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Abstract
As a part of the educational cruise (RN02 Cruise) for students of Faculty of
Science, University of the Ryukyus, by T/S Nagasaki Maru, the scientific survey was
carried out during May 27 to June 6, 2002. Geomagnetic survey was carried out in the
Okinawa Trough and south of Ryukyu arc to investigate geomagnetic structure around
the Nansei Islands. Several magnetic dipole anomalies were recognized at the Ishigaki
knoll and west of the Ishigaki knoll in south Okinawa Trough. Two sites were sampled using a Niino-type dredger, and 13 sites were sampled using an Okean-type grab
sampler. Surface sediments were successfully recovered from an island shelf through
an adjacent slope off the west coast of Miyako Island. A large number of live large
foraminifera, Cycloclepeu8 sp. were collected at a 94 m-deep island shelf site. Mediumgrained. sandstones containing fossil shell fragments were recovered at the seafloor between Yonaguni and Iriomote Islands and the west slope of Miyako Saddle. These
rocks were considered to be recovered directly from the rocky bottom. We dredged
seafloor samples at the northern shelf off Ishigaki-jima and Iriomote-jima to confirm
the location of "Iriomote Submarine volcano" which erupted in 1924. No volcanic
rocks were recovered from the shelf.
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はじめに

2002年５月27日より６月６日まで、長崎丸（長崎大学水産学部）による琉球大学理学部の乗船実

習RＮ（Ryukyu-Nagasaki）02航海が行われた。全体の航跡をFig.1に示す。この航海で、南西諸
島南部の磁気探査および底質のサンプリングを行った。また、東シナ海の大陸棚においてトロール
を２回行った。小論では航海中実施された地質学的・地球物理学的調査について報告する。

南西諸島は、九州から台湾にかけて連なる全長1200kｍの島弧である。ここではフィリピン海プ
レートが南西諸島の下へ北西方向に沈み込んでいる。また、南西諸島の北西側では背弧海盆である
沖縄トラフが現在拡張している。現在、南西諸島の形成史は完全に解明されたとは言い難い。解明
するには、南西諸島および周辺域の地殻構造や古環境を明らかにする必要がある。

宮古島周辺における水深100ｍ前後の平坦な島棚上には、石灰藻球と大形有孔虫qycZocJ印eusを
主体とする石灰藻球一大形有孔虫礫質堆積物が広がっており、また島棚外側や島棚斜面上部には枝
状あるいは網状のコケムシを主体とする砂質から細礫質の堆積物が広がっている（辻ほか，1993)。
これらの堆積物相は、サンゴ礁海域の島棚から島棚斜面にかけても活発な生物生産や炭酸塩生産が

行われていることを示唆している。また、島棚から島棚斜面の面積を考慮すると、ここでの炭酸塩
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生産量は浅海域の礁原や礁湖における生産過以上になると予想されるが、まだ正確な見積もりはな
されていない。

1924年に噴火した西表海底火山は、その正確な位置が把握されていない。この火山の位圏を確認
することによって、南西諸島南部の火山フロントの位置を確定することができる。
ＲNO2航海の目的は、（１）磁気探査により南西諸島の火山の位置と地殻構造を探ること、（２）
琉球海嶺の海底や沖縄トラフ内の沈水海山の頂上付近、そして大陸棚斜面に露出する岩石試料を採

取すること、（３）宮古島西方海域の島棚平坦面から島棚斜面にかけての表層堆積物試料を採取す
ること、（４）陸橋形成に関する調査、（５）西表海底火山の位置を底質サンプリングにより確認す
ること、である。

磁気探査
（１）目的

沖縄トラフは現在リフティングの初期段階であると考えられている。国土地理院の連続GPS観測
結果からも、沖縄トラフのリフティングによって南西諸島が南南東方向に移動しながら同時に海溝

軸に平行に拡張する様子が明らかになっている（鴬谷ほか，1999)。南西諸島の伸張応力場形成の
メカニズムを解明し、活発な背弧海盆拡大の実態を明らかにするためには、沖縄トラフと南西諸島
の地殻構造およびその不均質性、地殻の物性を明らかにする必要がある。

