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イむ闇 岩 底 盤 の 侵 食

― 地影 発達上の嘉 盲点‐

鎌  田

多量のマグマが地殻の深い所で徐々に固ま

ると。底盤とよlrIれる大きな深成岩体となる.

花商岩は底盤をつくるもっとも普通の岩石で

あって.地表の侵食作用が進むと広大な花商

岩地帯が形成されることが多い。本部におい

ては ,自亜紀に遊入した無中生代蔵商岩
｀
は

広大な面積を占めて露出し,西 日本では広島

花商岩が山口・広島・岡山の3県下にわた0

て東西200hにおよんで分布して隆起準平

原④中国山地をつくっているしI島根県から・

鳥取 1兵庫県にかけても同様な山陰花間岩が

分布する。また北部九州の脊振山地や 。東北

鱗方の阿武隈山地や北上山地においても.中

生代花間岩9底盤が胴体まで侵食されて。同

様な花満岩LL7地を構成している。従って。底

盤が地表に露出し深部まで削られる地域では

周囲よりも高まらた花間岩の山塊が形成され

山地や高原ができることは一応認められる。

実際 、これまで出版されているいくつかの地

質学の教科書では
・

底盤を説明するのに第 1

図に示すような断
・
面図を描いてある。ところ

が 。本挙な造山帯で地殻9上昇とそれに続く

侵食作用が長い期間行なわれる場合には ,そ

の中軸部がどんどんはぎとられて底盤が露出

し,大きな花間岩山地を構成することを容認

しても ,若い地質時織0花嵩岩の底盤がほん

のちょっと地表に顔を出した時も,独立した

山地を形成するものである0か T

本年1(昭和 40年 )1月 に ,玄海国定公園

泰  彦  (長崎 大学地学教室 )

に編入が予定されていふ壱岐と対馬の地形と

地質を中心とした自然調査を,長崎大学地理

教室の石井泰義励教授と共に行なうた。壱岐

でrJ■海岸聾帯の微地形Ft多 くの興味ある自然

景観を見いだし,対馬では地質構造lrt支配さ

れた規模の大きい地形的特色をとらえること

ができた。詳しいことは調査報告書が日本自

然保護協会か ら近 く出版されることになって

いるので ,こ こでは重複を避けるが ,対馬に

おける最も特徴のある地形の一つとして下島

の内山盆地が挙げられるご内山の盆状地惚

花商岩0分布とょく一致 し,盆地内の緩傾斜

面は花議岩の侵食面を示している.これに対

しな地を縁どる稜線はホルンタエィレス化した

対州層群で構成され ,電地む内側に向って急

斜面をなすこホルソフ エルスは風化に対して

花嵩岩より抵抗性が大きく.この様な岩石0

抵抗力に起因する差別侵食によってつくられ

る盆地IPd.石井助教授の文献調査によれば中

国や朝鮮に多《見られるという。

よく知られているように ,花闘岩が地表に

露出すると ,内部まで深く風化して非常にも

ろいボソボツした風化産物になる。瀬戸内海

沿岸ではこれを「 まさJと いっており :「 ま

さ Jの状態に風化した花間岩地帯では
建はげ

山
｀
ができ ,瀬戸内の女性的な景色を特色づ

けている.こ のょうな独特の風化作用を受け
´
易ぃ花満着であるから ,底盤の頭を覆 ってい

る母岩が侵食でとり去られて花轟岩が顔を出 ´

・
か́
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蒻 準積層 囲 黎嵐岩

すと,地表が急速に刻まれて盆地や谷をつく

られることは容易に考ぇられる.:余談である

が .昨年来日したスエーデンの不トックホル

ム大学のヘスランド教授は。「 まさ Jに相当

する地質学用語はまだどこの,国でも使われて

いないので ,これを学術用語として世界的に

使用されてもよいと繰返し語轟ておられた。

このような考察から帰納されることは 1底

撃がわず
"ヽ

に地表に顔を出す場合には 二花競

岩は急速に削りとられて電状地形や谷を形成

しご周囲のホルンフエルネ化した地層は侵食

紅抵抗して高《そびえ・花:間岩地帯を縁どる

ということである。(第 2図 》前に述べたよ

うに当然のことながら花満着底盤が広い面1積

に露出する場合には高原性の山地をつくるこ

ともありうるのIで あるが ,第 1図のょうな断

面図は花嵩岩の風化・侵食過程を考慮に入れ

ないて ,全 《不用意に描かれてきたのでtrtぁ

るまいか .

||ヨ
:熱 変成着        :

