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研 究 発 表

は: し が き

ここに特殊地形 と題 してみたが ,他地方では普

通にあ り得 る現象であって ,特 に長崎県下では珍

しいど思われるもののみを羅列 してみた。本問題

は昭和 43年度第 7年総会における長崎県下地学

現象百選の討論の中に検討されたもので ,一部重

複するが大部分筆者の発見な らびに推論によるも

のを主 としたので ,そ の内容は余 りに独倉Jに おち

い り ,あ るいは観察に誤 りがあるものと考 えちれ

るので ,よ ろしく読者諸賢のご批判 とご指摘 を仰

ぐ次第である。

地形学は地質学 より派生 した新 しい学問で ,今

世紀になって発達 した科学である。主要課題 とし

て最初は地球表面の形の分類と記載に過ぎなか っ

たが ,現在では進んで地史学・層序

学・古地理学上か ら内囚的に質的に

研究する傾向に趣いている。本邦に

おける地形学の開拓草分けは東京大

学名誉教授辻村太郎博士であり ,同

大学には新 しく同教授により地形学

の講座が設け られた程 である。本論

文を草するに当って も多 く同博士の

著書に負 うことが大なることを感謝

する次第である。

A 海 岸 砂 洲

Coastal sand bar

~隆
起海岸においては段丘や海岸平

朝 永 治 雄

野が :沈降海岸では入江や リァスが見 られるが
,

海岸砂洲が発達するためには海面の昇降のない中

性海岸でなければな らない。その他沿岸流が常に

流動 していることと ,年間を通 じて一定方向の恒

風があり ,そ うして岩屑砂礫の供給源 としての岬

角島嶼が存在することが必要である。砂洲の種類

には辻村博士によれば

“

)砂嘴 Sand spit lEl

分岐砂嘴 RecurVed spit o)陸繋砂洲

Land tied sand bar oト ンボロ

TombrO m潟 湖 Lagoon い海岸砂丘

Coastal sand dune(D尖 頭砂洲

Cuspateが ぁる。

以上の海岸砂洲の県下において発達 している場

所は千々石湾 (橘湾 )沿岸であろう。同湾は更新

期以後中性海岸であった し ,対馬海流の強力な一

第 1図  海岸砂洲の発達地域

(千 々石湾 )

千 々 石 湾

長崎県下の特殊地形の二三について
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支流である沿岸流が常に流動 していること :風向  を完全に封鎖 したが ,潟湖を作る暇がなく終わっ