熱構造の異常は地殻に力学的不均質を生じさせる。そのため、地殻楢造の不均質を考える上で熱
構造は欠かせない。熱構造に影響を与えるものに火山がある。火成活動によって放出される熱によ
り、地殻の力学的厚さは薄くなり、応力が集中し変形しやすくなる。一般に火成岩は堆積岩より磁
化率が高いため、火山体は特徴のある磁気異常を生み出す（物理探査学会，1997)。磁気異常を分

析することにより、火山の分布を明らかにすることができる。また、断層運動などの鮒亮唆動によっ

て地殻構造が変形すると、基盤の深さが急変する。基盤の上面・下面の深さも、磁気異常の波長を
スペクトル解析することにより推定できる（物理探査学会，1997)。ここで、基盤の上面とは堆積

層と基盤の境界であり、基盤の下面とはキュリー点深度である。キュリー点深度とは岩石が磁化を
失う温度（400～500℃）に達する深さのことである（物理探査学会，1997)。地表で観測される磁
気異常の卓越波長は起伏の深さにより異なることを利用して、磁気異常の波長から岩体の上面・下
面の位置を推定することができる。

本航海では、火山の分布ならびに基盤の深度を明らかにするため、沖縄トラフ側２ケ所と、南西
諸島島弧の前弧側２ケ所で磁気探査をおこなった。
（２）調査法およびデータ処理

地磁気測定はプロトン磁力計（EG&Ｇジオメトリクス社製、Ｇ-866）でおこなった。センサーは

船尾より約120ｍ後方を8-10knotで曳航した。サンプリング間隔は30秒である。８の字航行のとき
はサンプリング間隔をl0E1)とした。地磁気全磁力データはRS-232C経由でハードディスクに保存さ
れた。船の位置データは長崎丸のGPS測位データを使用した。

測定された磁場は地球磁場の他に船体による磁場を含む。船体磁気の影響を見積もるため、８の
字航行をおこない、補正値を計算した。次に補正値を用いて船体磁場の影響を除去した。最後に、
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標準磁場補正をおこなった。標準磁場としてIGRF1995（IAGA，1995）を用いた。
（３）結果

調査海域毎のPDR測深と磁気異常探査の結果をFig.２に示す。

与那国島南方沖を東西に横切る側線（Ｍ１～Ｍ４）では、全体的に-60,Tの磁気異常が見られる。
局地的な磁気異常は見られない。

多良間島南方沖を南南東-北北西に横切る測線（Ｍ５～Ｍ８）では、全体的に-100～-60,Tの磁気異
常が見られる。４本の側線全てにおいて、北北西側の陸棚の部分で20,T程度、負の磁気異常が強
くなっている。これは基盤構造の不均質（北西側で基盤が深くなっているか、または磁化率の低い
岩石がある）によるものであると考えられる。

石垣海丘から八重山海底地溝かけての海域を南北に横切る測線（Ｍ９～Ｍ13）では、海丘のとこ
ろで顕著な磁気異常が見られる。磁気異常は海丘の南側で約200,Tの正の異常、北側で-200,Tの負

の異常を示す。これは第四妃火山で見られる特徴であることから、これらの海丘が火山である可能
性が高い。海底地形と磁気異常から見て、火山は東西方向に帯状に並んでいると見られる。Ｍ１３

(123゜４５′Ｅ）では磁気異常は見られないことから、火山の帯の西端は123.45′Ｅ～123゜５０′Ｅで
あると考えられる｡沖縄トラフ中軸では顕著な磁気異常は見られないことから、１２４．００′Ｅ付近
の八重山海底地溝ではトラフ中軸の火成活動は不活発であると見られる。

宮古海底地溝を南北に横切る測線（Ｍ14～Ｍ15）では、全体的にO～-200,Tの負の磁気異常が見
られる。宮古海底地潤付近で負の磁気異常が大きくなる傾向が見られる。

