
長 崎県地学 会 誌 第 15号 (1971)

日曜地質巡検会記事

第53回 (昭和45年 4月 19日 )

西彼ヮ多良見町琴尾山周辺の火山岩類

石  丼  哲  夫 (長大付中 )

前 日の雨の名残 りのためか,空が曇 っているだ

けでなくどうも雲カミf_4い 。パスの便がないところ

なので上 り下 りの汽車で大草駅前に侍合わせるこ

とと した。 9h3omに そろったのは残念ながら

8名 。こじんま りしたものである。

こああた りの海岸には大草・喜々津間の車窓か

ら見なれているとおり,凝灰角礫岩 と凝灰岩の互

層が広く分布している。駅の東約 1.200mの 傘

瀬鼻あた りまで行けば3平潮時にはその好露頭が

見られるのであったが,折悪 しく満潮なのでそれ

を取 りやめて,直ちに西べ向 う。

崎谷のあた りの線路の傍でこの露出地に接 した。

10硼以下の円礫を含む凝灰角礫岩 ,粗粒砂岩 ,

の層で ,それらの間に 3御厚の凝灰岩が扶まれて

いる。凝灰角礫岩 中の礫は大部分が安山岩 である

カミ. 僅かに砂岩めれまいってレヽる。

5万分の 1図幅の t」こ相当するもので,こ のあ

た りでは伊木力川 より東の海岸 と長与川川□付近

に分布 している。この上にはt2と したやはり凝灰

角礫岩があるのであるが,礫の大きさがず っと大

きいことで大体の区別ができる。
1伊

木カリ|卜を渡 り舟津から近道をとって上の道ヘ

出る。峠か ら西へ 1。 000mほ どの間,t2の 凝灰

角礫岩の好露出がある。tlの 上位に当るもので礫

の大きさは最大 40mに 及ぶ大 きなものである。

これに混 じて小さい疎り 層や凝灰岩もあった。時

にバスが通ることもある県道ではあるが ,車は も

ちろん歩 く人にも会わない。美 しい大村湾や多良

岳 を眺めながら歩くこの道は全く快適であった。

佐瀬の神社傍より南にはいる。城山南西麓の登

りにさし掛るところで,厚い板状節理の溶岩に出

会 う。これがt2の 上位の カンラン石紫蘇輝石普通

輝石安山岩 (Aα )の下限である。カンラン石の斑

晶が極めて多いので,容易に区別 される。丸山か

ら上はみかん畑が多く,露出が悪いので,地質図

に示された境界をた どることができなかった。琴

尾部落まで車の通る広い道を進む。このあた りは

地図にない農道が多くてまざらわしいのではある

が,山頂のパラボラアンテナがよい目標になった。

琴犀部落力も上は全部が普通輝石紫蘇輝石安山岩

とい うことになっているのであったが,こ の 日の

観察に関する限りでは ,そ の間にかなりの凝灰角

礫岩が含まれている。山頂で観察したこの岩は色

が黒く,斑晶が小さく級密な安山岩である。頂止

着は 13時 0分,ち ょうど 60分の体みをとって

14時 0分に出発する。

西南の扇塚の峠 を経て,長与川下流の船津橋

(バ ス停の名 )へ 向 う。 この途中の溶岩はやや明

色の輝石安山岩 で,斜長石斑晶が大きく極めても

ろい。東倶1に は見られなかったものであるが,大

村図幅では同一の色に してある。

巡検会 としては強行軍の方であったので,かな

り疲れもみえてきた頃,嬉里北方の標高 100醜

の堀切で美事な露頭に出会 う。 tlと t2の 間に扶ま

れた角閃安山岩 (Ah)で ぁる。 これと境してい

るのは下位の tlの 凝灰角礫岩であろう。露頭が大

きく新鮮であって,降 り出した小雨にもめげず作

業を続けた。

このあた りから眺めた長与川下流の沖積地は一

面のれんげそうの花ざか りで,疲れが一気に消え
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る程であった。

船津橋に着いたのは 15時 25分,折よく発車

しようとしているパスを,後から呼び とめて乗っ

たのはよかったが ,地理不案内の大村 ・諌早の方

々をそのまま後に残して しまって,誠に 申訳ない

ことになった。

第54回 (昭和45年 5月 24日 )

