
午後から雨になるという天気予報を気にし

ながら集合地茂木に向から■6富岡行の船は

定刻の8時よりやや遅れて出港。船内で事務

局が準備した富岡半島の地質図 (高橋良平t

r166)の写しを戴いた。1時間lo分余

の1船旅も心配した程のうねりもなく,9時 15

分富岡港着6棧橋にはた池経由でT足先に来

られた永野氏が出迎えられ
`―

同広場FI勢揃

いした。県ヨヒ地EXIの 会員め方も見えでおられ

た。長崎です治しての参カロの由● ::

頑固で親切な二老島民の営岡城跡案内の申

ヒノ出を断ゎち,鎌暉先生から巡検コ■スの説

明がなされた後D帰略1の団体割引の交渉のた

め人員点呼,総勢η尋
｀
名 永野氏を除く.と 27

名,:結局害1引にな:ら ないのをわざわざ切符売

り場に聞きに行き失笑を買?年一幕もあった。

大気は上 ι々二同張切らで出発よまず,裏

(西 )海岸に出る途中の崖で洪積層を観察し,

た。ホルンフェルス碑■流紋岩礫も共に丸み

を帯びている1:籟山陽が詠二た天草灘に童し

て老人ホームがあり|ホ ‐ムの前を通り過ぎ

た後しばらく
｀
菖に沿ぅて進んでから海岸に下 |

りたら           
―
|

1丁聰 1流紋岩が露出した地帯31豆入り大

福餅"状の電気石集合体が岩体中に点在して

いるのが良く観察できる3‐ この集合体は西に

進むにつれて球状か ら掌状、 と形が変わりら
'

次第に少なくなって白岩崎ではまばゆいばか

りの自.い流紋岩にな■てしまう6

流紋岩岩体中に幾っかの岩脈が見られる。

石 ‐jll 直: 衛 (長崎西毒枝|〉

その一つは複雑な形の爆斑札 さら

`こ

風化面

から高温型石英が採集できる石英斑岩等:・ :・ :ち

:白
岩崎西方約2oO“からホルン́フェルス

化した古第二紀層が広く分布している6層理

が明僚で:`薫向 1‐ 0° Щ
l傾斜■ 0° ,WI砥

石層である6坂瀬川層と砥石層の境の1断層が

確認できないまま:白岩崎約二10Ⅲ洒方に |

分布する坂瀬川層を見て歩いた。地図に示さ

れない小岩脈も多い。        ■

小岬にな英斑岩の岩脈があり,歩きにくぃ

崖をなしているさ崖を廻った所で砂岩中に泥

岩の同時礫が観‐察され
'る

。平坦な海岸になら

た所で昼食,食後石井先生から夏の臨地講習

会 (天草,8月 初旬)の案内があり,永野氏

からは,はまゆう地学同好会 (会長
「
早轟常

盤氏 )の近況が話され′た6      . 11
午後

`陽
光に汗ばみながら,″ T卜 最難所|

の小岬にかからた。深い水たまりで歩け,
高さ数れのホルシアニル率の崖をこわごわ:ど

越える。|こ の付近力ヽらN EttI亀に延びる安也

岩の岩脈があり:途中でしばらく途切れるoゝ

春の追南方付近から再び続き長さ5j00‐■に
:

も及んでいるふ突出していて城壁を思わせる。

|と にかくこの半島は岩脈の生:車とでもいえ

るら中には幅ユ:0.勧程度の小岩脈も1見 られて

実に楽しい。 |‐ :   
・

四季咲岬南東で.泥岩中にレィ|ズ 状に榛ま‐

れた石炭があり,また福鉄鉱のイジ■■礼

「サン|ド
バーイイ等も確認で.き る61

■四季咲岬で礫岩■砂岩■買岩のサイ|ク 1■テ

‐ 22-



|も 終も,て しヽた。 富岡城跡登り中で,城跡めぐりの会員と合

半島中央部に分布する花商閃緑岩が見付が  流tそ稜橋に向し`:各人日焼けした顔さか

=ち ,::書 由衰赫二あ歯痴あ後の|を強待しを  げ物を買ったりして,船に乗り,定刻の 1:7

‐
念願の岩体をきがして手に入れる.こ とができ  時に富甲港を離れた。船上で次回の相談をし.´

た。          1     ■  快適な船旅を終えて18時■■分茂木た上陸.