サンゴ礁の時空変遷や生産畳に関する調査
（１）目的

琉球弧周辺の海底地質に関する調査研究結果（木村,2002）によると、琉球海嶺の海底や沖縄ト
ラフ内の海山や海丘上には、琉球石灰岩に相当すると考えられる石灰質岩石が分布している。例え
ば、大島ほか（1988）は東シナ海大陸棚縁辺や沖縄トラフ中央部に位置する宮古海山の頂上付近か
ら石灰岩を採取している。特に宮古海山の石灰岩に含まれる浮遊性および底生有孔虫化石から、宮

古海山の山頂が鮮新世後期から更新世中期まで浅海で、その後数百メートル沈降したと考えた。近

年、新城ほか（2001）による潜水艇調査でも、与那国北方の海山の上部が水深200ｍ以浅の堆積環
境で形成された石灰岩および石灰質岩石で形成されていることが報告されている。これらの石灰岩
および石灰質岩石については、地質年代や堆積環境の推定に不明瞭な点が残るが、琉球列島の陸上
や島棚上に広く分布する第四紀琉球層群と同様な堆積時期や堆積環境であるとすれば、当時サンゴ
礁は琉球海嶺部のみならず、沖縄トラフ内や大陸棚縁辺まで広がっていたことが推測される。この

ような海底に分布する沈水石灰岩の分布や堆積相を詳細に検討することは、琉球列島周辺における

第四紀サンゴ礁の時空変遷を明らかにする上で重要であり、また沖縄トラフの沈降過程を明らかに
する上で重要な鍵を握ると考えられる。さらに、島尻層群から琉球層群へと堆積環境が変化した要

因に関する「沖縄トラフ土砂トラップ説」と「黒潮流人説」という２つの仮説（詳細は河名（2002）
によるレビューを参照）に対して、新たな制約条件を与えると考えられる。そこで本航海では、特
に大島ほか（1988）によって報告された沈水石灰岩の分布を確かめ、含有する微化石を用いて石灰
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岩の堆積年代と堆積環境を明らかにするために、宮古海山頂上と北東赤尾堆南斜面において海底に

露出する岩石の採取を試みた。
宮古島周辺海域には現世炭酸塩堆積物が広く分布しており、辻ほか（1993）によって７種類の
堆積物相が識別されている。特に水深100ｍ前後の平坦な島棚上には、石灰藻球と大形有孔虫

Cb1cJocZ2peuSを主体とする石灰藻球一大形有孔虫礫質堆積物が広がっており、また島棚外側や島棚
斜面上部には枝状あるいは網状のコケムシを主体とする砂質から細礫質の堆積物が広がっている。

これらの堆積物相は、サンゴ礁海域の島棚から島棚斜面にかけても活発な生物生産や炭酸塩生産が

行われていることを示唆している。また、島棚から島棚斜面の面積を考慮すると、その炭酸塩生産
量は比較的多くの研究がなされている浅海域の礁原や礁湖における生産量以上になると予想される
が、いまだ正確な見積もりがなされていない。そこで本航海において、宮古島西方沖の島棚から島

棚斜面における炭酸塩生産量の定過評価に向けた予備調査と表層堆積物試料の採取を試みた。
（２）結果

ＲNO2乗船実習において、新野式ドレッジャーを用いて採取された試料の採取位置と記戟を
Tablelに、オケアン式グラブ採泥器を用いて採取された試料の採取位置と記載をTable2に示す。

また、採取された主な試料の写真をFig.3に示す。以下、調査海域毎に結果の概要を述べる。
（2-1）宮古島西方海域（Ｇ１－Ｇ５地点）

宮古島西方海域では、水深100m付近の島棚から水深約300ｍまでの島棚斜面にかけておよそ50ｍ
ごとに５地点を設定し、オケアン式グラブ採泥器を用いて表層堆積物試料の採取を試みた。その結
果、水深150ｍ付近のＧ２地点を除いて、海底表層の堆積状況をそのまま保持した堆積物試料が採取
された。

水深9k４ｍのＧ１地点は、直径1～5ｃｍ程の大形有孔虫の遺骸個体と直径1ｃｍ程度のサポテングサ

(石灰質緑藻）の破片を多量に含む礫質堆積物から構成される。この大形有孔虫は、現生有孔虫種

では最大サイズに達するQycJocJBpeussp・に同定されるものと考えられる。海底から採取された
ままの表層の堆積状況によると、下層にサポテングサの破片が密集し、その上に大形有孔虫の遺骸
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個体が密集して堆積していた。この堆積物相は、辻ほか（1993）による石灰藻球-大型有孔虫礫質
堆積物相に相当すると考えられる。しかし、本地点で産出が予想された石灰藻球は生体個体が少量