この 日の全 コース 1 138 Km,歩 いた時間は 4時

間 43分で,琴尾山の標高は 451れ であるから,

いつもより強行軍であったことになる。 しか し全

員極めて元気で,楽 しい春の一 日であった。

参加者 8名 (正会員 8名 )

捕
石  灯  哲

九千部溶岩と野岳ヮ妙見溶岩との関係ヮ

および千々石断層の観察

前日夕刻,別所の公立学校共済組合宿泊所妙見

山荘に集まった会員は 7名 ,翌朝までに集合する

人々からの電話が 3人か ら掛かる。昼頃から降っ

ている小雨は時々風を伴 っているが,明 日はやみ

そ うだと期待 しているわけだった。場所やテーマ

によって会員各々のキャリアが違 うので,世話人

はできるだけ参考資料の準備 をなすことという,

今回か らの申合せによって,夕食をすます とプリ

ン トを中心に,吹越の九千部・妙見岳両溶岩の関

係に対する問題点について話がはずんだ。

仁田峠循環道路の下山路の北端急、カープ地点か

ら北へ岐れる未舗装の道路がある。この分岐点の

北 300れ くらいのところに切取 りによってでき

た垂直な崖がある。駒田氏 (1916)は この岩

質,こ ぶの微地形から,妙見・国見の山腹に生 じ

た小さな溶岩 ドームであるとした。

千藤 ・松本 。今村氏 (1967)の 雲仙火山の

報文はかなり精密なものであるにもかかわらず ,

この点について何 も触れていない。

露頭での観察によれば ,火 山灰層を扶んで下は

凝灰角礫岩 ,山は灰色の硬質な溶岩であった。問

題の ポイン トは上部の溶岩 が何であるかとい うこ

とである。

翌朝 ,風は止んだが小雨は続いてお り,視程も

200～ 300m以 下である。あとはよくなる筈

夫 (長大付 中 )

との確信を以て雨具をつけて出発。 ゴルフ場 と石

害」山との境界に沿った循環道路を,逆方向に登る。

小雨の中に ミヤマキ リシマが美 しく,観光客が少

いので野鳥の声もにぎやかであった。雲仙岳のよ

うな原地形がよく残っている火山では,地形の境

界がそのまま溶岩流の境界であることをここでも

確める。

吹越の分岐点に着 くと風が強くなった。その名

のとお り.九千部 と国見の間の谷を南下 した北風

がここに集中するか ら, 日頃風の強い ところであ

る。風でこうもり傘をあおられた人も出る仕末で

はあったが,雨の中で問題点の観察に時間をかけ

る。

前にも記したとお り,火山灰層の下に当る凝灰

角礫岩は明らかに国見・妙見の噴出物である。現

地での分布状況 と岩相から疑 うところはない。上

位の溶岩は別のものであり.説の分れるところで

ある。駒田はこれが独立 した ドームである として

吹越山溶岩 ドームを名をつけた。そ うして後には

これが九千部岳の一部であるとする考えもあらわ

れている。 しかし地形などから考 えて,当 然古い

筈の九千部溶岩が,そ れより新 しい国見溶岩の上

位に来ることは考 えられない。これ らの間には火

山灰層があるが,断層などの跡は全 く考 えられな

いからである。
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目を西へ転ずると,木場岳・岳 を連ねた断層の

深い谷が見える。この断層に関係がある確石鉱床

は第 38回の巡検を行なったところ。

これより北へほとんど田代原まで一直線の道路

を降 りる。この谷を北へたどると,田代原を横切

り鳥甲山の東側へ通 じている。他にも平行 したこ

のような谷が数本 あるので,田代原乃至は千 石々
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断層よりこれらの谷が古期のものであるとしてい