さらに,城跡丘の北/Fllの 崖で教良木層を観  待合わ|せのパスにゆられて帰路にうし`たし:天

|:泰して■定を終了ι希望者だけを夫章炭 (志  気|ど恵まれ:‐ 議会をも検会であ二たよ  |
1般戻鉱 )あ積ふ由し場を見撃し,‐ 男フラタ炭   参加者:28名 (正会員:'1:1学生7)
‐ゃキ多炭の標本を採集したι中に|な共角糧決

抄  録

1‐ 地質:層 康 および岩相

A磯 層 鉄 積勘
´
おもに富岡半島 (東西約 2K.1南北約 1.8

Km)の南東端に分布し. 10-15■の平坦

二陵をなしニホルンシュルス,流紋岩等の円

礫からなる礫層である6礫は直径 5翻大のも

のが多いが, 40議大のものも含まれていて
,

部分島には良く成層し茜に5-16 の機荼}

を示し
―
ている6マ トリ,タ スは砂質粘上で,

上:部ιこなる程礫の径も小さく粘土分も多くな

る傾向がある6    1
1本半島め礫燿と同Tの もあと断走をきなt、

力t志岐‐都呂呂にかけで西側の海職まで拡

がり厚き■30れ余に達する礫層 (玄武岩,

安山岩
`砂

岩等の礫 )が分布し
・

海岸線に平

行な向斜軸を有する構造を示してもヽるよなお:

この礫層から高井保明氏が Ste痣もdon

Ori● nta:liS‐:― の化石を発見した

こと力|ら

`|こ

の礫層は自之津層との対比も可

〃″″″″″〃〃″″〃″〃〃″″″″″″″″      .

熊本‐県天事.郡・ 下島 :富 岡半:島 ,‐ 韓質

一良

直

橋

川

二品

石

平 (九州大学虚範窪封

衛・ 抄 .´ 録 11

能になってくるA   
‐   ‐

B 古第二紀層

本半島中央部に分布する花議 緑岩の逆入

によっそホ
'レ

ン、フニんス花してぃを膚岸ヵ【権
立せず,従来―括して坂瀬川層とされていた

ものである6 ● =

1)教良木層・ ・・ ・
‐ ‐ ・ ■―

量同港茜ふさ雷補城訴東側を通う責
:二

S,1

N30° Wと 北にゅくにうれて走向が変うな

がら北岸まで分布iする3層厚は170れ以上

あり,1最下書

`は

細粒砂岩と黒色頁岩の密互層

(頁岩優勢 ),そ の上位 80脇余は砂岩―頁

岩密五層部 (砂岩慶勢 )と なっでtヽ るも二般

に東岩:ま黒色｀黒灰色で級密堅硬:砂岩は灰

色■青灰色で細粒級密であるぉ    : |
2)砥石層 ‐‐          |
教良末層の西側沿いと花満閃緑岩の選入岩

体の歯側め暮め迫.‐ 鵜あ瀬|とふ`けて分布する。

東碗ではNE='SWI茜 側■はN416'W

二:213ニ



灰毎
～
区白色輝粒の砂岩で層1林を1示すが熱変

質を受けて竪硬である。この上部6o-70

層鮮付近の志餃炭鉱。竹之迫炭鉱の四尺層に
111,:■

1、                  ‐

対比できるものである。

本半島ではこの層の上位に,す町田砂岩

(含海緑石砂岩Flil天草全域にわたって追跡

され,鍵層にな―る)は 見当らない力、灰青色

～暗青色の淘汰不良中粒砂岩が重なっている。

変成度は再結晶したと考えられる石英 。長

石がなく
・

黒雲母の新生が少ないので軽度の

ものであろうと推察される。 |
3)坂源川層     ヽ ‐

砥石層の西側特に自岩崎から四季咲岬にか

けて分布し,一般的
`こ

N50°
～

oO° Wの

走向を示すが北に行くにつれらしだいにN―

S゛ らにN20,■ OEと 変化している。

下位 30脇は3-5"厚ざの灰自色細粒砂

岩と黒色頁岩の密互層,この上位 90れは中

程に砂岩薄層二頁岩互層部を含む黒色頁岩の

厚層哉 その上位は細粒砂岩一頁岩 (15(～

20“厚さ )の互層部と頁岩部がくり返して

重なっている。 9o脇厚さの頁岩部直上の互

層部には福色 (褐鉄鉱 )の ノジュールとサン

ド′
iイ プが特に多く見られる。この部分の頁

岩力ゃら Crassatellites nippon_

ensiS(yり晩)?,Yoldia sp が各

1個産出した。

また,,四季咲岬に分布する最上位の互層部

:よ 5′ν15“単層構成の細礫礫岩一砂岩=頁

音覧最上部100滋余鮮7ル ▼=ズ質含礫粗

粒砂岩γ細礫礫岩から始まり
`:細

7中粒の淘

汰阜i好9砂岩部で,中位にはか,て稼行され  る。  i

事ことがうる薄炭層を換んで,1る。この石炭   A 蔵綺閃緑岩

I火 成岩類          :

