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昭和42年の地学会の事始めは,り 11棚町の

虚空蔵山周辺の火山地質の巡検であるg冬空

のうっとうしい気づかわれていた天気も上が

り,|の日は小春日和を思ゎせるような登山

日和である。川棚駅バス営業F~fに 定亥110時

に県内各地から集ま,た会長の方
^は

いつも

の顔触れのほかに学生がかなり多い8す ぐ連
｀

絡している波佐見行の閑散なパスも‐同の乗

車により満員となった。約 10分程で石木小

学校前につき,‐ 下車して鎌田先生から本日の

童r■ についての説明があるg  .

虚空蔵山の山容を望,見 して感ずることに,

長崎周辺f〕火山角礫岩frcょ る山体や北松方面

に見られる玄武岩台地ともことなら。また山

陰大山系の特徴あ
´
るドロイデ型とも似つかわ

ない。600凛の山には珍らしい急峻なとん

がり帽子である6基盤の古第二系 (杵島層群 )

と火山岩類との関係や多良火山との対比を考

えな力ゞら出発した6

F石木の道路沿いの露頭には火山角礫岩があ

る。問もなくすると,採石場があり柱状節理

が発達した一種の斑状玄武岩が見:られる。更

に進み
・ 浦河内のパス停附近には見事な陶石

が積まれている。波佐見窯業の原料がこのあ

たりに,二部採石されているのか ? 興味を

お
`=え

民家の人に尋ねたら:天草の陶石らし

い6少 が々つかり、。

平坦な道 も岩屋を過 ぎるころになると,や

や勾配を増し路中もせまくなる。岩屋神社を

‐すぎ登りっめたところに,岩石の露頭がみら

:地 帯  ■
1 早岐) |

二 (理科教育センタ■ )

れ見事な板状節理が発達している。輝石安山

岩のょ|う である。鏡下で調べた結果は両輝石

安止1岩であらた:この頃になると,一行の足

並がかなりみだれ,若ぃ学生連は健卿にもの

をいわせ山頂に向っている。杉林を過ぎ念た

登山道に入ったふごつごつした山肌にときど

きハンマニをあてて岩質を調べる二
｀
輝石安山

岩質角礫岩のようであるふ:  ‐̀|
稜線の■面には藩諸1時代の名残り

='大
村 ◆

鍋島藩の境界繰がみられるムまた1隠れキリン

タノの標識らしきものもあり。昔日の幽谷を

想像したりした。念 坂々は急醸にな―り。木々

の間から山頂が仰ぎみられるもこの頃
`こ

なる

と汗がにじみ顔からは汗がふき出す轟1体憩し

ては■枚一枚ィャツを脱ぎながら.||■夏あよ

うな恰好で登って行く。山頂近くの日の当ら

ない陥地には残雪がみられた。やっと山頂に

は 1時近くなどり着いた。はだかになり,じ

ゅっくり濡れたT着をかわかすが
`油

頂の風

はまだ冷たい:あ たふたと衣替えして眼下を

見下しながら,おもぃおぎいに昼食をとる6

紺碧の大村湾がひらけ眺望が素晴 らしい。限

を転ずると,大野原の高原あり,また嬉野方

面もよく見渡される。      一: :

山頂の岩質はあるいは多良・岳と同じく角閃

安山岩でないかと期待していたが:輝石安山

岩のようである。鏡下でしらがると両輝石安

山岩である。おく
'れ

た一行の中には虚空蔵山

の西麓にある川棚木場の相鉄鉱のある川棚鉱

由に立寄らた者もいた。褐鉄鉱は縞状構造を __
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‐
山頂でこ自己響介ま1率献紹介

「

質問や議がは  清|し さを満彙した桑しt｀■日■ム|=た書11+

:ずんだが 3時 頃嘔1ま 下l■ l,、 彼杵 コースを選ん   参加者 54名 (正会員 。一般 31ら 学生

碁五 疲佐見1芳量にぬけた者D往きと同じ          11生徒22)

川棚に向った者。三二五五帰途についたが山

1  1   第33回 (昭 和42年 3月 19日 )

西 海 村 北
.音
卜の 地 質 調:査

:

(2′万 5千分の 1 面高 )

鎌 : 田 泰 彦 (長崎本学‐)