る。

吹越から 1,500醜 ほどで,それまで変化のなか

った道路が急崖の山腹につ き当 って,角、カープを

降 りるようになる。この前面の山は九千部岳の北

東岸根の ピークのひとつであるが,私はこの道路

ができてなかった頃,こ れを鳥甲山と間違えたこ

とがあった。悪くするととんでもない目にあ

うところだったのである。

このあた りでさっきまでの雨はすっかり終
~  

りを告げ,青空に積雲が浮ぶ上天気 となる。

田代原へあと 500醜 というところで,ほ

とんど水平に堆積 した砕臀物の美 しい成層を

見′る。単なる噴火相の差に基 くものだとい う

へ
堂
 慇il泥

綺だろうとの説め

,起

ったが結論は出

この他にこの道路沿いには東西方向の断層

に関係すると思われる破砕帯 らしいものが数

か所あるが,いずれ も確認できなかった。

田代原に着いたのは 12時 40分 ,古湯か

ら 3時間 50分であった。九千部岳の裾の天然芝

生に座って昼食 とする。 ここまで自動車道路が通

じたため,人の多い仁田峠などをさけて,こ こま

で花見の足をのば したグループもあった。

午後は田代原西端から吾妻岳へ登る。標高差は

250mく らいにすぎないが,千々石断層崖の直

登みたいなもので,道はかなり色、であり途中 2回

ほど休憩をとる。

頂上からは燈台元暗しのとお りで,断層崖の地

形の全容が十分には見れないが,大勢をつかむこ

とができる。それがよくわかるのはこれから千 々

石への道である。断層南債1の 九千部岳・高岳方面

は浸食谷の発達が著 しく,南東側の国見・妙見の

ノ ッベリした山容 との違いがよくわかる。

吾妻岳からは犀根と山復の露崖とをか らむよう

にして千 々石に向う。この途中の ミヤマキ リシマ

は格別に美 しいものであ った。何度もあとを振返
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りなが らシヤッターを
‐LDっ たのである。千 石々小

学校前のパス停に着いたのは 17時 0分 であった。

第55回 (昭和45年 9月 20日 )

参加者 12名 (正会員 10名,他 2名 )

大村市鈴田ヮ内倉附近の地層 と火山岩類

夜来の雨もあが り,ど んよ り曇った午前 9時

30分,各地か ら地学会の仲間が元気な姿で岩松

駅前に集まった。 しかし,天気予報 とは裏腹に
,

出発 と同時に降 り出した雨は終 日降 り続き,雨具

を羽お っての巡検となったが,一瀬会長 をはじめ

会員諸兄のファイ トは旺盛で予定の全 コースを歩

くことができた。

出発に先だって資料の配布,巡検 コースの説明

の後,概略図①～①の順に巡検を開始 したが,次

の各露頭で観察 した事が らを略記してみよう。

〔コース〕

岩松→白′鳥→鈴田小裏→中里→小松→内倉

① 岩松駅前の国道沿いの堀切に岩松玄武岩の露

出があり,薄片観察によると斜長石の斑晶がは

っきり見られ,他に普通輝石′ カンラン石等も

見られることから,日 岳附近の普通輝石, カン

ラン石玄武岩とほぼ同じ組成ではないかと思わ

れ る。

② 岩松駅より300鵞程の小高い山腹に,角閃

石雲母石英安山岩の露頭が,高 さ10数 れ,幅

3om程にわたって見られ,風化が著 しく,陶

土化されている。図に示したように表土と石英

安山岩の間に礫層が見られるが,碑は径 5 0Cπ

程度である。崖の左端のくずれた部分を調べる

と,角閃石の斑晶が見られたが,下部の石英安

山岩質のものと思われる。礫層と下部の石英安

山岩とは不整合関係にあると考えられる。叉断

層面とも思える筋が見られたがはっきりしない。

(大村・ 諌早 2万 5千分の 1)

小  柳  孝  夫 (大村高 )

