
長崎県の地質のおいたち (地 史の総括)

どこの地方で も,そ の地質のおいたちを組立てるためには,限 ら

れた場所のみの調査・研究だけでは充分ではない。地質は,動植物

の分布 と比べ,一 そう地域1生 が強 くあらわれるためである。例えば

長崎県においても,西彼杵半島のように,結晶片岩が広 く分布 して

いる所があるかと思えば,安山岩の溶岩がつ き上げられた雲仙岳の

ような所 もある。炭鉱の島である高島や伊王島は,島全体が堆積岩

よりなり,地層の観察や化石の採集には適 しているが,火成岩の採

集は全 く望みがない。そのため,長崎県下の全体の特徴 を知 るため

には,所 を変えて現地 を訪れ,新旧さまざまな地質時代に生成され

た地層や岩石の相互関係に』、れる必要がある。地質巡検 を行 う目的

の一つにも,そ うした地質の地域性の理解 と,地 史の発展へ目を向

ける素養 を身につける機会に接することがあげられよう。

長崎県の地質の発達史一地史―は,大 きく分けると3つ の段階に

分けることができる。第 1は ,古生代の地向斜にはじまり,や がて

造山運動にともなう広域変成作用が行われた時期で,そ の結果 とし

て西彼杵変成岩類が生 じた。これを,古生代地向斜時代 とよぼう。

第 2は ,中 生代における,長 い間の陸地の浸食の後に,地盤の沈降

が起 り,海の陸地内への侵 入や後退 をくり返す間に,現在炭田とよ

ばれる地域の厚い地層がつ くられた時期である。その前ぶれは,中

生代の自亜紀後半にあったが,大部分は古第■i紀 より新第二紀前半

にかけての,新生代中の約6000万年間のできごとである。これを第

三紀炭田生成時代 とよぼう。第 3は ,再び海が退 き,広 く陸地が拡

大されるとともに,多 くの火山の活動によって,溶岩が流れ,火 山

砕暦物がつみ重なった。これを火山活動時代 とよぼう。この最後の

時期は,現在 まで続いている。

1口 古生代地向斜時代

西彼杵半島と野母半島とは,と もに結晶片岩類からできている。
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主な岩石は,野外では黒色片岩 とよびならわせられている絹雲母石

墨石英片岩や,緑色片岩 とよばれる緑泥石緑れん石片岩である。緑

色片岩は野母半島にとくに多 く,黒色片岩 と互層 している。西彼杵

半島南部の村松には,紅 れん片岩や石英片岩が分布 し,マ ンガン鉱

をともなっていることは古 くから有名である。

これらの結晶片岩類は
,・

r西彼杵変成岩類 (人 により彼杵変成岩類

とよばれているが,地域的に好ましい名称ではない)と 総称 され ,

長崎県における基盤の岩石一すなわち土台石一となっている。原岩

の主なものは,古生代地向斜内に堆積 した有機物に富んだ泥質の地

層であり,後 に黒色片岩に変成されたが,部分的には砂岩や,火 山

岩起原の溶岩や凝灰岩がはさまれ,石英片岩や緑色片岩 となった。

結品質石灰岩は,長崎市茂木付近の結晶片岩中に,わ ずかにレンズ

状 をなして含 まれているだけで,大 きな岩体は認め られない。石灰

岩に乏 しく,火山岩起原の緑色片岩が卓越 していることから,化石

は発見されていないが,秩父地向斜の二畳・石炭紀層の堆積 よりも

古い,デ ボン紀あたりに原岩の堆積が行われたもの と考 えられる。

西彼杵変成岩類が,西南 日本の代表的な結晶片岩類である,外帯の

三波川変成岩類に属するのか,あ るいは内帯の三郡変成岩類に属す

るのか,人 により解釈はまちまちである。 どっちつかずなのが,む

しろ「長崎三角地帯」 とよばれる地域内の,西彼杵変成岩類の特性

ともいえよう。

西彼杵変成岩類の中には,結晶片岩に貫入 している蛇紋岩があり,

装飾用石材 として切 りだされ,石碑や建築材に使われている。この

蛇紋岩のまわりには,交代作用の際生 じた滑石・緑泥石・陽起石・

磁鉄鉱などの美 しい結晶が集っている。また黒色片岩中に,レ ンズ

状 に厚い石英脈が発達 しているので,珪石 として採掘 されている。

これらの鉱物は,広域変成作用が進行する途中でできたものである。

結晶片岩に貫入 した火成岩には,蛇紋岩の外には,野母半島の変せ

ん緑岩や,断片的にせまい露出をもつ花 こう岩がある。花 こう岩は
,

野母半島の樺島や茂木の小立石海岸 ,西彼杵半島の呼子ノ瀬戸 をは
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さんだ海岸地帯や,本土 と上五島の中間の大立島にあらわれ,中生