も夏は南風の恒風 ,冬 は北西の季節風が吹き岩屑  た。

砂礫は豊富に運搬される地形である等 ,条件はこ    7 江の浦砂嘴

とごとく揃っているのである。従ってこの沿岸に   飯盛町江の浦の深い入江約 2陥に及ぶ湾を封鎖

は大小 30数個の砂洲が発見される。次に第 1図  し ,そ の形態は全 く前者 と同じであるが ,砂 IIBは

に示す番号順に従って主な砂洲名 と成因概略を説  船津湾央砂嘴 と下釜外側砂嘴との複数の砂嘴から

明してみよう。                 出来ている。

1 早崎陸繋砂洲                8 田結砂洲                  V

南高口之津湾を抱 く格好で含 カンラン石 玄武   飯盛町田結にあり形態は前者とほぼ同じである

岩 よりなる早崎島は ,北西季節風をまともに受け  が ,砂嘴の域 を脱 し砂丘に変イヒしつつある。

砂洲の成因も比較的早かった。従って砂洲の根部    9 下池砂嘴

の幅も l Kmに 及ぶ程である。            飯盛町下池に所在する完全に標本的な砂嘴で ,    V

2 加津佐砂洲               以前船溜 りとして漁船の出入があったが今は浅く

加津佐町には岩戸山及び女鳴山の 2つの陸繋砂  なって使用出来なくなった。砂嘴の上は漁家が密

洲があって ,両島の中間に堀川が流入し :市街地  集 している。

は両砂洲を繋 ぐ砂丘上に発達 している。両者は新,   10戸 石砂洲

第二系鮮新統口之津層の堆積岩よりなる島嶼であ   昭和42年長崎市に編入されたこの部落には ,

る。なお岩戸山陸繋砂洲の基部は潟湖の痕跡があ  以前潟湖と砂嘴があったが ,今 は人工的に埋立て

り,現 に土手の池が残らている。    l    られて工場団地化 しつつある。

3 国崎半島砂洲                11 牧島周辺の砂洲

本砂洲は南串山村字京泊の西方に突出するもの   戸石の対岸牧島には曲崎砂嘴及び島津 ,島前の

で ,安山岩よりなる国崎島が中場部落付近におい  両陸繋砂洲が見られる。

て砂礫の堆積により陸繋せられたものである。     12東 望砂嘴
」

4 千々石砂丘                矢上の東望砂嘴は八郎川を閉塞する格好の形態

千々石町の市街地は本砂丘上に位置する。もと  で ,内側に広い潟湖を有 していたが ,今は大部分

砂丘の内側には潟湖もあった模様だが ,漸次埋め  埋立てられて工場団地 となりつつある。        V
られ千 石々川 も初め北方遥か塩屋部落附近に河口    13網 場砂嘴

があったが ,南万に曲げられ ,現在地に流入する   前者の南方 2 Km長崎水族館に近 く,砂嘴上には

に至った。いかにこの地方の季節風の強烈かを物  漁村の民家が密集 している。

語るものであろう。                 14茂 木砂嘴                  ▼

5 唐比の潟湖                長崎市甍木町の中心部は砂嘴上に位置し,砂嘴

本地域は昭和 41年第 29回 日曜地質巡検会に  の内側は潟湖が明らかに見 られる。

おいて調査 した所であるが ,砂嘴と潟湖の立派な   15 為石砂丘

標本を見せてくれる。 しかし潟湖は現在完全に排   三和町為石蔀落のある処で ,砂丘は二重に成っ

水され ,湖底では泥炭が採掘されている。′    ていて ,次の砂丘上に民家が所在 し,第二次の砂

6 有喜砂嘴               丘は現在形成 しうつあり見事な形観である。

諌早市有喜町にあり:有喜川の中流に及ぶ湾入   16 川1原大地
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三和町川原部落にある。淡水湖の潟湖 としては

千々石湾砂洲群中唯一の ものである。広さ12 ha

水深 3.2れ ,汽水性の淡水魚が棲息 している。

17 脇岬陸繋砂洲

野母崎町脇岬にある。砂洲は南方に突出 し樺島

と相対 している祇園山及び弁天山の二島を結ぶ砂

嘴型の形態 である。砂洲上には部落と墓地が介在

している。

18野 母 トンポ回

最後に野母半島の最南端野母港の トンポロにつ

いて詳述 してみたい。 ここは小生が トンボロと称

したが ,完全なものでな く不完全 トンボロである

ことを断っておく。すなわち港内は結晶片岩より

なる標高 199脇の権現山の島を ,北 と南の二つ

の砂洲が結合 しているからである。ただ北方は形

成徐 卜にある掘割 りがある。

B断 層 地 溝

Fau!t trough (GFaben )

日本の地形学の泰斗辻村太郎博士によれば ,地

溝 Grabenは地塁HOrstの 逆の現象で ,平行

して相対する二つの断層が正断層の場合は前者で

あ り ,逆断層の場合は後者であるが ,しかもその

規模は大きいものでなければならない。この両者

第 2歯  地溝の発達地域

(大村湾 )

