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:本
調査地は熊本県玉名市および玉名郡菊水町 ,

玉東町,鹿本郡鹿央町9植木町11わ たる地域であ

る。筆者が本報文を草する機縁は筆者の台湾時代

の向僚(こ の地に在住)を数年前に訪問したとき

に始まるも1        ■|

同僚の話でこの地方が地学上未開発の地域らし

く大変興味ある所らしいから

'調

査するなら出来

|な |み便畳を与えようと青三ぶ蒸慮を受けた::を

こで筆者はようやく昭和45年の夏から両三度と

鰊池lllや流地域の地質調査
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の地の踏査をやうた1筆者は浅学非才学識乏しき

中に1大胆にしかも文献の渉猟も行なわ哄 独断

で決めた場所も多く:荘誤は免れず他日を期こで

正鵠を得んことを約す。ここにあえて予報概報と

して掲載する次第である。      |  ‐

I 地  形

まず本地域の地質調査に先だって地形の探査を

行なったふ菊池川は熊本県北部を東から西へと流

れた後,南に流Ⅲる延長1_40腸 の大河で県下では

球磨チIL白り|“こついで第二の長大な二級河川であ
:

るも大体上流,1中流:下

流の三域に分けることが

出来る:上流域は菊池平

野と称し,山鹿市,菊池

市,来民町の都市が集中

する豊沃な盆地である:

岩野 IL内田チIL迫間りIL

洒水川9合志チIL稀 の

各支流は盆地の中心に集

中している。盆地の底部

は山鹿市南島で海抜 21

″に満たない。かってそ

の地の橋梁工事のボTリ

ングで沖積層の下底基盤

は海面下であったことが

確認された。したがつて

菊池平:野はもと琵琶湖|こ

も匹敵する大湖水であら
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たろうと想像される。周辺の洪積期段丘面は湖成

段丘に類似するので陥没湖であることが察せられ

る。中流域は山陵地帯で,菊池:||は三カ「租町下津

井で急に南に曲り,先行性流路を取つて僅かに嵌

入蛇行している:この山陵地帯は東側を国見典地
:塊
,西側を1総山地塊と称することにする。これ

らの地塊はさらに詳細に分析すれま数地塊に分け

る事が出来る6すなゎら国見山地塊は南より山部

田～木葉山eil国見山ん金比羅山嶺,美渡野～米

野山嶺の三うの地塁山地よりなっていて,それら

は北西より南西に走っている。一方小岱山地塊は

東より箱谷γ永安寺山嶺,小岱山～観音岳γ丸山

山嶺および前岳～日岳山嶺が各々断層構造により

南北方向に並び東γ西にbljし ている。

次に下流域は大三角洲で,菊池川は玉名市街を頂

点として有明海に注ぎ,胆沃な水田沖積平野をな

しているo      l

Ⅱ 地  質  (1

本地域の地質については地形の項において,国

見山地塊と小岱山地塊に分けたように2つに分け

た方が便宜がでよいので分類して説明しよう。

A 国 見 山地 塊  |

1 二名変成岩

国見地塊はその大部分が変成岩をもって構成さ

れ,走向北西～南東で,傾斜は北東方向の単斜構

造であるこ層序は断層と変質度および含有岩石の

種類により下部層,中部層。上部層に分けてみた。

傷)下部層

木葉山嶺を構成する部分で奥野断層を以って中

部層と境し,南西面は本葉断層崖を以つて平野部

と接している。岩質は最下部が結品質石灰岩で,

これを覆う雲母片岩よりなる。

(|)結品質石灰岩 (Orttt,Hine lLぃ tone)…

木葉山陵の南側断層崖に大露頭として現われぅ

鹿児島本線の車窓からその雄大な景観が見られ

る。厚さは 200解以上 正面の幅は約 4腸に

およぶ石灰岩は純自で粗粒の方解石の集合より

なり,火成岩の熱変成で高度の結晶をしている

洪 積 層L翻

阿蘇火砕流二亀¶

せん緑 岩け事Ч

ため化石の発見は出来な

い。不純物を含まないの

で肥料用・化学用の生石

民 あるいはセメン ト原

料として盛んに採掘され

ている。

(1)雲母片岩

(Mica schist)0・・̈ 0

本岩石は石灰岩を整合的

に被覆している。雲母

(黒雲母,自雲母 )およ

び石英,長石を主成分と

し,菫青石 珪線石 金

紅石の二次鉱物を有して

雲母片岩串

郵鞣:冨

国見 山地 域地 質 図
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いる。色は灰色から淡緑色まで種々で,薄く創