採取されたのみで、圧倒的に大形有孔虫の遺骸が多く含まれていた。辻ほか（1993）は、本堆積物

相を構成する石灰藻球や大形有孔虫CbﾉCJocZ2Peusの含有量が試料によってかなり増減することを報

告している。おそらく今回の試料は、石灰藻球一大型有孔虫礫質堆積物相の中でもCD'cJOckpeusの
遺骸が密集して分布していた場所から偶然に採取されたものと推測される。

またG1地点ではqyCJOcJ2peUsの生体個体も多数採取された。qycZocZepeusの生体個体は、これま
でにも宮古島西方海域の水深100m付近の島棚上や、本乗船実習においても宮古島沖の島棚上以外
に、西表島の北方沖水深86ｍや海溝斜面側水深90ｍ前後、慶良間ギャップの水深90ｍ前後でも採取

されている（小野ほか，1989；小野・高木,1991；辻ほか，1993；ＭｏｔｏｙａｍａｅｔａＬ，1999)。沖縄
本島瀬底島沖において、本種は水深40ｍから水深100ｍまで棲息しており、水深60-70ｍ付近で最

も密度が高い（Hohenegger'1994)。今後、琉球石灰岩の地史や第四紀サンゴ礁海域における海水
準変動を解明する上で鍵となるのcJocJ2peusの生態を明らかにしていくとともに、その炭酸塩生産
量、化石化過程、殻に記録された海洋古環境情報解析などを行っていく予定である。
Ｇ２地点は、砕屑性石灰岩の中礫や大礫から構成される。本堆積物相も石灰藻球一大型有孔虫礫質
堆積物相に相当すると考えられるが、石灰藻球と大形有孔虫遺骸個体ともに採取されなかった。宮
古島西方沖の島棚上では、太平洋と東シナ海を往復する潮汐流の存在が知られており（辻ほか，
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1993)、島棚の外縁に位置する本地点はおそらく特に海底の流れが速く、中礫や大礫が散在するよ
うな環境であると推測される。
Ｇ３地点からＧ５地点は浮遊性有孔虫と底生有孔虫の遺骸殻を含む石灰質細粒砂から構成される。
この堆積物相は、辻ほか（1993）による浮遊性有孔虫砂質堆積物相に相当する。今後、これらの試
料中の有孔虫適骸群集組成と表層1ｃｍ中に含まれる生体底生有孔虫の棲息密度を検討していく予定
である。

（2-2）大陸棚斜面（Ｄ16地点）

北東赤尾堆南斜面の500m付近で、新野式ドレヅジャーを用いて海底岩石試料の採取を３回試み
たが、予想していた石灰岩などの岩石試料は採取できず、軽石と、コケムシなどの生物破片が少｡霞
採集された。これは予想に反して、未固結表層堆積物に厚く覆われている可能性があることを示し
ている。

（2-3）宮古海山（Ｄ12,,13地点）

水深約1000ｍに沈む宮古海山において、西側の頂上付近で３回、東側の頂上付近で２回、オケア
ン式グラブ採泥器によって海底試料採取を試みたが、全て不成功に終わった。しかしながら、グラ

ブ採泥器に引っかかっていたわずかな岩石破片や音波探査などによる間接的な証拠から、頂上付近
が岩盤で形成されていることは確認できた。今後、この岩盤が、大島ほか（1988）の報告のとおり

石灰岩から構成されているのか、そしてもしもそうだとすれば、その堆積年代と堆積環境を微化石
を用いて特定し、沖縄トラフの中央部に位置する宮古海山の沈降過程を明らかにしていきたい。