代に貫入 したもの とされている。

2.第二紀炭田生成時代

高島炭田をつ くる地層の最下部は,こ れまで赤崎層群 とか香焼層

とよばれる陸成層で,動物化石は発見されていなかった。 しか し,

高島炭鉱二子立坑の掘 さくの時に, トラコドンと呼ばれる恐竜化石

が見つかり,さ らに端島坑の二瀬探炭坑道 より二枚貝のイノセラムス

が10年ほど前に発見された。それ以来 ,赤崎層群の下部は白亜紀層

であることが証明され,そ の中生層 を三瀬層 とよぶようになった。

三瀬層 と,三瀬層 を除いた赤崎層群 との層位関係は,整合的である

といわれている。

赤崎層群の堆積後,海水の侵入により堆積環境が変化 ET海が一

進一退する間に石炭層の生成も行われ,高島層群が形成された。主

要稼行炭層を含む端島層からとれる植物化石や,そ の上に重なる純

海成層の沖ノ島層から採れるオウム貝・二枚貝・巻貝などの化石は

いづれも亜熱帯的な気候や,暖 い海水中に生居、していたものである。

しかも,世界的に共通な始新世型の特徴をもつ化石種が沢山含まれ

ているのは,日 本の地史の研究にも重要である。

崎戸・松島炭田の炭鉱で採掘されている石炭層は,松 島層群の崎

戸爽炭層 (=大島爽炭層)に 属 し,そ の生成年代は高島層群よりい

くらか若い。同じ時期に形成された含炭層は,諫早炭田における,

矢上層群中の古賀層で,長崎市の矢上や古賀で採掘されたことがあ

る。同じ地層は,大村湾南岸の長与地域にも分布 し,石炭層の露頭

が見られる。

松島層群の上に重なる西彼杵層群 は海成層であり,大規模な海進

のあったことが知 られる。この海進 を,本邦における新第二紀中新

世の始 ,ま りとする説が広 く認められようとしている。西彼杵層群は

佐賀県では杵島層群 とよばれる地層である。早岐 。川棚付近は,崎
戸・松島炭田と唐津炭田に分布する両層群の地層を対比する際に

,

橋渡 しとなる重要な地域で,産出する貝やウニの化石は,東西両炭
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田地域のものと共通するものが多い。また,骨石 とよばれる石英安

山岩質の堅い凝灰岩が,西彼杵層群の中にも含まれているが,こ れ

は杵島層群や,筑豊炭田の声屋層群にも含 まれる重要な鍵層 として ,

地層の対比に有効な役割 を演 じている。西彼杵半島の北西部では ,

この西彼杵層群が,基盤である結晶片岩類の上に直接重なり,含炭

層の松島層群 を欠いている。この地域の地層には,石灰質砂岩がよ

く発達 し,七 ツ釜鐘乳洞をつ くっているのは余 りにも有名である。

石灰分の大部分は,石灰藻の化石に由来 していることは興味深い。

佐世保・北松地域には,松島層群の石炭層よりさらに若い石炭層

を含む佐世保層群が分布する。地層の形成には,粗粒砂岩に始 まり,

厚い砂岩層 をへて,最後に石炭層 をともなう泥岩 を堆積するような ,

ある程度の規則性 をもった堆積の周期が認められている。佐世保層

群中には,こ うした周期層が45層 数 えられ,ま た59枚 の石炭層 を含

んでいる。大瀬五尺層や松浦三尺層などは,そ の主要な稼行炭層で

ある。各周期層 を構成する岩質は,層厚 1,200mに も達する佐世保層

群 を通 じて著 しく異ならないで,同 じような堆積環境の下で,周 期

的な地盤の沈降 と堆積物の沈積が繰返 し行われたことがうかがえる。

佐世保層群の最上部には,加勢層 とよばれる海成層 が重 なる。こ

れは,佐世保層群の主部 を浸食 して生 じた谷や盆地に浸入 した海が
,

泥質堆積物 を沈積させて生 じた地層で,有孔虫や員の化石が含 まれ

ている。

佐世保層群の上には,淡水性の貝化石 を含む野島層群が重なる。

野島層群から産出するガマノセガイやタニシの化石は,こ の地に温

暖な気候下の大陸内部の淡水湖が存在 したことをあらわ している。

同 じような淡水性貝化石群は,平 島や五島列島の奈留島にも発見さ

れ,野島層群が形成された当時には,佐世保から五島列島の間に延

長 100km以 上にもおよぶ沈降帯 を生 じ,大 きな湖ができていたこと

が知 られる。五島列島をつ くる主な地質である五島層群の大部分は
,

こうした沈降帯の堆積物 と考えられている。

本土 1員 Jと は対照的な第二紀層は対馬に見 られる。対馬は全島の大
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部分が,非常に厚 く,し かも下限 も上限も分 らない対州層群 とよば