波
佐
見
地

鈴田地溝

は互いに関連性があ り ,■方が出来ればこれに伴

って他方も形成され得 るのであるとい う。県下に

おいて断層地溝 のもっとも発達 している地域は大

村湾沿岸であろ う。この地区は地質図で見るとモ

ザイクのような断層図が見事に描かれているが ,

実際に地形面に現 われているのは 10数か所位で

・
ある。そのうち断層地溝は南北性のものが多 く東

西系のものは僅かであるが ,こ れは地層ならびに

片理 と原因関係があるのではないかと思われる。

次に第 2図によって説明 してい くことにする。

1 大瀬戸地溝

西彼杵半島の西端部の中央を南北に走る。北は

呼子瀬戸に始ま り七釜を経て多以良川を遡行 i樫

浦に出て雪浦神浦に至る。地溝の幅員は上郷及び

下郷において約 0.5 Kmである。本地溝は西彼杵半

島結晶片岩系 と古第二系西彼杵層群 を分離するよ

うな格好になっている。

2 長浦地溝

本地溝は前者 と対称 に ,西彼杵半島の東部 を南

北に走 るもので ,南 から二重に始まり村松湾にで

て ,形上湾大串湾 を経て佐世保湾に至る延長 45

Km,幅員は形上湾にて l KImである。本地溝は前者

と対応 して西彼杵半島地塁 を作った。

3 長崎地溝

南か ら野母半島にそちて香焼島埋立地より始 ま

り,長崎湾を経て時津にでて,先 17■ 大村湾の西岸

の 19～ 21鵬 の最深部 を溝状に作って早岐瀬戸

に達 L以 後国見山断層崖に及ぶ模様である。

以上 |ま地表面の状態ならびに大村湾海図による推

量である。本地溝は前者 と対応 して亀岳～式見地

塁 を生 じた。

4 矢上地溝

野母半島の東岸を矢上に出て東長崎町の古賀 を

経て喜々津に達する国道 3.4号線に沿 った地 域

で地溝の幅員は l Kmに 達 しない。本地溝 と前者の

間には野母半島地塁 を生 じた。

5 波佐見地溝   ´

本地溝は大村湾の北岸川棚町に始まり,波佐川

に沿って北上し波佐見町宿に達するが,な お先端

は有田を経て伊万里地溝に通ずるもののようであ

る。

大
瀬
戸
地
溝

矢
上
地
溝

長
崎
地
溝
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6 鈴田地溝

大村市東の浦より国鉄大村線沿いに東行 し本明

川 を降 り諌早市街地に達する。木地域における唯‐

一の東西系統の地溝 である。南方は三浦地畳 と接

する。

なお県下には五島列島に沈水 した雁行型の地溝

が見 られる。南から北に(a)田 の浦瀬戸 ,(り奈留瀬

戸 ,(c)滝河原瀬戸 ,(0若松瀬戸があり ,さ らに沈

水 を僅かに免れた地溝 として(0)久賀島地峡 ,(f)奈

留島地峡 ,0間伏地峡 ,lhl鯛 の浦地峡を加 える。

なぉ ,こ れ等の成因については疑間の余地がある

が型態上古地理学的ょり見て当然こうあるだろ う

と半J断 し一応記載することにした。

C浸 食 盆 地

Erosional basin

盆地の種類は断層盆地 。堆積盆地・浸食盆地の

三つに大体分類することが出来る。断層盆地には

断層角盆地 ,地溝盆地があ り ,周辺に断層崖 をも

つて囲まれ るのが特徴である。堆積盆地は谷中平

野のごとく ,従来が峡谷のごとき地形の処 を土砂

の埋積によって平坦地に拡大された状態 をい う。

浸食盆地は前者の逆で ,地表の削争」により堅い岩

石は突骨 として残 り ,軟 い岩石は浸食平滑されて

平地部 として周辺の突骨部の内側に盆地が形成 さ

れる状態 をいうёいずれも二者は山間盆地である

という点では同様である。県下におぃては浸食盆

地については従来 ,二 ,三調査されていたようであ

ある。

1 丼牟田盆地

北高来郡森山町井牟田川の上流にある。筆者が

数年前愛野矢上国道第 251号線 を西行中偶然発

見 したものである。本盆地の周辺は 角 閃岩安 山

岩よ りなる トロイデ式の突骨たる山な りなり,内

部は古第二糸己層諌早層群江の浦層の軟貞岩が露わ

れているので ,浸食平削 された山間盆地であるこ