対馬の内山盆地に顔を見せている花向岩は

内山花闇港 とょばれ ,熱変成を与えた対少卜I層

群が現在の知識では古第二紀のものである●

で ,遊入時難は第二紀ω中新世頃と推定でき

るこ壱岐 ,対馬の自然調査をまとあた後 ,内

山電地で示されるような第二紀の若い花闘着

がわずかに地表に顔を出した際に,同 じ―よう

な特有な侵食地形をつくる場所が他所に、も沢

山ある1のでないかと探してみた。無コ壼ジブ

スOJ口 で`はないがニー度気づくと次●。と同

じような例にぶつかるものである.これまで

九州地方にも対馬のほか l・C.少 《とも2カ所

に類似い現象があることを知った。 |

その二つは 3五島列島福江島の中央部にあ

る岐宿町の山内鐙地である.対馬の内山盆地

といい 。福江島0山内盆地といい 。地名まで

ェ《似ている●曲内盆地の場合では
,′ 盆地9

周縁部の地質は五島層群とよばれる.第範 堆

積着と●それに買入 した人成岩で .花議 類

．　
・　
）̈
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み一し 〔花澤着や花綺斑岩 )●導入のため ,砂岩は

脱色して堅くなり,頁岩はピンピンしたホル

ンフエルスになっている。盆地内の緩傾斜地

は「 まさ J化 した花満岩類が諸所に露出するL

盆地の中央部は長崎県における内陸では最大

の平野で水田地帯となり,こ 0中を東西に県

下で最も長い直線道路が通じているが ,こ れ

を取巻いて少くとも2段 の段丘の発達が認あ

られる。西部の高位段丘は花闘岩や変成した

堆積岩から供給された砂礫層からなり ,局所

的rc泥炭層を換んでいる。また東部にある低

位段丘をつくる段丘堆積物には ,細かい層理

が発達 した湖成のシルト岩層が認められる.

盆地地形の発達史からいえば ,山内盆地は対

馬の内山盆地より進化しているとはぃえ ,成

因的には花競岩底盤の頭が侵食によりえぐら

れて形成された侵食盆地である点はお互いよ

く類似してぃる.福江島では山内盆地の外に

も.福江γ荒〕l燎0猪狩峠と新開橋の中間に

ある山間盆地や .福江市北部の奥浦湾南部0

丘陵地帯は 1いづれも花間斑岩が侵食されて

つくられた盆状地形であり,露出する岩石も

「 まさ J化しており,年 肖々りりとられる運命

にある|            ・

もう一つの典型的なFllを長崎県外に求めて

みよう。鹿児島県の大限半島西部の垂水市と

鹿屋市の境をなす高隈山地は ,半問形0稜線

をもつ1,000π級の運山であるが。その内

側に垂水市0本城川上流部の低平な雹地を抱

いている。この盆状地形は高隈山花商岩とょ

ばみる底盤の露出地に一致し3鷲議岩は東茜

6h・ 南北 9職のほぼ精円‐形の分布をもって

いる.高隈山花嵩岩め鍾令はK―Ar法にょ

る絶対年代測定では約 1,660万年であらて

新第二紀中新世のものとぃわれている。高隈

山地9準抜 8oOπ以上の連山は ,時代未詳

層群 t橋本勇 .1962に よばれ古白亜系γ

ジニラ系 7)がホルンア■ル不化した部分に

相当し:盆地に向って急斜面をつくる.

これまで述べてきたように ,同 じ花燃岩で

あっても ,生成年代の新欄・地殻運動の型式

・侵食作用の働《期間・底盤の露出面積の大

小などの相異にょって ,あ る時は広面積の山

塊をつくり ,また二方では小さな侵食盆地を

もつくることが確認された。火山地形におい

ても ,佐世保蒲相浦の愛宕山がコニニデlC見

えたり,長崎市の愛宕山がトロイデに見えて

も,両者は全《侵食に取残された溶岩台地の

残丘であることは地質調査をすれば明らかに

なる。従ってここで強調したい9は ,地質構

造の発達 と侵食輪廻を常に車の両輪として考

察すれば .始めて地形の本当9解釈がなされ

るということである。

ヽ最後に ,花競岩地帯0侵食地形を解釈する

目を開いて頂いた。長崎大学の石井泰義助教

授に深く感謝する次第である.

(1965年 6月 7日 )
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上原幸雄 (1959

植田芳郎 (1961

経済企画庁 (19`

):対州鉱山の地質鉱宋とその探鉱について

):五島層群 0研究 九大理学部研究報告
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鉱山地質  9巻 337号

地質学の部  5巻 .2号