③ 岩松から白鳥にかけては②の角閃石黒雲母石

英安山岩の露頭が点在し,角閃石及び石英粒が

はっきり見 られる。長 さ約 1.7陥に及ぶ岩脈で

あり,東の方へ移るにしたがって風化の度合は

llF次減っている。

④ 鈴田小学校の対岸の鈴田川沿いの崖に,③ と

同 じ石英安山岩の露頭が見られ,薄片観察でき

る程度の硬さを保っている。この岩脈の東端と

考えられ,一瀬先生は川底でたい積岩との接触

部を確認されておられるとのことである。釜川

内附近にもこれと同じ岩石が東西に分布すると

ころから,岩脈として東西に平行 して貫入した

のではないだろうか。

⑤ 鈴田小北佃1の 地点に招曲と思われる地層の引

づりが見られ,一見断層のような鏡はだらしき

ものもあるがはっきりせず,走向,傾斜の関係

から背斜軸があると老|え てょいと思われる。

③ 灰褐色,細粒砂岩よりなる毛屋層が⑤～⑥ と

続き,雲母片,石英の粒が多く含まれている。

走向はN15°W,傾斜は 5° 椰戸を示している。

⑦ 鈴田小学校の北東方約 l Kmの 山腹の道路わき

に黄褐色砂岩 と頁岩の互層 (毛屋層 )が露出し

ていて,かなり保存の良い植物化石を多数産出

する。fLF斜はほとんど水平に近い。

③ 二本松バス停北方の小松忠魂社境内に砂岩 と

頁岩の互層が露出する。走向,傾斜はN60%V

9° SWで,こ の露頭の近くに石炭層～炭質頁岩

が露出するところから毛屋層上部と思われる。
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また玄武岩 との接角虫部 もはっきり見.る ことがで

きる。

③ 忠魂社下の川沿いに毛屋層の上に玄武岩が被

覆 している部分が見られ,そ の接触部に地下水

が湧出して簡易水道が施設 してあり,自 然利用

がうまく成されていると思った。

⑩ 小松から内倉にかけては,道路に沿って普通

輝石カンラン石玄武岩が露出し,内倉, 日岳附

近にもかなり広く分布している。

薄片観察によると斜長石の長柱状結晶が顕著

である。

① 内倉では灰褐色シル ト岩よりなる侍石層が見

られ,海緑石がはっきり観察された。走向・傾

斜はN― S,30° Eである。この侍石層は内倉

音Б落のり|1底にもよく露頭が出ておりはくり(剥

離 )性に富んでいる。また毛屋層との境界面も

見られ, 毛屋層に重なっていることカミわかる。

内倉,小松をつなぐ谷の形成について,一瀬先

生は「 大村市南部の地質に就て J(長崎大学研究

報告 6, 66-44. 1953)の なかで,谷の

西側は水成岩の累層でlFT崖をなし,東側は緩傾斜

② 地 点 で の 露 頭 図

で,玄武岩或は玄武岩質集塊岩 となっているので ,

一つの断層線に沿うて出来た断層谷と推定されて

お られる。

本巡検のテーマである古第二紀層 と火成岩類と

の関係については下図のような層序関係にあると

思われる。

第四系  火山砕肴物

岩松玄武岩

r普通輝石 カンラン石玄武岩

新第二系

lI閃 [黒雲母石夏理IttIE需 i)

1切
宮層

古第二系

1、 二詈S(含

海緑石 )

内倉附近の特石層と切宮層についてはもっと広

く調べる予定にしていたが雨にはばまれて,充分

考察できなかったことは残念である。帰途,今後

の巡検予定地を話 し合いながら下山,午後 4時頃

二本松で解散 した。

参加者 19名 (正会員 18名 ,学生 1名 )
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第56回 (昭和45年 10月 18日 )

西彼杵郡外海町神浦ダム周辺〆の地質

西  村 暉  希 (長崎北 高等学 校 )