れる海成層からできている。岩石は暗灰色のけつ岩が優勢であるが ,

板状の砂岩 をはさんで互層をつ くる場合が少な くない。地層は,北
東一南西方向の軸 をもつ多 くの招曲によって,ゆ るやかに弯曲 して

いる。美津島町一帯で,貝やウエの化石が産出するほか,植物化石が

各地から発見されている。中でも,若 田硯の原石の産地から,み ごと

なシュロの化石が掘出されているのは,古気候 を考える上に重要で

ある。対州層群は一種の地向斜内の堆積物であろう。対馬北端の海

老島には,対州層群の上に不整合に重なる海老島層があり,鮮新世

の有孔虫や石灰藻の化石 を含んでいる。壱岐の基盤 となる勝本層は ,

対州層群の一部に対比されるかも知れないが,ま だ地質時代 を確定

するだけの特徴ある化石の産出に不足 している。

五島列島の五島層群 も,対馬の対州層群 も,花 こう岩の貫入を受

け,接触部に近い地層は熱変成のため堅いホルンフェルスになって

いる。対馬の内山花 こう岩の年令は上2× 10年 と測定されているので ,

新第二紀の中新世花 こう岩 ということができる。

3。 火山活動時代

佐世保地域の野島層群や,五島列島の五島層群には,い く枚かの

凝灰角れき岩がはさまって くるが,そ の上位の平戸層になると,圧

伊1的 に多量の火山岩起原の物質が地層中に含まれてくる。その生成

の時期は中新世の中頃になるものと考えられている。これから後の

現在に至るまでの間に,各地で旺朧な火山活動が行われ,あ る所で

は成層火山を,ま た別の場所では粘性の高い溶岩が盛り上って溶岩円

頂丘 を形づ くり,ま た粘性の低い玄武岩の溶岩流は溶岩台地 をつ く

った。有史時代に入っても,雲仙火山では明暦 3年の古焼や,寛政

4年 2月 9日 に始 まる新焼の溶岩流の流出があり,当 時の噴火の様

子は古文書 を通 じて知 ることができる。島原半島の火山性地震や ,

雲仙温泉の地獄の活動は,今 なお雲仙火山が生 きていることを物語

っているといえよう。

火山活動時代の初期における特筆すべ きことは,五島列島におけ
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る溶結凝灰岩の形成 をともなう酸性の火山活動が盛んであったこと

