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長崎県地学会誌 第 17号 (1972)

日曜地質巡検会記事

第 59回 (昭和46年 4月 18日 )

雪群 (古第三系)の堆

午前 10時頃,ほ ぼ会員 も揃ったように思えた

ので,出発直前に先ず,練早地方の堆積岩分布の

特徴の概要を説明し,そ の後;二行は上山公園に

向った。当地は前の国体開催を契機に特に道路が

良くなり,上山公園もほぼ東西に,山頂を縦断す

る道路が新設されていた。その道路沿いの露頭を

追って東の方へ向っていったのである。第①の露

頭で階段状の小断層 を観察し,確認 しあった。こ

の露頭の北方には乱堆積の砂岩層が見られる部分

が散在している。なおこれより山頂に至る途中②

に林道沿いに走向N60W,傾 斜 80NEの 断層

を確認 し,そ こには小規模の櫂曲を示す露頭が見

られた。山頂付近にはやや移動したと見られる中

粒砂岩の漣痕が点在 している。次に山頂より下っ

た黒木工業所付近の露頭④で,シル ト質を混入 し

た泥岩および砂岩中に含まれる小さい団塊 (ノ ジ

ュリレ)が ,その露頭の東側端には玉葱状構造が少

し見られた。その後,新道部落へ向った。そこの

車道沿いの露頭⑤で漣痕,サ イドパイプ,ま た二

カ所の亀裂面等を確認しあるたが,その頃,空腹

を覚えてきたので付近の県立公園内で昼食をとっ

た。昼食後公園内の露頭⑤で高師小僧を採集した。

一行はさらに最後の予定地であるJり |1部落の採石

場⑦に行き,化石を担当採集した。この化石は,

砂岩中にレンズ状に薄層 として分布している。採

集 した化石は鎌田教授の鑑定をうけたものである。

(5

寺

1 諌早)

井 博  (諌早市立小野中学校 )

小川部落産

①  Orthaulax JaponiCus NAGA0

② Macorna yamadai NAGAO

O Ostrea cassis NAGA0
④ Siliqua sP

小ケ倉部落 (小チ||の隣接部落 )産

①
 ?Tち諄勢ポ蓼鳴ど)Sm逍

②ぞ螢3Ъメt撃月務撃;a NAGAO
O Ostrea cassis NAGA0

④  Orthaulax JaponiCus NAGAO

参加者 39名 (会員 14名 ,学生 25名 )

-19-



長崎県地学会誌 第 17号 (1972)

第 61回 (興召和 46年 9月 19日 )

島原半島南部

午前 10時 30分。島鉄の加津佐駅にはすでに

長崎 。諫早方面からの会員が数名待っておられた。

巡検ルートの説明の後,資料 〔口之津層群の層序

および堆積物 (大塚裕之, 1966),島原半島

南端の古第二系について(予報,浦田英夫,

1959)お よび諫早のイヒ石 (寺井博会員の印刷

物 )〕 が配布された。

加津佐駅前～女島山間の国道

251号線沿いの崖 (図 ―① )の

高さ10筋近 くの目之津層群の下

部層にあたる露頭にでる。口之津

層群に特徴的な砂れき層・ 凝灰質

泥層・砂層の整合の地層で,砂れ

き層にはクロスラミナ (斜交葉理 )

が発達 し,上部は細粒で下部にな

るにつれて粗粒になっている

graded beddingや ,砂層中の小

断層などを観察する。カンラン石

玄武岩溶岩よりなる愛宕山 (標高

291.4解 )の 山頂には見事な柱

状節理が発達 している。愛宕山に

通ずる道路側の図―②で愛宕山と

同岩質のカンラン石玄武岩の小規

模の露頭をみる。柱状節理がみら

れ黒っぱい石基中に点在する褐緑

色のカンラン石の比較的大きい斑

晶が明瞭で,玄武岩の好い標本で

あり,こ れを採集する。ここから

加津佐小学校へでる途中で豪雨に

よる崖くずれのところがあり表層

ロー之津層
万分の 1

君羊

早 常 盤 (

口之津)1
回加高等学校 )