長崎 よリバスで 2時間程,佐世保 より2時間半

程の所に外海町神の浦がある。角力灘にそそ ぐネ申

の浦川の川口に民家がた 〈さん集まっている。 こ

の上流に長崎の水不足を救 うため神の浦ダムが建

設 されたのである。

11時前には参加者は
'■

とん どそろっていた。

各所から遠いことと,案内状に全行程 16伽 と書

いたため,参加者が少 ないのではないかとい ささ

か心西己していたが 20余名を数えることができた。

数台のマイカーに便乗 し合い全員神の浦ダムサイ

ドまで川沿いの道 を一気に登 った。一里 もある稲

穂の花道 も車ではほんの 10分余 りで,短す ぎる

花道であった。

11時すぎには今春できたばかりの神の浦ダム

サイ ドに着いた。今年の秋の長雨で満水近 くにな

り水面の標高は 114.5れ を示 していた。ルー ト

を確認 し深い谷に囲まれた貯水池 を右回 りに進む

ことになった。貯水池一周は農道が新 しいため極

めて露頭が良 〈て,て いねいに観察 して行 くと/1pl

時間あっても足 りないようである。

ダムサイド南端の事務所わきの露頭には,新鮮

な黒色片岩が露出 し5mほ どの点紋が よ〈観察 さ

れる。片理 はN18E, 16Eの 走行傾斜 を示 し

比較的安定 した片理面である。 この黒光 りした黒

色の石墨片岩には所によって薄い石英脈 を換んで

いる。今 日のスター トであるダムサイド南端 より

農道に沿って約 lbほ どの距離までは同 じような

片岩の露頭が続 き岩石標本の採集や観察には適 し

ている。その先 200れ ほどの所のカープで蛇紋

岩の露頭がある。その産状は黒色片岩の片理に対

してシー ト状の貫入 と見 られ,東側では周辺の黒

色片岩 との間に片IEIに 平行に約 3れ の滑石帯が観

察 された。蛇紋岩の西側では滑石帯は見当たらな

いが断層粘土 らしい黒い粘土帯があり小 さい断層

によって接 していると考え、られる。蛇紋岩の露頭

より東へ 300屁 ぐらいの所でやっと中食になっ

た。近 くの沢か ら見つけてきた,あけびなどもデ

ザー トに出た りして楽 しい中食であった。今回は

会長の一ノ瀬先生,副 会長の石井先生も遠路なが

ら参加 された。鎌田先生がかられると三役の顔が

そろうわけであるが。

中食の場所の露頭は今日初めての緑色片岩であ

った。緑色片岩は点紋を含むものと,極めて争J離

性の強い片状構造 をもつものとが互層の状態をな

し,原岩の岩相の違いを示唆 しているようだった。

(N29E,42SE)