かねてから県北地区の会員より希望のあぅ
‐ はふたたび問題をもって望めば解決されるこ

た。西彼杵半島北部に分布する「面高 (お も  ともあろう

`あ
とに述べるように,西海村の

たか )礫岩Jを 見義 検討しようとするのが  川内地区(ておける面高礫岩を沢山の方々とニ

今回の巡検の目的である。あわせて:瀬りlb  緒に見て歩くとぅなお将来に未解決の問題を

粗粒玄武岩 (ド レライト)を 採集しようとい  残す結果とならた。したがって新しい問題の

うのである。                提起の積 りで説明を加えることにする。

県南組は,長崎バス本社前発 8時 15分の   野田光雄・ 牟田邦彦 (昭和32年 )が西彼

内海線経由の佐世保衛念行にのりこみ, 9時 、「杵半島北半部の地質構造を論じた駐 結晶片

50分頃小迎に到着

`一
方佐世保方面からは  岩類・古第二紀層・旧期玄武岩類の各岩層を

市内線で 9時 20分に西海橋終点汽 それか  不整合に被覆する礫岩層にふれている6西海

ら小迎まで歩いて県南組と合流したこ́    村面高附近でもっとも発達が著しい所から

「

・

巡検記を進めるのに先だって,問題の面高  これを面高礫岩とよんだ6本層はシソ輝石玄

礫岩とは何か ?     ‐         武岩 `砂岩・ 石英など1の 円礫よりなり
`厚

き

}ま た見学するについてどのような意義があ  は5Q協にも達するところがあり,常
`1新

期

るのか?                  玄武岩類の基底部をなしているという。

といった問題点を指摘してみたい。こういっ   野由・ 牟田が本地域を調査 L′ たのが昭和 27

たことは:巡検会の前に予告されておればょ  ん 20年であるが,地質調査所の長浜春夫・

からたのにと思われる方が多いにちがいない。1 
松井神典

`ま

, 5万分の 1の はぁノ浦J図幅の

しかし,恒例の日躍巡検会は,各地域の地質  調査を昭和30年に実施し, 33年に公表さ

的な問題点をほりぉこすことに大きな意味が  れた。この説明書の中で,野田らの面高礫岩

あり:本格的な調査研究の足がかりをとらえ  `1押 当するものとして,下部礫層 および上部:

う催:し である|と私は考える。たった1回の  礫層の2種類の礫岩層と,玄武岩類にはさま・

巡検で,そ の地域の自然数 のすべてを理解  れる西海凝灰角礫岩を記載している。層序的

することは難しいふ充分消化できなからた面  位置からいえば:画高礫岩と西海凝灰角礫岩
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■    小迎のパス停留所より道を西にとり,ゆ っ

くり下りはじめて最初の露頭は,玄武岩より

| ‐  なる崖錐におおわれた凝炭岩である。粘土化

1,  した火山礫凝灰岩が主体であるが,やゃ分級

された中粒砂の部分もある。またわずかでは

■   あるが,結晶片岩やチャー トの「ゝ蝶 を含み
,

水流の影響のあらたことが推定される。これ

■   とすぐ接近して,玄武岩があらわれる。斑晶

‐ の少ない,し かも石基が非常に細かい普通玄

武岩である。

1 小迎より700～ 800滋 進んだ所で火山

角礫岩の露頭がある。輝石安山岩や無斑晶玄

武岩の大礫をもっている。落差 3潟程の断層

t(N70E)に 境されて,玄武岩や石英礫を

i もつ砂礫層があり,片岩起原の砂で固められぅ

最上部は 75"の凝灰岩となり:その上は断

層に接した火山角礫端 と同じ岩質となる。上

が西海凝灰角礫岩で,下が面高礫岩だろうか?

などと語り合いながら先に進む。ふたたび真

｀黒い玄武碁があらゎれ,検鏡の結果かえらえ

百玄武岩であり,石基に輝石の少ないのが特

徴的でぁる。

皆害1石部落に入る所で:第二紀層の砂岩の

だヽさな分布がある

` 
隊考ノ浦」図幅では,間

瀬層に対比してある。木場川の川口附近では

黒色片岩が露出,片理面の走向はN70Eで
,

北に 12 傾斜する。西彼杵背斜軸が北方に

沈むあたりなので,東西性の方向をとってい

るのである。

川内に入った所に,達石の精製工場がある。

200,60‐ 120,30-60メ ッシ ュ

1,4ラ5「li:lilΥ『草[::〕 3

粉の紙袋にっめられ出荷している。

川内の部落のはずれあたりの道路わきの崖

`|は

,軟 oゝ
いィル ト岩や雲母質の砂岩の部分

と,玄武岩と石英 (珪石 )の円礫をもった礫

岩が露出する。凝灰質をもたない砕暦性の堆

積岩である。ここは,'野田らの地質図にも,

図幅にも礫岩の分布が表現さえ1.て いる。

神社の境内に登って昼食をとる。すっかり

春の気配がこくなり,境内の芝生の上にもう

せんを敷して野点の準備をはじめたご婦人の

姿もいかにものどかである。

古里から丹納への登り道に連続的に露出す

るのは,両輝石安山岩の大きな礫を含む火山

角礫岩である。 諄所ノ浦J図幅における西海

凝灰角礫岩 とされたものである。所々に浴岩

状や岩脈状をなした塊状の安山岩の岩体 も見

受け られ,板状節理の発達 も認められ る。丹

納の 1鶴東で玄武岩があらわれ,西海凝灰角

礫岩の分布がたたれる。

丹納で道を北にとって横瀬に向っなが,長

崎組の下部は折尾で帰りのパスを待つ。横瀬

に入る峠道では.丁度道路の改修が行なわれ

ており,粗粒玄武岩の新鮮なサンプルを充分

とることができた。佐世保方面、は横瀬港よ

り交通船で海を渡って帰る。

参カロ者 39名 (正会員 21,学生 4,

生徒 ■4)

| 
‐   'ニヤヽ

一一・・《
）
・一一 -21-