とその下部の泥岩層との間から湧水がみられ興味

がひかれた。加津佐町を北東から南西に流れる町

内最大の堀川に沿って北東へ歩く。ttT①の山白

小学校西方の砂岩・泥岩よりなる古第三系め露出

地点につく。島原半島の古第三系は,こ こと南有

馬町向小屋海岸にわずかに露出し,天草島の坂頼

り1層に対比されている6黄 (赤 )褐色の風化した
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泥岩からはCyCla_nim pacifica Beck,

Ammodiscus spな どの有子L虫化石が多産する。

ここで昼食をとる。昼食後自己紹介があり,そ の

後川をへだてた図―④のカーブの地点で東側と同

様の古第二系をみる。ここから加津佐駅前まで定

期バスを利用し,駅前からさらに定期バス・乗用

車にて最後の予定地津波見海岸に向う。

津波見海岸付近一帯から南串山方面にかけては,

日之津層群の最上部層にあたる両輝石安山岩質凝

灰角れき岩が分布していて,両子岩はこの凝灰岩

が浸食からとり残された奇岩で,形状が元首相の

岸信介氏の顔に似ており地元では岸岩と呼んでい

る。図-5の回之津層群の上部層にあたる灰～黄

褐色泥岩からChlamys yaguraiなどの員類化

石を採集し,海岸においた潮間帯の図―⑥では象

などの南方系の哺乳動物化石が産出した火山れき

をふくむ灰～青色の泥岩を調べる。ここでは植物

化石を採集し,残暑の厳しかった巡検をおわり帰

途についた。

参加者13名 (会員 12名,一般 1名 )

上部 :淡黄褐色へ淡赤紫色をした南串山層の

多       凝灰角礫岩

中部 :灰自色へ淡灰色をした葉理のある凝灰

岩 (層灰岩 )を含む層

下部 :砂・シル トよりなる内湾性の貝化石を

多産する貝化石層

員化石層の露頭 (横へ連続している )
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国道 251号線

加津佐町西端津波見海岸のスケッチ

(津波見川付近より,両子岩方面をみる )

お知 らせ

長 崎 県 の 地 学 一 日曜巡検ガイドブックー

改訂再版発行   頒布価格 300円
購入申込は直接事務局にするか,振替長崎 1014番長崎県地学会宛 380円 (送料共 )を送金して

下さいふ

ただし, 10冊単位で一括申込まれた場合は,送料は本会が負担しますので,振替にて3,000円お送

り下さい。
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長崎県地学会誌 第 17号 (1972)

第 62回 (昭和46年 ll月 21日 )

西彼 杵郡面高地区の地質
(5万分の 1 蛎の浦)

阪  口  禾口 貝J(佐 世保南高等学校 )