前記の古第三紀層を貨くものに花嵩閃緑岩

流紋岩,翁岩
`爆

斑岩等各種の火成岩類があ

本半島の四分のすの面積を占めて分布して

いる。暗灰白色細粒で1黒雲母,角閃石結晶

が認められる。鏡下では主に斜長石,輝石|

角閃石,黒雲母および石英か らなり完品質,.

斜長石は拍子木状半自形結晶のものが多く
`

アルバィト双晶,累帯構造を示し,輝石は

Autti t Oそ 多色性はほとんど示さずその周:

囲には緑色の角閃石が認められ憔.石英は比

較的少量で斜長石の間隙を充視するような形

で存在する。 :|=|:“  1~ Ⅲl

この岩体は古第二紀層に熱変質を与えてし`

るはか,各岩脈類にも変質作用をおよばして|

いるので,本辛島火成岩類中最後の難入と判|

断される。 1           ‐

なお,本岩体に一応対比できる可能性のあ:

るものは五島の花間閃緑岩,平島の斑れい乳

江の島の閃緑岩,黒島の閃緑岩などである力
'‐

中新世花競閃緑岩類活動研究の今後の課題で

あろう。               _
B 火成岩岩脈類

f4)流紋岩

火山岩類中で最古と考えられる岩体で,1半

島南東部と北東部に分布する。
~こ

の流紋岩はヽ

自色細粒で鉄分の沈積によぅて汚濁し格色の:

不規則な縞模様を呈するものが多い。鏡下そ

は微細な石英斑晶,長石斑品のはか絹雲母に

加えて軽度の変質をうけて自雲母,黒雲母が |
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|■新生きれてt、 る6ま た塗質作角を強そうけて
, いる幅 70屁程のところでは微細な電気石結

晶が新生して10-15勧 径の斑状,15観

以上の掌状の集合体を多量に含んでいる (地

質図中矢印の部分 )。 この電気石集合体は花

闇閃緑岩から分かれた岩体の一部が流紋岩中

に貫入し:その潜頭にあたる直上周辺部に新

生されたと考えられでる6

■  l    fm)安 山岩

|:||‐
‐
   灰黒色級密であるが斑品が角閃石の著しい 

°

|     もの,黒雲母の多いもの,あ るいは石英の多
・

| |   いものなど種 々あるがいずれも鏡下では軽度

■|く聾|   の変質のあとが認められる
・
。すなキDち斜長石 ,

|■    黒雲母,角閃石等の緑泥石化,炭酸塩鉱物化

=|■
   作用などをうけている。

■■    0う 埼岩

11■    炭黒色～灰色,細～中粒質で斑状組織を示

:|:|: 
すものから,斑晶が少なく石

今も
響
粒で知 J

ll■ 1   石質 岩とも言うべきものまである。斑晶中

■ |:| の斜長百や黒雲母は軽度の変質をうけて一部

|■■   量泥石イ|,炭酸塩鉱物化あるいはノーシュラ

=■

.| イト化し,級密完品質細粒の石基をつくる短

|■ ■ 1  柱状長石,黒雲母も汚濁して,薇細な結晶の

|■■|,1  集合体,セ リサイト様鉱物に変している。
||||｀ l    o石 英斑岩

_      白色～灰色の緻密な岩脈として産し,斑晶

としての石英,長石,自雲母が認められる。

1   石英は円稜形で憐灰石,ジ ルコンを包有する .