とは間違いないものと思われる。現在 36 haの

第 3図 井牟田浸食盆地

ほぼ楕円形の水田地帯であるが ,以前は満々たる

湖水であったのを排水工藝 を施 して見事な耕地に

したのであると伝えられている。

′なお同 じ地質系統に属 し成因 も同 じものに諫早

市真津山東大川の上流の土師野尾盆地がある。こ

の盆地は浸食の進行が急激であったため原形 をほ

とんど認められない程に変貌 した。

2 里盆地

北松浦郡田平町里 (平戸口駅東万 1 Km)釜 田川

の上流域にある。盆地は複雑な屈曲をし ,掌状形

で面積約 50 haである。周辺は玄武岩台地の堅

硬な岩石 よりなり ,内部は新第二系平戸層の泥岩

で ,浸食盆地であることは間違いない。盆地底は

元湖水であったらしく ,認分的に周辺に湖成段丘

が見 られる。諫早商業高等学校の土肥利男教諭の

調査にょれば木盆地は大イヒ改新 (1450年 前 )

に際 し県下において条里制による班田収授法が施

行された最初の地でみるとい う事で ,歴 史的に見

ても甚だ興味ある遺跡地である。なお地質的な ら

びに地形的にも里盆ユ出と1司様のものが平戸市中野

井
牟
田
盆
地
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町神曽根川中流域に中山盆地がある。

3 山内盆地及び内山盆地

山内盆地及び内山盆地は長崎大学教育学部の鎌

田先生の研究に係る標準的な浸食盆地である。

前者は五島福江島岐宿町二本楠の鰐川の上流にあ

り ,後者は対馬厳原町佐須の瀬川の上流にある。

両者はいずれも周辺は古第二系の砂岩ない し貞岩

のホルンフェルスイヒした堅硬突骨たる山稜で ,盆

地内は花商岩 ないし花岡閃緑岩の真砂化 した軟岩

の浸食されたるもの といわれる。なお詳細は県地

学会誌第 5号 に鎌田先生の発表があるのでここで

は省略する。

D 載 頭 itt Head cut river

長 I奇県のごとき奥行の狭い地形 ,即 ち半島 ,内

湾 ,島嶼 とい う岐節の多い沿岸地帯に河川の争奪

と称する現象があるという事は甚だ珍 しいことで

ある。次に確実性がある と考 えられる 2か所につ

いて掲載 してみよう。

第 4図  福井川の争奪現象

1 福丼争奪河川

これは北松浦郡江迎り||の 上流蔀が佐 々川の一支

流福井川によって斬首 されている事である。その

地点は国鉄松浦線潜竜駅の東南万約 l Km,国 道

204号線 と県道 との分岐点 ,日の元部落である。

すなわちここが争奪の紘 ElbOw Of piracy

である。この附近に旧江迎川本流の河道 と思われ

る空谷 Wind gapや 河岸段丘が点 々と現われ

る。すなわち前者は松浦線の トンネル上の河跡礫
・

層 ,後者は潜竜炭鉱の旧社宅のあった高位段丘 と

その下の低位段丘である。かくの ごとく福井川の

斬首 BCheadingが急激に行なわれた原因を考

えると ,佐 々川 と江迎りIIの河底の標高差がいち じ

るしかったこと ,す なわち前者 は後者よリー段低

い位置にあった事である。 も う一つは内裏山断層

と称する北 々東～南々西方向 (内裏山一日の元 ―

立石 )の 断層線があって ,こ の33線 に沿 っで福井

川の頭部浸食は極めて激 しか ったことが想像 され

る。更に前記内裏山断層 と交差する江迎断層 (江

迎―猪調 ―直谷 )と の直交地点に直谷陥没盆地が

出現 したため ,一層両者の位置の高距差 をたかめ

たるものであろ う。

2 相浦川争奪河川

佐世保川と相浦川の争奪の現象である。 もと佐

世保り|ルま相浦川の上流柚木川が流れこんでいたが,

相浦川が相浦断層に沿 って侵入 して来たために遂

に本流を奪われに至 ったもの と想像 される。その

斬首の地点は国鉄松浦線紋珠岳 トンネル付近で当

地域に旧河道 と見 られる空谷 と運搬河礫 Carri―

ed gravelが見 られた。

ひ
ぜ
ん
よ
し
い

松
浦
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