この貯水池の南部FIJち 最 も奥 まった所 も全体的

に黒色片岩でしめられ,片理が乱れ断層が各所に

みられた。また畳何枚 も敷ける広さの片理面 を見

せ, しかも線構造が極めてはっきりと表われたす

ばらしい緑色片岩 もあった。貯水池の奥をヘアー

ビン状にほとんど180度 回,り 北岸を歩きは じめ

ても同 じような黒色片岩が続いた。

池 を 3/2周ほ どした所で緑色片岩の大露頭が

あり,こ こが今 日の巡検の最後の見所であった。

肉眼的には深緑の片岩に磁鉄鉱の単結晶をたくさ

ん含んでいる岩石である。また針状結晶であるラ

ン閃石や淡緑色の緑簾石を多 く含んだ緑簾片岩 を

採集できた。露頭が新 しいため標本はりっぱなも

のが採集できる。この緑色片岩 の層は黒色片岩に

-23-



扶まれたレンズ状の層であり最大層厚で 60mは

こえない。この層の中では上位の方が緑簾石に豊

み下位の方が緑泥石に豊むようである。薄片をつ

くり顕微鏡で観察すると,石英,絹雲母,長石 ,

緑泥石,緑簾石,ラ ン閃石,な どを含み,特にラ

ン閃石の深青色の針状結晶は印象的である。この

ラン閃石が含まれることでこの地域の変成岩はf_t

温高圧型の変成岩 と考えてよいことになる。

秋のやわ らかな光を少 し斜めに感 じるような時

分になった。皆んなの足 どりが早 くなったように

思えるのは,こ こが西彼半島の奥深 くだからだろ

うか。このように して 8bの行程を歩いた今 日の

地質巡検は, スター トのダムサイ ドがゴールとな

った。帰 りは登 り同様 マイカーに分乗 しダムサイ

ドをはなれた。全行程 16伽の予定が機動力のた

め,必要なコースだけの 8陶歩いたことになり,

能率的な巡検ができた。

地質概説

西彼杵変成岩類 よりなるこの地域は石墨 を主 と

して含む黒色片岩が広 く分布 し大体の走向は N

一 Sな い しは少 し東よりである。傾斜は 20～

40Eで ある。この黒色片岩に本地域では緑色片

岩の層が二層扶まれ,ま た蛇紋岩の貫入がシー ト

状に黒色片岩 を貫いている。貯水池の南の奥一帯

は部分的に断層により乱れている。

<ラ ン閃石 giaucOphane>
変成岩に含まれる角閃石類に属する柱状の結晶

であ り,結晶系は単斜晶系である。藍閃石の名の

ごとく色に特徴があ り深青色を した角閃石である。

多色性は紫色～青を示 し,顕下でも極めてわか り

やすい。変成鉱物 として低温,高 圧下で安定な鉱

物 としては針状,柱状の鉱物では陽起石, ランl■l

石,パ ンペ リー石, ローノン石,紅簾石,緑簾石

などで,鱗片状鉱物 としては緑泥石,ス ティルプ

ノメレン,絹雲母,パ ラゴナイ トな どである。低

温高圧型の広域変成作用の ラン閃石型は圧力 5～

10× 1 03atm,温 度 300℃以下である。

(都城 1965)。 ラン閃石守岩や緑簾角閃片岩

などは凝灰岩 を源岩 とする。中程度変成岩に属す

る。

参加者 23名 (正会員 20名 ,学生 3名 )

‐ L~rご ~―~

Щ

蛇 紋 岩

緑色片岩
コ

神 ノ浦 ダム周辺地贅柱状区|

黒色片岩、

長崎県西彼杵れ外海町神 ノ浦 ダム周辺地質図
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第57回 (昭和45年 11月 15日 )

口
　
林

塩
　
小

弓 張 岳 周 辺 の 佐 世 保 層 群

11月 15日 , 10時 30分 ,f2~世保北高校下

の八幡神社入 口にある大′鳥居下に集合。参加者 は

正会員 19名 それに高校生,中学生を加 えると

30数名に達 し,今年最終回を飾るに S、 さわ しい

賑やかな巡検 となった。

神社境内でまず本 日のコースにあたる地質のア

ウトラインを説明。佐世保層群はこの付近でも数

度以内 とい う極めて緩傾斜の波状 しゅう曲を示 し,

それを略東西性の断層が貫いている。出発点から

日野砂岩層,金比羅砂岩層,金比羅頁岩砂岩層 ,

鵜渡越砂岩層それか ら最上部の玄武岩流 と経て山

越 えして西方の鹿子前に下るコースである。春の

巡検の際は北方の保立町 より中通炭鉱跡 を経て往

路に時間を費 し山頂に達 した らその足で下山 した

が,今回は趣向を変 えて神社下の崖に見 られる玄

武岩の岩脈や断層を見学 した後,市役所裏の登 り

回よリー気に弓張岳山頂に通ずる砲台道路まで約

300胤登 って しまった。 この付近では堆積岩 と

その上の玄武岩 のボーダー ラインが海抜 280屁

位の所にあるが途中砲 ど転石ばか りであった。 こ

れか ら鹿子前まではすべて露頭の連続で巡検の手

引きにある柱状断面図 と対比 しなが ら観察するの

に好都合である。弓張岳の西斜面採石場近 くで

Ripple markゃ 偽層の発達 した砂岩層を見

登 (北 松 南 高 校 )

茂 (佐世保北高校 )

て日当 りの好い路傍で昼食。

夕Jに よって自己紹介後,色々の情報交換,次回

の巡検候補地等の四方山話尽きず楽 しい昼食であ

る。本格的な冬来 るを思わせるような膚寒い日で

はあったが,我 々の熱意に答えるかの如 く幸い快

晴に恵まれて:先ずは巡検 目和 とい うところであ

ろう。

午後の部では,鵜渡越記念碑下で八ノ久保礫層

に相当するものと思われるチヤー トを含む礫層を

見学,次いで観光道路 を鹿子前に向かって思い思

いに石を叩きながら下山したc

途中は九十九島の素晴らしい眺めを満喫 した。

展望台や車窓か ら見るの とはちがって,歩 きなが

ら色々の角度から見る姿 も亦格別である。初冬の

足早やの日影をうけて島影は風のためチリメン模

様 となった海面にシルエットとなって浮び上 り,

その美 しさは今更に見直す位で思わず嘆声が出る

程であった。景色に見 とれて金比羅砂岩中に含ま

れる海緑石を見落 して しまった。又 この中の真 申

化石帯に相当する部分には立派な生痕 (leben

Spur)と して砂管が可なり発達 していた。午後

3時半鹿子前入 口で解散 し,好便にもその時や っ

て来たバスで全員家路についた。 (小林 記 )

(参加者 32名 ,一般会員 19名 ,学生 12名
,

他 1名 )
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