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第69回 (昭和48年 3月 18日 )

大村線彼杵駅発,駅北方彼杵川上流川内附近お

よび彼杵川東側の平山池周辺地域で, この附近に

分布す る古第二紀層 と,そ の上位の虚空蔵火山の

火0-J岩層,お よび玄武岩流についての地質見学 を

おこなった。

飯盛岳周辺の地質は川内 (①,②地点 )に西彼

杵層群 (第二紀層 )の砂岩,泥岩の互層が分布し,

直接火山角礫岩層に被覆されている。川内 (②地

点 )で時間をかけて調査すれば,泥岩中か ら貝イヒ

石が採集されるようである。また,北方の本場部

落の海抜 150～ 200協 間 (③地点附近 )に砂

岩,泥岩互層が露出しているが,層 理は著しく乱

れてい る。 これは虚空蔵火山の活動時に帰因する。

また,基盤の第二紀層の地形の凹凸を考察するこ

とができる。

堆積岩層を直接覆 う火山角礫岩層は 100～

150脇の層厚をもってい る。 これを詳 しく調査

すると,火山角礫岩層中に薄い凝灰岩・泥岩層を

爽在 している。 この凝灰岩,泥岩層は湖成堆積物

で, この上下位の火山角礫岩層を構成する礫質に

差異のあることが観察される。川内―木場間の川

底 (④地点 )で ,下位層は多量の角閃石安山岩で

構成されているが,上位層には角閃石安山岩は含

まれておらず,Iま とんどが虚空蔵火山を構成する

輝石安山岩である。角閃石安山岩を含む下位層の

火山角礫岩層は,国道 34号線附近に分布してい

る。即ち虚空蔵火山活動前に角閃石安山岩を含む

(5万分の 1 早岐 )

松 井 和 典 (地質調査所

火山角礫岩層があ り,川内付近ではその堆積物が

他地域より薄層である。また,⑤地点 (地蔵さん

付近 )お よび⑥地点では上位火山角礫岩層中に凝

灰岩層がみられるがこれも湖成堆積層と考えてよ

い。東側の飯盛岳中腹 (⑦地点付近 )の褐鉄鉱鉱

床の胚胎する層準に対比される。褐鉄鉱層および

珪藻土に関して野田・牟田 (1959)お よび鎌

田 (1971)の 報告を参照されたい。

次に③～⑩の平山地コースでは,下位に相当す

る火山角礫岩があり,上部に輝石安山岩・玄武岩

の熔岩があり,平山地付近では角閃石安山岩が観

察される。角閃石安山岩は玄武岩熔岩流 (かんら

ん石輝石玄武岩 )よ り古期のもので, この周辺で

は両者の地質関係は観察できないが,南部の赤木

・千綿付近で新旧の観察ができる。③地点より北

部の後城 。中尾では前記の同層 と思われる西彼杵

層群が分布している。

参加者 24名  (正会員 18名 ,学生 6名 )

参考 文 献
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郡川棚・彼杵付近の褐鉄鉱々層,九大教養部

地学研究報告 (6)

鎌田泰彦 (1971):彼 杵の褐鉄鉱 と俵坂の珪

藻土 長崎県の地学 84～ 86頁

(昭 和 48年 5月 17日受理 )

虚空蔵大山山麓の地質
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第72回 (昭和48年 9月 23日 )

集合場所になってい る愛野の交差点は,小浜 ,

諫早,島原への交通の要となっている分岐点であ

る。

10時前になると,「 お早ようございます」

「 お久しぶりです 」などの挨拶が交わされている

うちに,そ れらしいグループができてしまった。

簡単な今日のルートの説明のあと,さ っそく歩き

はじめた。

久しぶ りの秋ばれの日曜日とあって気分爽快で

あったが,国 道 は長 い車 の 列 と,秋の交通安

全のパ トカーで, ざゎついている。有明川の橋 を

(2。 5万分の 1愛野 )

村 暉 希 (長崎Jヒ高 )

