)諫早炭田の地質

九州大学生産科学研究所報告 第40号 8-24 九州大学生産科学研究所
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3 諫早市中核工業団地周辺の造成工事と地質構造

山 田 好之助 (藤永地建い)

1。 はじめに

造成工事は、住宅団地・工業団地 0ほ場(農地)整備等の土地の有効利用のために行われる人為的地

形改変である。造成工事において、固結 した岩盤はもっとも安定な地盤で、未固結の沖積層等は不安

定な地盤と評価される。一般に造成工事では、切土のり面勾配は、岩盤の場合は1:0.2～ 1:1.0(傾

斜角度80° ～45° )、 土砂の場合は1:1.0～ 1:1.8(傾斜角度45° ～30° )で、盛土のり面勾配は、

岩砕等や土砂を盛 り上げるため切土より緩い勾配の1:1.5～ 1:2.0(傾斜角度35° ～25° )と し、安

定が図られている。造成工事では、平坦な土地を広 く確保できるよう岩盤部はできるだけ急勾配のり

面として計画される。

2.対象地の造成工事のり面の特徴

諫早市中核工業団地周辺における造成のり面調査の結果、以下の特徴が認められる。

① 工業団地内の盛土のり面の勾配は1:1。 5で、岩盤か らなる切土のり面 もほとんど 1:1.5で造

成されており、地盤種別を勘案 した効率的なのり面造成は行われていない。

② 工業団地内の盛土のり面には、変状は認められないが、切土のり面では、勾配1:1.5の のり面

においても崩壊対策工事が施工されている地点が認められる。

③ 周辺の高速道や国道34号線の北西向き切土のり面の一部では基準外の1:3.3(傾斜角度 17° )

の緩傾斜で切土されている地点がある。

周辺地の地層は、古第二紀の諫早層群の砂岩 0頁岩互層で、その走向はN50～ 70° E、 傾斜は17～

20° Nで、北西向き斜面では「流れ盤構造」をなしている。高速道等の緩斜面は、地層の層理面にそっ

て切土されており、人工的なケスタ地形となっている。

3.造成工事の経緯

当該工業団地 0高速道および国道の建設工事前後 (1975年前後)の空中写真 (国土地理院HP)・

現地調査等によると、高速道および国道の切上のり面は、施工時に層理面に沿 う層状岩盤地すべりが

発生 していたこと、国道のり面では約25年経過後の1999年 7月 に再び岩盤地すべりが発生 したことが

判明 した。

この時期には、県立西陵高校や久山台団地の造成工事 も行われている。西陵高校の場合、山稜頂部

の造成で切土のり面方向も南西向きであったことから造成地は安定 していた。

一方、久山台団地は、造成前の北西向き斜面にはケスタ地形や地すべり地形が空中写真で判読され、

施工時の仮設道斜面にも崩壊が認められる。 このため、地すべりの末端となる山麓部に大規模盛土を

することにより地すべりの安定化を図っていることが伺われる。

4。 防災的見地からの考察

工業団地における造成工事は、地質構造 (流れ盤)のため特徴的な切土のり面勾配を有 し、久山台

団地造成においては盛土工による合理的な造成が行われている好例である。

しか し、国道のり面では約25年後に深部の層理面をすべり面とする地すべりが発生 し、久山台団地

では盛土規模が比較的小規模な取付道路において斜面が不安定化 し対策工が施工されている。今後は、

岩盤や盛土材料の経年劣化や地震および近隣地における造成工事等を考慮 し、これらの社会基盤の保

全について監視することが望まれる。
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4。 南島原市早崎半島の地質

寺 井 邦 久 (長崎県立島原高等学校)

