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／こノレー膿i弟ンド1勺駅こ／一『重窯才曇れ，Wぐ秘・凝）轍　まノ、、ゴ黄醤醗鑓，業？隷葎碧謬畢寿糞を・

中心揖、』◎ノ1油禽社魯物1掌絵社で行なオ・1漁．ているが，深

海における．ノ！l油麻．琴／発の鷲能挫噸 鎮シぐきて（メキシ貰

湾の、郷綿．麟の研究）》次篤に物探禽1さ1誌深海疏お／・壕）物

探技術を講，llめつつあ導⇔

　麓断法は地1震探査技術琶）なか丁奪も肇1鴛典的な細こ）で，

い避）いろの意味で簸ζフ）物探技衛ぐい鰭騨継鋤§醐く穿糠》

韻勉諏ξ拳や溝墨溝や地晦斜拶）研究に、縦も基礎的なデーず望

を提供し広く実施さン／儀、、ている。茂射は欝波探欝．麺）発展に

伴撫：）てかなり変わり始めた沿3二〉なかで最も煮／ぱ実施

され，将来性鍵〉ある誘・嫌は．繊醗w無gに凌縁るs輪繍

蓋難！i蹴と，　雲　葺、塾 呂こある瓢繧灘儀1撒であろ弓、，

前』1翻）特徴1謹1・ll学源（爆発憩放’1・駈圧縮空気）に1・llガー

され，て機械が働く，聖慧が，従来の機械がこぎ奏源をト1．1カ㌧す

る方法と逆になゲ1脳・る、慧，！饗，1後妻は平融字1勺に鉱がる

海鷹地形の特微を船が線的に走りながら捕吏るとい噂、1、1、1

で、ある毒

　こ才竃，らグ）プブ澄貯で孝竪i｝擁れ．考1）ザ∫一一夕／激1象と〆1．、どヂ）ま勢ずヤ窪、1孟グ）

ヂー一ダ，漿か．1也磁蒙い地鞭！等と較く論せ窪ご霧瞭的な解

釈が霞冒1る。麿名な、大i鶴奪婦嚢こえ1湖究や恥瀬季麟，麟獅

1繍》懸賜y濾／醸㌧き1磁嚇、魁耀至翻の、購，嘘や二．た裏工、類ぼ

P欝藻。野潜メ二、il、㌧乱顛章為1郷籍条4ンニ，び）、i、鴨1二1　・～』／覇ン鑑賀パ，i慧監寮）1㌧∫殺、～狛

い導｛等

　その・＾繕烈ボベニ大顯洋ll蝋…1麺蘇、1．1翻．IC潔錐の1蝿

き　　　　ゆき　ド

！どノ糞！海

　瓢、，・．～猫一クで／厳ホ織う堀折に．、いラ8磁瓢イ拶）齢ll

さ範あるご即とが知られ、，この．1ゴで舞嘱のタ！・1波は／3．281噸

ゐ姻であミり聾下では藝，（）71くm／耀で，あるの深海事．猟爾

ξ晦・滋覇癒難／こゆくと水深は約ぎll轍暇響，海獅堆積物1漣こ

／）．器畷．1轍糖一）摩さタ｛職1慮lcr醸．は8矧ll懸4糠1さ

で鐵波は霧．伽ミゾ灘イ宣｝ぞε納，玄裁繊と考えら7！捜．るモ

ホ麟は鴛誌室貰羨、）深さで8．嶽獄／灘奪の1進1渡をもつが妻

それが海嶺に鷺ると0。縫1織薪）厚さの鐵墨底堆積物の’1ぐは

13．1i遡！蹴の玄欝気禁嘱が2，呂歓鷺の厚さで癒！l存1 、ノ，そ

疏） ドはマ，3／轍厩Cの繍償・隻総（一ll鋸磯巽に汰煮る“、ご．の繊こ

一磯（妙一一7（熱離グ）璽力の負、暴￥藁常が熊麟／曙にそ〆．、

てあること，ll、，器（）（／磁，㈱汐）地磁知．）双繰嚢、繋常，熱

流がここで．類鞍二坪．瑳撤の｛零倍も三銑鷺鴻と二等が三．）総禽的

1二海嶺のイ、ズージが創られ，，その地欝攣

1さ才／、ているぐ，

　、二の、。／てう善こ1醜震蓼讐・蔭／§藩滋ラ難終）ボー一13ングの裟継鉢のと蔭f

l
、、．、、・海洋地質グ）調査で叢翻麟叢的なデータを出1ーてい

る。　　　　　　　　　　　（物瑚渠齢痢ll）

鶯一（蕗2）