渡って備後崎の石切場跡①で,は じめて岩石と対

面。稲田に囲まれた島のような小山をつ くってい

るのは一部柱状節理のみ られる灰色の火山岩であ

る。占い地質図 (赤木,地質調査所 )に よると,

含両輝石,角閃石安山岩 となっているようである。

小さい標本をとり,岩石薄片を作って,鏡 下で観

察すると,普通輝石,紫蘇輝石,斜長石の斑晶を

含んだ安山岩で,た まに 10× 2 ππ程の角閃石を

含んでお り,角 閃石含有複輝石安山岩となる岩石

のようである。

400協 程北の鋤崎の石切場②では一部で作業

島原半島のつけ根の地質

西
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がされていた。板状節理が発達 した安山岩で,①

より石基が細粒のようであるが,同 じ岩石にな り

そうである。南高北串より見えている永野さんか

ら,加津佐の輝石安山岩ににく似■ るヽ,関連性が

あるのでは………などの話しもでてきて,早 くも

雲仙火山との関連は ?な どと,話 しが進んでいっ

た。 もう少 し歩いて考えようとい うことにな り,

赤い彼岸花の畦道やめだかの遊ぶ小川をのぞき込

みなが ら歩いた。③の小高い丘で小さい露頭を見

た。② と同じである。

ここか らは,有 明海の大千拓で昔か ら知 られて

いる水田の広が りがながめられ る。

④の畑のわきの小さい露岩は,角 閃石の大斑晶

を含む,角閃石安山岩であった,② とは全 く異な

る岩石である。地形か らは,小 さい溶岩円頂丘と

も思えるが,岩脈か も知れない。太陽 も高 くなっ

てきたので,ゆ っくり調べることもできず,先を

いそぐ。皆んな,唐比の海岸での食事をたのしみ

に元気が良い。今日は会長の一瀬先生 も,中 山さ

ん (JA6EZE)の 無線車で,一行の先にな り

後になりしなが ら,元気に参加 されている。

唐比に くると,飯盛町～愛野展望台間の建設中

の国道に出た。 この道路計画にたずさわっておら

れ る坂田さんが参加されており,露頭の案内や説

明を聞かせて もらうことができた。午前中最後の

露頭は,東の道路沿い⑤である。唐比より有喜付

近まで分布している複輝石安山岩が露出している。

鏡下では,普通輝石,紫蘇輝石ともに多 く含まれ

ているのがわかる。

ここ⑤付近か らは, 7年 前の日曜巡検会できた

ことのある泥炭層の堆積したラグーン (潟湖 )が

みわたされる。今は広い稲穂の海であるが,かっ

て昔は,砂 しにより囲まれた袋状の小さい入江が

あったのである。巨礫よりなる自然の堤防の西端

⑥には新 しく建設された,唐比温泉センターがあ

る。

温泉センター下の海岸の木陰で昼食となる。す

でに午後 1時になっていた。

食後,いつ もの通 り自己紹介があった。佐世保 ,

大村,長崎,島原方面より集まってお り,始 めて ,

この巡検会に参加された方 もあれば,こ の巡検会

の度びごとにお会いする万 もある。いずれにして

も,半 日一緒に歩くと互いが旧い知人のような感

じになるのは不思議なものである。 日曜巡検会の

地質を越えた意義を発見したようでうれしい。会

長さんは唐比が非常に気に入った様子であった。

千々石断層や千 々石湾海底についての話しな ど

があったあと, 2時 になって唐比をあとにした。

5分程歩いた⑦の道路わきの露頭で一同は立ち

どまることになった。

砂質の凝灰岩であって,水の影響を受けている

と見え成層している。露頭の上部は,挙大の礫を

もつ砂礫層である。岩石を手にす ると,粒の大き

い角閃石を多 く含んだ,雲仙型の安山岩のようで

ある。前の地質 との関係を考えるため,少 し引き

かえし,⑤ との間をみると,小さい谷ができてい

る。地形図では谷の西は標高 110屁 の山がある

が,東は標高 40脇 付近 よ り東へゆるやかに高 く

なってお りこの谷を境に全 く異なる地形を示 して

いる。③の複輝石安山岩 との直接の接触関係は残

念なが ら見 られないが,こ こが島原半島の,本 当

のつけ根になる。島原半島は昔はこのせまい部分

だけで,か ろ うじて継ながっていたのである。

③ も同様な砂礫岩であるが凝灰質の部分はほと

んどな くな り,黒雲母,角 閃石安山岩よりなる火

山円礫岩の露頭である。水磨されて円味を帯びた

大きい岩塊を多数含む,火山砕屑岩起源の岩石で

ある。千々石断層形式前に火山岩が浸食されて堆

積したものか,あ るいは火山泥流によるものであ

ろうと考えられる。愛野の無線塔のある台地はこ

の火山円礫岩に覆われている。道路の堀切 りで見

ると,広いじゃがい も畑の土壌は比較的浅 く,新

しい火山灰の被覆は うけていないようであった。

千 々石断層崖を右にしなが ら歩 き,午後 3時 ご

ろ,西洋のお城のような建物のある愛野の展望台

に着いた。帰 りのバスの便 も良いので, ここで一
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応解散することになった。

ところが雲仙火山の基盤 となるロノ津層が,千

々石の塩屋付近に露出しているというので,時間

のある人は再び歩きはじめた。

③展望台近 くの崖で,比較的固結度の高い火山

円礫岩を見て,⑩まで車の多い国道の隅を歩いて

降 りた。

⑩はよく成層した砂礫層で,二つまたは三つの

堆積のサイクルが見られる。さらに降りた①では,

分級の非常に良い,砂,泥の成層した地層があり,

泥層の部分に植物イヒ石の破片が含まれていたが,

岩質的には,雲仙型のようである。

畦道を渡 り,島の部落への途中で墓地の小径⑫

に黄褐色の砂岩がでていた。自雲母を含んだやわ

らかい砂岩である。 これが目指すロノ津層であっ

た。島の部落の上には砂礫よりなる火山円礫層が

でている。 ちょうど,千 々石断層崖の斜面に当た

るこの部落をひと回わりして下ったが,ロ ノ津層

らしきものは他には見当 らなかった。狭い部分に

露出しているだけのようである。塩屋の海岸近 く

では 75協 のボーリングでロノ津層が出て来た

(太田一也 1971)そ うであるか ら,ロ ノ津層

が千 々石付近の下にも広がっていることは確かな

ようである。

やわ らかい陽光をあびて歩いた秋分の日の日曜

巡検会は雲仙火山の基盤を見て終 りとなった。

参加者 19名

(正会員 。一般 17名 ,小学生 2名 )

至長崎

森山町

愛 野 町

愛野展望台

⑩
溺

■    ■    学
“
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