島原半島南端の回之津町早崎半島の地質について述べる。早崎半島は東西約 4km、 南北約1.5km

の狭小な半島である。最高地点は峰火山 (の ろしやま94m)で、これに連なる丘陵が西南西一東北東

に延びる。 この丘陵の南倶1に は平行 して谷地形が伸び (加美断層 :新称)、 さらに南には平行 して丘

陵地形が西南西―東北東に伸びる。口之津町の市街地とは東西に伸びる約50mの急傾斜 (口之津断層)

で画される。

これまでの研究では大塚ほか (1995)があり、下位の大泊層の上に早崎玄武岩がのる。田島 (2014)

は早崎半島全域を早崎玄武岩と一括 している。南村、角縁 (2015)で は、下位にアルカリ岩系列の早

崎玄武岩、上位にソレアイ ト岩系列の大泊火山岩類がのるとしており、大塚とは層序が逆転 している。

半島は狭小ではあるが海岸以外の露頭が悪 く主に岩石の分布と標高によって地質図が作 られているた

め地質が確立 していない。

寺井 (2015)は混乱 している半島の地質を、層序学的証拠によって分けることに成功 した。早崎半

島では以前から大泊層と呼ばれる水中堆積物の最上部に角閃石安山岩質の凝灰岩あることが知 られて

いた。 この上位に大泊層 (大塚1995)の 玄武岩がのるのは、土平崎の露頭から明らかである。寺井は

小早崎の西海岸で角閃石安山岩質の火砕流を爽んで玄武岩が上下に分けらることを確認 した。下位に

は紡錘形火山弾を含む赤褐色のアグルチネー トとそれに伴 う玄武岩溶岩があり、中位に約 5mの火砕

流堆積物を爽む。この火砕流堆積物の上位に別の玄武岩溶岩がのる。

また南大泊の東海岸で |ま 、中位の火砕流堆積物と上下の玄武岩溶岩が確認されるが、側方変化を追

うと、浸食により中位を欠き下位と上位の玄武岩溶岩が直接接する露頭を確認することができる。中

位の凝灰岩層が無いと露頭で上下の溶岩を区別することは困難で、 このことから層序の混乱が起きる

と考えられる。上位Uと下位 1」の溶岩の分布は下図のとおりである。
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5 新課程高校「地学基礎」の取 り組みとセンター試験について

渕 山 和 昭 (長崎県立大村高等学校)

長崎県地学会は、学校・大学・一般の関係者が一堂に会 し地学の研究・情報の共有や地学教育の普

及を目的としている。そこで高校側と大学側の受験に対する意識の「乖離」防止のために、高等学校

現場の意見を作問側である大学に伝えることとした。 これを前提に、新教育課程導入にともなう新科

目「地学基礎」の取組みと大学入試センター試験「地学基礎」問題の分析および問題作成についての

要望等を発表 した。

1.新課程について

新教育課程「理科」については、平成24年 4月 入学生から理科 0数学が先行実施され、翌年から他

教科 も実施された。理科の選択は、基本的には下記のAタ イプか Bタ イプのどちらかの選択で、 3年

間で履修・修得することで高校卒業認定の基準となる。なお付記された数字は単位数であり、「 2」

とは週 2時間 (年間35週)の授業が実施されることを意味する。

Aタ イプ 「科学と人間生活 2」 +「基礎科目2(地学 0化学・物理 0生物)か ら1科目」

Bタ イプ 「基礎科目2(地学 0化学・物理 0生物)か ら3科 目」

そして、基礎科目終了後に発展科目として下記のような選択科目があり、主に理系科目として受験

に利用される。

「地学 4」、「化学 4」、「物理 4」、「生物 4」

2。 地学基礎とは

旧課程の基礎的な部分が抽出されており、以下の6つ の単元に分類されている。やや各社の教科書

によっては、内容の取扱いについて軽重の差を感じる部分もある。

①「地球の概観」(形 と大きさ・構造)

②「地球の内部構造」(プ レートテクトニクス・地震・火山活動 0火成岩・変成岩)

③「大気と海洋」(大気の構造・熱収支 0循環・海水)