‐ :   ことがあり,長石は一部分が分解してヵオリ

:.    ノ化,炭酸塩鉱物化作用を受けている。石基

・    ilま 石英,長石,自雲母bセ リサイト様鉱物ょ

■● : |  りなる。

● :     的 建斑岩

■  |   この岩脈は流紋岩および安山岩岩脈を明瞭

|:|.1、 1 にきってぃる。肉眼では帯淡緑色～灰色級密

1.5滋土の長柱状角閃石斑品が認められる6

この角閑石は帯緑淡褐色の普通角閃石で:し

しばしば双品を示し,や や流状の配列を示す

部分がある。この岩体も花間閃緑岩にょらて

変質作用をうけたもの
・
と判断されるぉ

い かん らん石玄武岩   '

四季咲岬東南部約 g6oれの海岸に岩派と

して存在するが上記岩脈類どの関係は不明で

ある。黒色級密1.5勧 土のかんらん石斑品が

散点し,石基は長柱状
～
針状の斜長石b単斜

輝石からなり,や や流理構造を示す。この岩

fA― も機生鉱物を含んでいるのでネ應へ慶責を

受けたものと判断きれる。

上記火成岩類は互いに近似した時期に同一

岩蒙から分化し,貫入したものと考えられる

が,流紋岩岩体は他の脈岩類とは異なる産状

を示し,明僚に諸火山岩脈にきられているの

でもっとも早期の貫入体であるよ

Ⅲ 地 質構造  :

古第二記層の真中に花間閃緑岩が送入して

いて,その東側と西側ではやや走向・ fLI斜力ゞ

異なるとはいえ,全体として西に傾斜して単

斜構造を示している。     
‐

本半島部と志岐町側の地質分布の比較であ

るが ,´

:①NEttSW性 断層によって半島部倶I地塊が

数百米上昇したか。

②かなり櫂曲度の高い向斜・背斜がつくられ ,

背斜西翼部が半島にあらわれたものか。

③招曲とNE一 SN 断ゝ層との複合であるか。

などが考え̀ら れ′るが,NE一 SWi聟断層は

下島ではきわめてまれであり落羞も僅少であ

る。さらに竹之迫炭鉱の調査によれば,海岸
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彗:

ⅢI彎|IⅢⅢ馨IⅢⅢ‐9な―||1鰤雪霧
=111電

纂:り,■つ甲1撃誨岸様
`1平

行な:中斜構造(礫層

の向斜構造|こ 1:げ‐致)脅認■ている|この |‐ 富岡半島の流紋岩と同時期■も|のこすれば「||

rょ うな情況から刊野すると②の年=スが可能 断層に機 つかあ轟勤こ皇嘩したなら奉

=|‐=性があるのではなかろうか。 また逆に同‐時の断層が―あだば1‐ ウノイオ|||

地質図に示事れる断層中E,Wに近いもの  1卜 と流紋岩は異なった噴出時期のものとなる
=

が落差も大きくNE‐―SW断層を―きっている  佐賀県有田付近で知られる流紋岩は0か ら:■
|

ようであるが::花綺閃緑岩はこの断層にょっ  期にかけてtヽ て武雄湾紋岩,両子流紋岩.:|:右

:て少しも転移していないので,花商閃緑岩体  甲流紋岩と噴出時期を異|こ し'た ものであるtの ||

遊入前に生成した断層であろうo で,上記のリソノタ・イ|卜 と流紋岩は異なる時

浅野 ,日中 (119163-1964)らは,  期に買入L/たのかもしれなぃ:    ‐■|

NwTS,不 断辱

`ょ

天草炭甲招曲導動に伴う   なお,結論として,本半島の各種岩脈は天|

張力によoで生じたものとし,炭日の相曲に  草招曲運動前に買入した可能性恭議k:‐ ‐断層|

うづく断層生成,張力亀裂生成と岩脈の貫入  によって切断される

`貫
人のlleは 流紋岩■

を推論しているが,本半島では流紋岩をはじ  :ソ ンアイト質玄武岩一鋤岩
=安山岩■石英斑・

め各種火山岩岩脈はE―W系断層,NE― S  岩であり,流紋着を除く他の岩脈は同一岩漿 |

w系断層に|って切ら■ているところから,  から同じような時期に買入したもので
―
あろう

`
必ずしも断層活動は岩脈類貫入前ばかりでは

な:い ようである。しかし大嶽炭鉱周辺でみら

れる角閃石石英安山岩岩床 .(砂岩中に買入し,

昇かけ土地層とともに摺曲運動をうけ,かつ

E=Wfこ近い断層に切られている )と 同一期

の噴:出 であるとすォ■ば,本半島でも岩脈類の

早入後の地骰変動となり,浅野らtの推論に合

致す●ことになる。もっとも下田,高浜など

九州大学理学部 研究報告 (地質学之部
:)