1971年 11月 21日午前 7時 50分の大島

行の定期船で佐世保市営桟橋を出発した佐世保勢

は,会員 3名 と佐世保南高等学校の生徒 12名で

あった。

晴たり曇ったりの天気で,日がかげると肌寒さ

を覚えた。

8時 40分面高港着,長崎勢との合流は 10時

25分の予定である。時間までそのあたりを歩く

ことにした。まず,桟橋から港を左手に見ながら

反時計まわりに道を取った。道路わきにはキビナ

の煮干しがまだ湯気を上げ,漁師が忙しいそうに

働いていた。

①の地点では西海凝灰角礫岩と上位の玄武岩と

の境界と思われる部分が観察できた。露頭の大き

さは 20%× 6解である。下部は厚さ50磁 ,幅

5解程度のチ ヤードなどの円礫からなるレンズ状

の層をはさむ自色～褐色の部分である。灰色多孔

質の溶岩又は角礫岩からなり,ひ どく風イヒしてお

り,角礫の一部は斑晶に小さなかん らん石を含む

玄武岩であった。上部の玄武岩は柱状節理を示す

黒色の岩石で斑晶に斜長石,かんらん石 (変化),

普通輝石,石基に短冊状斜長石,普通輝石,磁鉄

鉱を含む岩石であった。

そのあと,少 し引返えして町を通り抜けて北側

の海岸に出て,それからさらに西へ海岸を歩いた。

海岸はほとんど玄武岩の大小の転石からなり,玄

武岩の溶岩流 も各所で観察された。半島の西端付

近で面高礫岩の分布が見られた。

ふたたび引返し,港で長崎勢と合流し,北の海

岸を300%程北上した。海岸に突出した棚には

煮干しと干カンコロが‐杯ひろげであり音がなつ

かしく思い出された。

②地点付近では砂浜に第三系の分布が見られる。

満潮のため直接触れることができなかった。

道路から一段上った農家の庭には面高礫岩の砂

質の部分が見られ,これをうがつて防空壕が掘ら

れている。老人の音話しに合づちをうちながら観

察をした。

最下位は径 1%以上にも及ぶ砂岩の礫や安山岩

の大礫,チ ヤート,玄武岩の礫からなる部分,中

位はそら豆大の円礫を多く含み,ク ロスラミナの

よく発達した厚さ2″ 20翻程度の砂の層,さ ら

に上部は3π以上にも及ぶ礫の多い部分からなっ

ていた。

さらに北へ50%程進むと安山わ 円礫,チ ヤ

ートの円礫,安 山岩の角礫が凝灰岩でセメントさ

れたコンクリートを思わせるような西海凝灰角礫

岩の大転石が海の中まで落ち込んでいる。

この位置では最下位の第二系,そ の上の玄武岩,

面高礫岩,西海凝灰角礫岩の関係が一つの露頭で

観察できる。露頭は高さ40π 以上にも及ぶ断崖

である。道わきのヤプの中に2π程の玄武岩の露

頭が見える。玄武岩は黒色ややちみつで,斑晶に

は小さな短冊状の斜長石が見えた:そ の上位にの

る面高礫岩は典型的な円礫の集合で 20%以上の

厚さを示している。その上部は西海凝灰角礫岩と

漸移していくように見える。この関係は瀬川町川

内,古里や西海橋付近でも見られる。

堆積岩である面高礫岩と火山起源である西海凝

灰角礫岩が漸移するということはどういうことだ

ろうか。

上部は確実に角礫を主とする典型的な西海凝灰

角鵬 に魏 している。

さらに 200笏北上して③の地点で節理の様子
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の変った玄武岩溶岩を見た。下部7%程は柱状節

理を示し非常に乱れている。上部は柱状節理から

なり厚さは 5%程であるふ

上,下の溶岩とも鏡下では同じような岩石で,

紫蘇輝石と普通輝石の平行連晶と,外来結晶であ

る融食された石英を含んでいるも上部のものに径

5～ 8物に達する石英の粒状結晶|が含まれている

のが肉眼で見られた。      ‐

それから引返して;面高港が見下せる竃門神杜

の境内で昼食をとった。このとき,竃門の読み方

が話題となった。ソウモンと読みますよと土地の

人から教わらで安心した6

早 に々バスに乗り込み

黒白べ向つた。黒口④で

はバス停付近の多子L質針

状斜長石玄武岩と西海凝

灰角礫岩|と の関係を明ら

かにする目的であった力ち

その境界を見出すことが

できなかつた:筆者は玄

武岩の方が新しいと思っ

てし`るが,1/5万 歯幅

「 蛎ノ浦」とはちがった

意見であるので,近い将

来結論を出さなければな

らないと思っている。

黒口から歩いて琵琶石

ノ鼻に行き,こ こで貝化

石を採集することにした。

潮力河|き かけていたので

採集には好都合であった。

ここの第三系は 1/5万 図

幅,「 蛎ノ浦 」では西彼

杵層群の塩田層になって

お り;緑色岩片が多く含

まれるのが特徴である。

採集された貝化石はほと

んど一種類に限られてい

た8化石の同定はやって

いないのでイヒ石の種名は

不明である。

ここで一部解散 をした

が,わずかの時間をみつけて長崎西高石川会員と

面高礫岩と上位の玄武岩との境界⑤を見に行った。

玄武岩直下は砂質の部分が 2%程の厚さを示し,

熱変質をうけヤケを生じていた。又上部の玄武岩

は接触部で多子L質になっていた。

おわりに,バスの時刻など調査不足のため皆様

に御リト配かけてしまいましたёお許し下さしt
なおルニ トマップは筆者が過去 2回の調査の分

も書 き入れました。

参加者 24名 (会員 12名 ,学生 12名 )

ルートマッ7.
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