④「地球の歴史」(堆積作用・地層の形成 0古生物の変遷)

⑤「宇宙の構成」(太陽 0太陽系の天体・恒星 0宇宙の構造)

⑥「地球の環境」(地球環境・ 日本の自然環境と自然災害)

3.ア ンケー トの実施

新科目導入ということで、地学基礎に関してアンケートを27年 1月 に 3年普通科文系 (2年次で地

学基礎の内容は終了し、 3年次では復習と発展的内容を学習)を対象に実施した。また、同年 3月 に

は2年普通科文系 (2年次で地学基礎の環境問題以外は終了)を対象に実施 した。質問項目は、「興

味がある単元」と「各単元に対する連想キーヮードの列記」であった。結果は、興味ある分野が、圧

倒的に「宇宙」分野で、単元の連想キーワードのピックアップについては、授業終了後のアンケート

ということもあり、内容がかなリイメージとして定着していると思われる。そして、このアンケート

は対照のアンケートとして「地学」を受講していない生徒集団の調査も興味がある。

4。 県内の実施状況

県内高校の実施状況は、地学担当者の有無の問題もあるが、普通科は文系に「地学基礎」を設定し

実業系の学科にも設定しているところもあり、詳細な調査は行っていないが、旧課程の状況よりは、

地学の実施が拡大していると思われ、この傾向は全国的なものであると考える。
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5。 大学入試科目