第8巻,第 2号 (1965)   lll● |

あとが き        ‐
■

8月 上旬の理科教育協会離 の天章巡覇会,|

では富岡半島の地質見学も行なわれる予定で.:|

すので,参加の方は本資料を持参されで参考 :

にされるとよいと思います。   |   ■|

第35回 (昭和42年 5月 28日 )
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北高高来町轟の滝附近の地質見学

前回の天草巡検の帰途:船上で開かれた懇

議会?折1本族甲仕のィィソ手Tlイ
Lイギ韓

案゙ れi,今回実現することこなった。̀
諫早駅煎f年 10特集合。半分ぐらいはピン

(5万 分の 1 諌早)     .|

堀 口 承 明:(長崎南高校 ).:

ニック姿かと思っていたが,全員いつもの通|

り腰にノ)ノ 了下,ク リィメータ等七?道具が |‐

つぃていぅ。竹崎火山巡総にっづいて多園1自 |

の貸切二ヾスである。ガイド嬢は新i任早 の々由1111



せ下よう

1■ |■と水を1向けるが,会長の方は■角|■けに蜃きヽ:「

●||‐ 話に余念がない。ガイド嬢の懸命の努力にも
:

|1111‐ |｀
かわ―

'ず

さ'|ばり反応なし。上Ⅲ●:く 車l il

■|■ 美声の披露におよぶ。拍手だけは元気よく起

:■ ‐|.:こ るが後澪さらばりι無理もない。レタリエ

■‐|  '‐ションとぃうのに,ついて来たのは家族に

|`「   |あ らず,スンマニとクリノメニタニという面

|‐
‐ ・たなのだから,放っとくといいのにと思いつ

|■  う,も |:ガ イ
:ド

嬢の美声を聞いている中に有明

1   海が見えてきた。■ネは工事で狭い道をモタ

|■ ‐|二′走らて,境川にそい谷を上りはじめる。‐

■il・  ,緑が素晴らしい。道側の崖上に自く点在する

|■ ・卯の花は長崎附近のよリー自くて大きく,生き

●I■ 生きしてい.る1=よ くもこんな狭い道を,と あ

■1- きれてぃる中に轟の滝に着いた
`_i

・直ちに不■を降 り1上流の地質を見:る 。溶

岩と火山砕暦岩が互層しているらしぃ。溶岩

は輝石安山岩で二部には流理 も見られる。こ

の1多 良火山は,長崎火山と同じ豊肥火山活動

で生まれた兄弟の火山であるだけに岩相は酷

似している。植物にくゎしぃ伊丹・西村先生

の話を きいたりしながら緑陰の道を 200“
|も 歩いた頃,見事に成層した凝灰岩層をみ:る

。

こうォfる と思い思いの小|グ ル下プができ,観

察やスタッチ,写真撮影につづいて活発に討

論が始まる。道路の左右で層理がずれるので

小断層が走る。或はこの凝灰岩:ま角‐因安山岩

質であるが:周囲は輝石安山岩である。また

本層軟ぃので,溶岩と互層している砕暦岩で

はなく:経ケ岳等山頂の角閃安山岩の活動

(山陰系 )で降下ヒノ
=火

山灰が谷を埋め,大

部分は後の侵食で失なわれたが

'谷
め所 に々

二部が残らたのであろう。「というような意見

が出されたI

1言
11,II:■■FI:■F1111■t■111■ :

だ61検鏡してみると斑品には普通輝石と紫蘇

輝石がみられる6・斜長石の大きいものは周辺

が著しく融饉され,包右物が多いも石基中に

は磁鉄鉱が多数見られたも淡色の
i方

も濃色の

方も全 く差は4rぃ61    ■

次いで飛石伝いに川を渡り,少し下流の対

岸の採石場を見る。板状節理が発達している

ので砕石として禾|1用しているょ肉眼的には先

め神津倉のも|の と異なるようであるが,鏡下

ではほとんど差がなぃι両輝石安Ⅲ岩である6.

思い′思いにサンブルを取り
'ヾ

不に戻る。

帰りのパスから見ると右明海は干潮で見渡

すがざり黒いヘ ドFの原とならている。漁協

の反対で難行している長崎干拓予定地である。

バスを停めそ写真に収める。 
・  ■

予定のレタリエーシゴノはこのような結果

`|な
った。外からみるこ石頭ばかりかも知れ

:

ぬ。しかし皆楽しそうである。思うに月例の

巡検会は結構レタリ土―シLノになってい・る

のであろう。          .   |
参加者 21名 (正会員25:学生3)
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