げ易く,粘板岩,頁岩等の粘土堆積物より変質

したもので片理面は銀自色に輝く。

0 中部層|

中部層は、国見山地塊の中心部に分布し,北は菊

水断層にょる狭随低地部に境し,南1ま 本業山陵を

隔てて国見山(389″ )～金比羅山(2640

～平尾山(2342)の 山陵をなしている。岩種

は大部分雲母片岩よりなり,こ れと互層あるいは

貫入片状に石英片岩および角せん片岩が見られる

のが特徴である。次にこれらの岩種を説明して置

くことにする。

(l)石英片岩 (Quart Z SChist):・ ““国見山の南

方の稼部落:同北方の靖浦部落付近,金比羅山

付近にやや顕著なものが見られた。幅は数協よ

り数10πO延長数 100解におよぶようであるが

末端部は不明。地質図上に帯状に示したのは特

に密集地を現わしたのである。本岩は石鳥 長

石,微斜長石などの無色鉱物を主とし,従 つて

色は純自透明であるが,有色鉱物の添加により

淡黄淡緑を塁している。本岩は砂岩.チ キー ト,

角岩1長砂岩等の砂質堆積物から熱変成あるい

は動力変成したものであると考えられる。

0)角せん片岩 (Amphibolo schist)0…。・ 石英

片岩の露出地点と接して平行に配列している。

厚さは数年から10″以内,長さ数πより500

″以内で,地質図中に帯状に示したのは特に密

集した部分を現わした。靖浦東方 1500解 の

国見山山腹の新建設林道の切通壁面に顕著な露

頭があり,本岩の純黒色とこれに隣接する石英

片岩の純自色との対照が見事であった。本岩は

角せん石,斜長石を主成分とし,透輝岩,緑れ

ん石,ざ くろ石,黒雲母,編石を含む。色は緑

黒色で超塩基性の凝灰岩等を原岩とする火山性

産物である。

(c)上部層

上部層は菊水断層による狭随低地部,すなわら

九州縦断高速道路の北方にそびえる米野山山陵に

分布する。上部層の岩種はほとんど雲母片岩で,

他種の岩石は発見出来なかった。雲母片岩の組織

構造や色等は中 ,下部層と類似するが,変質度が

多少低度であるので上部層とした。変質度の極め

て低度のものは千枚岩,粘板岩として露頭に現わ

れている。

2火 成 岩

火成岩類には深成岩のせん緑岩と噴出岩の阿蘇

火山岩が,国見山地塊を取り囲むように周辺に露

出している。次にこれらの岩石の特性について述

べよう。

し)せん緑岩 (Dlorite)

本岩は本葉山山稜の山麓部南西部の浦方,平野

山部田,上小田および江田の東方米渡尾山(162

解)に見られる。本岩石の主成分は角せん石l普

通輝石,黒雲母,中性長石よりなり,副成分とし

て燐灰石,磁鉄鉱を,二次鉱物として緑泥石 緑

れん石を含み,中粒～細粒ではんれい岩組織を示

し有色鉱物が多いので黒味が強い。餅盤状に貫入

しているようで露出範囲が広い。木葉石灰岩に熱

変成を与えてこれを結品質に変えている。

0 阿蘇溶岩

更新世中期に阿蘇火山から放出された特異な火

山噴出物が 国見山の周辺の平地ならびに内部の

谷間窪地に堆積している。厚さは数πから20解

におよぶ。岩相から次のように 2種類に分類した。

すなわら,①黒耀岩レンズを含む硬い黒色のガラ

ス質溶結岩と,①軽石を含み溶結度の低い黒色の

角礫凝灰岩である。前者は国見山地塊の西部北部

に分布し,後者は地塊の東部平地に多く分布して

いる。また,阿蘇溶岩は菊池川を越えた小岱山地

塊には全然見当らなかった。

B 小 岱 山地 塊

本地域は国見山地塊の変成岩に対して,花商岩

が大部を占め,そ の対照部的分布力ヽまなはだ特異

なものとなっているのである。次に本地域に産出

する各種岩石の特性を述べることとする。
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仏)角閃花商岩 (Hornb19ndO granite)

本岩は小岱山の西側一帯,前岳,日岳の山嶺を構

成していて,中粒の石英,カ リ長石 曹長石等の

優自色鉱物中に多量の角閃石を含み,他に少量の

燐灰石,磁鉄鉱の小晶を散点している。分布範囲

i蔵 可成 り広く,黒雲母花商岩に漸移しているとこ

ろから,黒雲母花商岩 漿々の辺縁相とも考えられ

る。

6)黒雲母岩花商岩 (Blotitё granite)

小岱山山塊の大部分は本岩石から構成されてい

る。石英,長石の結晶度により,粗粒,中粒,細

粒の三種がある。粗粒黒雲母花商岩は最優自色で

石英に富み,正長石中には曹長石と同時晶出して

彎 積 層I I
洪 碑 甲圏

古第 二紀虐 穫嚢轟

駿撃貴入岩巨
=コ

塩基性軍入
=圏

輝百安山岩E霊コ:

角せん花商岩 国

黒雲母花商岩 回

パーサイト構造を作るも

のが多く,雲母の量は少

なく, しばしば巨晶花商

岩 (Pegmtttite)を 造っ

ている6中粒黒雲母花商

岩は中粒の石丸
1長

硯

灰曹長石1黒雲母を含み

副成分として燐灰石 磁

鉄鉱 ジル|ン:褐れん

石,ざ くろ石 1電気石を

含むが,含有量はいずれ

も中程度である。長石の

肉紅色の顕著なものはじ

ばしば桃色花商岩(Pink

gFanit6)を作うている。細粒黒雲母花商岩は石

英,長石;黒雲母力れ` ずれも微細結晶をなし, グ

ラフィック構造を塁し,緻密で堅硬なので風化に

抵抗し:小岱山:観音岳のように突禿たる山嶺を

作っている。    .      :
(c)酸性質入岩類 (Acidic i“ itgive rOcko

花高斑岩 (Granitic POrphyry),自 雲母花商

岩(MuscOvite granite),半 花商岩 (Grattit e

aplite〕等の酸性半深成岩類は,花商岩中に岩脈

として貢入しているのであるが,小岱山東方中腹

に露出しているのを見る事が出来た。これらの岩

石は融蝕された石英:長こ 雲母の主成分鉱物と,

燐灰穐 ジルコン,蛍石などの副成分鉱物を含む

斑状または粒状の優自色き める。

は)塩基性貫入岩類(Basic intrusive rOckじ

小岱山の西方の前岳, 日岳を構成している花商

含中に短斑岩 (L:型prophyFe),玲岩(PorphyFi―

もo)等のやや塩基性の岩脈として所々に見られる。

いずれも小規模なもので,鉱脈状の密集帯である

ので,断層に沿 う分泌脈と考えられる。

(o)輝石安山岩 (Aξite andesit6)

丸山の南東部 1000解の224高地を構成す

る岩石で,小岱山地塊花商岩地帯に噴出したる唯
二の火山で, トロイデ型(ThrOide)の一種ではな

いかと想像される。岩体の色は暗灰色で斑晶は紫

小 岱 曲 地 域 地 質 図

ユ 火成岩類

|:量遭彗
`rlj量

僣言
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蘇輝石 普通輝石 斜長石:磁鉄鉱で石基も同種

の鉱物であってガラス質である。

0 古第二紀層

中部九州には新生界が広く存在するが,こ の地

域は古い新生界が主でぁって古第二紀に属する文

炭層群である。ここでは三池断層を境として南東

側は下部の赤崎層で,玉名花商岩を不整合に覆い

立願も 山田,開田等に点々と露出する。その岩

質は下層より基底礫岩,赤紫色頁岩 青灰色砂岩

よりなる厚さ50～ 70%の堆積層である。上部

層は三池断層の西側に分布し,いわゆる三池炭田

で多数の豊富な炭層を爽む白色砂岩,含海緑石頁

岩および砂岩,頁岩互層よりなる大牟田層群であ

る。1本項については従来詳細な報告書文献が出さ

れているのでここでは省略することにする。

り 第四紀層

小岱山山塊の周辺山麓部は高位〕低位の数段の

河成および海成の段丘が発達している。礫,砂,

粘土の互層で畑作地帯を形成している。

沖積層は最新期の生成物で菊池川大三角洲を形

成し主として水田地帯である。

む す び

菊池川中流域の地質については前述の通り地形

上,構造上より国見山地塊と小岱山地塊に分けた。

国見地域はほとんど変成岩で,菊水,奥野の断層

をもって下部,中部,上部に分けた。下部は結晶

質石灰岩を主とし, これを雲母片岩が被覆してお

り,中部層は雲母片岩を主とし,こ の中に石英片

岩,角せん片岩が介在する。上部層は低変成度の

雲母片岩を主とする層序である。走向は北西～南

東,傾斜北東方向で一般に整然とした単斜構造で

あるが,中部層に一部複合櫂曲の擾乱と上部層に

盆状構造が見られた。本変成岩の生成時代につい

ては化石の発見が出来ないので判定は容易でない

が,福岡県下の朝倉,久留米,八女地方に出る筑

後変成岩に類似する点が多いので古生界の或る時

期のものであろう。続いて次の時期に入り地殻運

動が激しく起り,せん緑岩の如きやや塩基性の火

成岩が貫入してこの地の堆積岩に一層の熱変成を

与え,今日の変成岩を生ずるに至った。その後は

しばらく平静であったが,第四紀の始め頃,すな

わち更新世に入り阿蘇火山の激烈な活動があり全

域が火山灰と火砕流によって覆われた。

小岱山地塊は全域が酸性深成岩の花商岩によっ

て構成されている。花筒岩の生成年代については

余り判然としないが,北九州各地に見られる花商

岩に類似する所があるので中生代前期に貫入した

ものであろう。なおこの花商岩と国見山周辺の花

商せん緑岩との関係 も不明で,あ るいは同一岩体

から導かれたものか,あ るいは時代を異にするも

のであろう。その後この岩体に酸性貫入岩の道入,

ならびに安山岩の噴出があった。この地域には中,

古生代の堆積岩はないが第二紀以後の岩石は周辺

を広範囲に被覆している。

最後に本報文を草するに当り,筆者の予備知識

が足りなかったこと,および野外作業を急いだた

めに重要地点を見過ごしたり,誤 つた解釈をした

ことも多々あるので後日訂正の余地があるものと

考える。読者諸賢の御教示抑 願いする次第であるふ
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