新課程の科目は、平成27年の大学入試科目として導入された。県内における国公立各大学の受験科     ζ

目地学基礎と地学の指定状況は、大学入試センター試験と個別試験 (2次試験)と もに、一部の学科

を除き受験科目として採用 している。受験者層としては、大部分が国公立大学の文系学部志望である。

受験の組合せとしては、センター試験が基礎科目 (2科 ロセットで60分)の「地学基礎」と「生物基

礎」の組合わせや「地学基礎」と「化学基礎」の組合せなどがあり、発展科目 (1科 目60分)で は、

「地学」や「生物」などがある。「個別試験」 (2次試験)で も、理系学部での受験があるが、数的に

「地学」はほとんど受験者がいない。

6。 得点の状況

センター試験は、基礎科目 (2科 ロセット必受験、 1科目50点 030分)と、発展科目 (1科 目、100

点・60分)があり、27年の得点と受験者数は下表のとおりとなった。

地学基礎 26.99メミ 41,617A

化学基礎 35.30沢ミ 88,263A

物理基礎 31.52民ミ 13,289A

生物基礎 26.66メミ 116,591人

地  学 40.91点 1,992人

化    嚢諄 62.50メミ 175,296人

物 理 64.30沢ミ 29,193人

生  物 54.99沢ミ 68,336A

前年度の「地学」受験者は約17,000人 であり、27年は大きく増加 した。得点については、地学基礎

と化学基礎との得点差が、8.31点 とかなり差が生 じた。特に基礎科目については、 2科 ロセットであ

るため、地学基礎 +生物基礎との組合わせ受験生にとっては大変だったと思 う。また、発展科目の地

学については、得点差が調整基準 (20点以上)に達 していたが、受験者数の調整基準 (受験者 1万人

以上)に達 しておらず調整がなされなかった。

7.セ ンター試験問題の分析と提案

①良い問題と受験生が採れる問題

一般に、「良い問題」 (評価が高い問題)と は、単純な知識を問うたり、細部に拘 らない問題解

決能力や論理的思考力を測る問題であるが、受験生が採れる問題とは、単純な知識を問うたり、

過去に解いた問題である。特に、高校側のコースの設定が文系であることを加味すると、 2段階

の思考が必要な問題などはかなリハー ドルが高 くなると考える。

27年の「地学基礎」・「地学」の問題については、上述の条件では「良い問題」に該当すると

考える。

②大学入試センター試験「地学基礎」の具体的分析と提案

a 第 1問一問 3

面積を求める問題であるが、与えられた地図に100km刻 みの方眼があれば、マスロ数のカウ

ントにより解答する時間の短縮につながったと思 う。

b 第 1問―問 4

大森の公式を与えてあったが、コンパス 0定規を持っていない受験生には難 しく、到着時間

の差だけで地図上の位置関係で思考できる問題であればと思 う。

c 第 3問一問 1

黒点の移動周期についてであるが、基準となる場所がわかりにくく、同じ太陽の図上に黒点

を記入するか、基準となる南北の太線を入れると、はかどったと思 う。
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d 第 3問 ―問 2

黒点と地球の大きさと比較する問いである。太陽の断面と黒点との大きさを示す図 (太陽内

部構造と黒点との関係の図示に難 しさがあるかもしれないが)や、計算の過程でおそらくπ(3.

14)を使 うか迷った受験生がおり選択肢にπの表示があれば補助になったと思 う。

8. これから

長崎県の場合、生徒の地学の選択者が少なく地学教員も少ない。また最近は地学教員の採用 もない。

これが積年の課題である。

24年から新教育課程、27年から大学入試センター試験から新科目として実施された。 これは、課題

解決の千載一遇のチャンスである。大きな変化としてセンター試験「地学基礎」受験者の大幅増加が

あり、地学担当者としては、久 し振 りの「朗報」であった。 しかし、長崎の「地学」は、受験用とし

て文系コースで開設されており、センター試験受験者は文系学部志望である。受験生にとっては、 2

段階の思考等はハー ドルが高 く、27年のセンター試験の問題は、得点率が低下 してしまった。他科目

とのバランスを考えると、「 7.セ ンター試験問題の分析と提案」で述べたような形式が良いではな

いかと考える。加えて地球科学志望者は、ほとんどが地学以外で受験 している。従って、受験層を考

えると文系学部受験生を対象とした問題作成をお願いしたい。

また、最近の火山噴火や集中豪雨、地震など多様な自然災害が多発 しており、防災教育としての、

地学教育は必要である。

以上のことから、この提案を通 して、次の流れを期待 したい。

センター試験を文系学部受験者対象とした問題作成 ⇒ 地学基礎の平均点上昇 ⇒

⇒ 受験者の増加 ⇒ 高校の「地学科目」の開設増加 ⇒ 防災意識の一層の醸成

追記 この発表準備の過程で、日本地質学会が大学入試センター試験の問題について要望書を提出さ

れていること、また次期教育課程についても同会及び日本天文学会が関係機関に要望書を提出さ

れていることを知 った。同会等の地学教育振興のための努力を評価するとともに、その必要性を

痛感 した。まさに今が「地学」発展のチャンスである。
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【特別講演 講演要旨】

『火山の恵み一九州は地熱資源の王国―』

田 口 幸 洋

(福岡大学理学部地球圏科学科教授)

九州には全国にある活火山のうち約19%の ものが分布 しています。九州の国土面積比は約11%ほ ど

ですから、九州は平均的に見ても火山に富んだ島であると言えると思います。

火山活動には熱水活動 も伴 っており、その恩恵を我々は数多 く受けてきています。例えば、地熱発

電の設備容量は、21.1万kw/hで全国の約40%ほ どを占めており、温泉の湧出量は685t/分 で全国の約

26%に達 し、大変温水資源に富んだ島であることがわかります。ちなみに、大分県が全国 1位、鹿児

島県が 2位、熊本県が 5位 と上位 5位に 3県 も連ねています。また、過去の熱水活動で生成 した浅熱

水性金鉱床からの金の産出量は393tに 達 し、全国から産 した金の総量の約54%に達するほどです。

このような地熱資源に富んだ九州の地熱系の地質学的背景や地熱系の仕組みについてここでは話す

予定です。なお、長崎県の雲仙地獄の特徴と形成メカニズムについても言及 します。
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