陸橋形成に関する調査
（１）目的

近年、南西諸島周辺のボーリングや海底岩石のサンプリングによって、多くの海洋地質学の成果

が得られている（木村,1997,2002)。それらによると、今から200万年ほど前、東海大陸棚から琉
球弧にかけては水が引いて陸となり、海岸線は琉球弧の東海岸付近に来る。この時沖縄トラフは巨
大な湖の連なりであった。その後約100万年前まで、相対的に水位が上昇し、更新世前期の海域が

広がり、沖縄トラフに海水が浸入する。５０万年前になると更に大幅な水位上昇があり、水域が広が
る。

ところが、５０万年前以降になると、再度また大きな陸が現れ、一時琉球弧の陸橋が形成された可
能性がある。南西諸島では、更新世中期の那覇石灰岩と読谷石灰岩との境界付近にあたり、ミンデ

ル氷期と重なる可能性が高い．沖縄本島南端の喜屋武岬で、そのころの大陸から渡来したと思われ
るゾウ化石が発見されており、陸橋形成の可能性を裏付けるものとなっている。

そこで、陸橋形成の時期と陸橋の領域を明らかにするため、陸橋形成時に浅海であったとみられ

る３地点（与那国島南東沖の海丘、中御神島北方の海丘斜面、および宮古鞍部の海丘斜面）で岩石
試料の採取を行った。
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（２）結果

（2-1）与那国島南東の小海丘（Ｄ1地点）

黒潮潮流の影響により、小海丘の南側斜面から頂上方向に向かって新野式ドレッジャーとオケア
ン式グラブ採泥器を用いて海底岩石試料の採取を試みた。その結果、海綿やヤギ類などの生物やそ
れらの破片が採取された。岩石が採取されなかった原因として、海底が予想以上に生物や未固結堆

積物層に厚く覆われていた可能性が考えられる。
（2-2）中御神島北方の海丘斜面（D2地点）

本地点では、オケアン式グラブ採泥器を用いて３回海底岩石試料の採取を試みた。その結果、１

回目の試行で直径約12ｃｍの淡褐色をした中粒砂岩が１個採取された。この岩石には中レキ径の貝
化石破片が含まれている。また、この岩石類の裏面には削りとられた跡があり、新鮮な表面を呈し
ていることから、転石ではなくその場に露出していた岩石の－部を削り取った可能性力塙い。今後、
これを年代測定用のサンプルとして処理していきたい。

（2-3）宮古鞍部の海丘斜面（D4地点）
Ｄ2地点と同じく斜面において、オケアン式グラブ採泥器で試料採取を３回試みた。その結果、
１回目の試行で直径約13ｃｍの淡褐色をした中粒砂岩が採取された。この岩石にも貝化石破片が含
まれている。２回目の試行では砂質表屑堆積物が採取された。Ｄ2地点で採取された岩石と同様、

ここで採取された岩石も、海底に露出していた岩石の一部を削り取った可能性が高い。もしもこの
岩石が50万年前以降のものであるのならば、当時この地域に陸橋が形成したことを裏付ける要因と
なり得る。ここで採取された岩石も、年代測定用のサンプルとして処理していきたい。

西表海底火山に関する調査
（１）目的

西表海底火山は1924年11月31日未明に西表島の北で噴火し（加藤，1982）莫大な温の軽石を放出
したが、火山の正確な位置は不明なままである。加藤（1991）は長崎丸の協力により1983年に実施
したドレッジ調査結果と海上保安庁（1991）をもとに火山の位置として３点の可能性を指摘した。
それらはTable2のSiteNo,Ｄ５－Ｄ７である。今回の調査の目的はこれら３点で岩石試料の採集を
行い、西表海底火山か否かの確認を行うことである。調査は以下２つの理由により新野式ドレッジャー

ではなくオケアン式グラブ採泥器を用いて行った。①ドレッジャーよりグラブ採泥器の方が１回の
作業に要する時間が短い上に目的地点の直上で作業ができるために着底地点の位置の誤差が小さい。

②噴出口の近くには発泡不良の大小多数の軽石塊が堆積していることが予想されるのでグラブ採泥
器でも採集できるはずである。
（２）結果

３地点とも軽石などの火山岩類は採集されず、石灰質の砂または岩塊などが採集されたか、何も
得られなかったｶｺのいずれかであった（Table２)。
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