である。これは瀬戸内系火山活動 として知 られているもので,男 女

群島の溶結凝灰岩 もこの活動の産物である。

佐世保・北松地域では,第二紀層 を浸食 した準平原の上に,松浦

玄武岩 とよばれる台地性の玄武岩溶岩が広 く分布する。その基底部

には,厚 さ20m以 下の堆積層があり,八 ノ久保砂れき層 とよばれて

いる。国見岳 より北に続 く,長崎・佐賀の県境にひろがる平坦面は,

典型的な溶岩台地のあらわれで,そ の全景は佐世保一松浦線の江里

峠や冬越から充分に眺めることができよう。その偉大な姿は,長崎

が全国に誇 ることのできる天然記念物である。松浦玄武岩は,厚 い

所で 300mに達するが,こ れは20～ 30mの 厚さの溶岩流の積重ねに

よって形成されたものである。各溶岩には柱状節理が発達すること

が多 く,玄武岩が露出する海食崖では特異な景観 を見せることがあ

る。カリウムーアルゴン法による測定では, 800万 年の値がでてい

るので,中新世末期 または鮮新世初期には,こ の地域に活発な玄武

岩の溶岩流の流出が行われたことが知 られる。壱岐の大部分 を占め

る玄武岩 も,松浦玄武岩に対比されるが,基底部 (?)付近にはさ

まる薄層理 をもつ珪藻土 よりなる長者原層には,保存のよい木の葉

や魚類の化石が沢山含 まれていることは古 くから知 られている。

第四紀更新世 (洪積世 )の 初期には,島原半島の南端部において

は,砂れきや泥が複雑に入 り乱れて堆積 し,ロ ノ津層群がつ くられ

た。時期により,所により,多量の砂れきが河川によって運搬 され

ては河道にたまり,あ るいは盆地の湖水の底では泥が沈積 したので

あろう。そうした陸地はまた哺乳動物の快適な生膚、地でもあり,象

や鹿の遺がいは化石 となって地層中に保存されている。時には海の

侵入 もあり,浅海性の貝や有孔虫の遺がいも堆積物の中に埋れて化

石 となった。ヤグラニシキとよばれる二枚員は,そ の代表的な化石

種である。

ロノ津層群 をおおう南島原火山岩類や,長崎市のまわ りの長崎火

山岩類 ,お よび多良火山の本体の火山岩類は,広 く中部九州に多量
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の火山噴出物 を放出 した豊肥火山活動の産物である。 この活動のは

じめには,主 として凝灰角れき岩～火山角れき岩のような火山砕暦

物 を噴出 した。これが地表で浸食される時は,い わゆる集塊岩地形

をつ くり,諸所で特有な断崖 となって名所になっている所が多い。

この活動のさ中に湖沼が生 じ,成層する凝灰岩や泥岩が堆積 し,茂
木植物化石層のように木の葉の化石 を含む地層 も形成されている。

豊肥火山活動の後半は,筑紫溶岩 とよばれる複輝石安山岩の溶岩

の流出が盛んとなり,火 山砕暦岩 と重なりあって成層火山を形成 し

ている。鉄平石のような板状節理 をもつ安山岩の多 くは,こ の筑紫

溶岩である。この安山岩は,比較的ちみつな岩質 をもち,バ ラスの

材料 として採石されているF~fが多い。

雲仙火山の主体は,角 せん石安山岩の塊状の溶岩 よりなる。この

溶岩は比較的粘性が高いため,溶岩円頂丘 (ラ バ ドーム)を つ くる

性質がある。こうした角せん石安山岩の溶岩円頂丘 をつ くったのは ,

山陰系火山活動 とよばれている。大分県の由布岳や鶴見岳はこの活

動によって生 じた火山で,雲仙岳の兄弟分 といえよう。雲仙火山の

主峰である普賢・国見・妙見岳は,典型的な溶岩円頂丘で,斜長石

や角せん石の粗い斑品をもつ安山岩によってつ くられている。寛政

年間の大崩壊以来,今なお崩れが止まらない眉山の崩壊物 も,典型

的な山陰型の角せん石安山岩である。多良火山では,山陰系火山活

動の産物 として,多良岳 と五家原岳の山頂部の角せん石安山岩があ

る。

五島列島と壱岐では,鮮新世 より続いた玄武岩質火山活動の末期

的現象 として,ス トロンボリ式活動による多 くの噴石丘が生 じてい

る。臼状火山ともいうように,火 回の大 きな特有な火山地形の原形

が,き わめてよく保存されているので,そ の生成年代 も完新世 (現

世 )と 考えられている。噴石丘 をつ くるスコリアの中には,多量の

火山弾が含 まれている。

こうした火山活動の旺盛な第四紀にあって,局所的には海成の堆

積層 もつ くられた。千々石湾北岸の江ノ浦海岸には段丘堆積層が発
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達 し,そ の基底部には下釜貝層 とよばれる地層がある。これは, リ

スーウルム間氷期に生 じた海成洪積層で,関東地方の下末吉層に対

比されている。同じような海成層は,南島原の原城趾海岸に大江貝

層として知 られている。この地層は,新期阿蘇溶結凝灰岩を刻んだ

谷地形を埋めたもので,産出したアカニシの貝殻の放射性炭素によ

る年代測定では,今 より19,400± 700年前の値が出されているため
,

下釜貝層よりは若い海成層であることは明らかである。

完新世 (現世)に 堆積 したいわゆる沖積層の代表的なものは,有

明海における有明粘土層であり,湾奥の干潟にたまるガタ土はその

最上部層である。層厚は,最大で40mで ,平均15～ 20mである。長

崎港の埋立地の下に分布する沖積層は出島貝層とよばれる。この中

には貝類だけでも約 100種類が含まれている上,バ ンドウイルカの

頭がい骨 も発見されている。こうした沖積層の研究から,ご く最近

まで,公害によごされない長崎湾のされいな自然の姿がしのばれる

のである。 (鎌田泰彦 )
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