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1 位置および現況

横尾は長崎市北部,鳴鼓岳メサmeSaの東

部 lll麓 に位置し,一昔前までは水清 き長閑な

山間であった。 1968年 頃か ら長崎市のベ ッ

ドタ ウンとして,長崎県住宅供給公社によ り

横尾団地が造成 された。 当時掘 さくが及ばず

に残 された丘が築廻 (ち くまわし )で ある。

高さ約 50Zの 崖にマグマの通路のイヒ石=

“火ご'ventが現ゎれ,火山地質のフィール

ドとして数多 くの事実を秘めている。

Ⅱ 地質 の概要

長崎市北部の基盤岩類 としては,西彼杵変成

岩類や長与層群等が分布す る。新第二紀にな

って各地に火成活動が盛んにな り,本地域で

も古期火山岩類 。長崎火 山岩類 。新期火山岩

類の順に舌L雑 な火曲活動があった。 これ らの

火山か ら放議iさ れた火山物質は,錯綜 した累

重閲係 を示 し,さ らに後火成作用や浸食作用

等をこうむ りながら岩質は変わ り,い くつ も

の火 1麹 体は消 え去ってい った。

題 横尾 の火山溝類

l 下部サ ヌキ トイ ドSL=占 期火山岩類

中横尾・ l~ll横 尾の時津川ぞい 。築廻の最下

位に溶岩 として分布す る。非頭品質・流状組

織を もち,斜方輝石のほか,角 閃石の シュー

ドモルフ,融食を うけた石英・かん らスノ石 。

長石等の外来結晶 xer10 crys tを 含有す る。

2 流紋岩質 ラピリ凝灰着一凝灰岩 R■ t=

古期火山岩類

築廻・打坂などに小範囲に分布す る.´ 流紋

岩・松脂 岩等の ラピリや火山灰・角礫か ら構 図置
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成 され, Slの 角礫 も含む。全般に層理が発

達 し 30く前 後の傾斜をもつ もので,流紋岩類

活動の初期に生成 された水底堆積物 と考え ら

れる。

5 下部流紋岩類溶岩 Rp=古 期火山岩類

中横尾一松原・打坂な どに局所的な分布を

示 し,お もに松脂岩か らな り,部分的に真珠

岩をともな う。中横尾で Rtbお よびAtb

に被われ る。湖沼性の Rltを被 って活動 した

と推定 される。

4 角閃石・ 石英安山着 Dh=古 期火山岩類

中横尾北部一左底付近 に分布し,溶岩と貫

入角礫岩の部分がある。新鮮なところは暗灰

色で,石英・長石・角閃石な どの斑晶をとも

な う。全般に変質がすすみ,ぼ ろぼろに風化

している。

5 流紋岩・ 石英安山精質火山角礫岩=古期火

山岩類

日並・継石・横尾・葉 曲な どに広 く分布す

る。層厚 1.00惚 +と 考え られ,下部は S10

RP,上 部は Dhの火 lll角 礫岩一凝灰角礫岩

凝角岩か らなる。お ゝむね無層理であるが ,
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局地的に 20+以 下の傾斜をもら,一部に火

砕流堆積物 をはさむ。

5 角閃石 。紫蘇輝翡 讐邁輝覇安曲岩質火山

角礫岩―凝灰角磯巻 Atb=長 埼火山岩類

鳴鼓岳や岩屋 lliな どの下部に発達する冒厚

露③G膨±の火山砕層岩類で,長崎火山活蟄に

よる放出物であ る。本地域では,浸 食された

谷間を埋 めて分布し,一部に残丘 も見られ る。

中横尾では,本岩類が後火成作用 を受け,著

しく変質 してい る。

? かあ るん石 o角 閃石・ 紫蘇輝石 。普通輝石

安曲艦 溶岩一貫入者Ach=長崎火山岩類

マグマの通路=火道が現われた崖,

横尾松原方面より,築廻 (つ きまれ
し )の 露頭を望む。白色の部分=R
tb・ 黒色仰部分 =貫入岩体 A◎ h。

長崎市北部の流紋岩類・ サヌキ トイ ド類の

分布する地域に広 く選択的に貫入する岩体で,

各地に多数の貫入岩体や岩脈 。火道を残 して

いる。かん らん石のほか,角 閃石 。紫蘇輝石・

普通輝石の斑晶を含む安山岩類で,築廻では

Sl・ Rl・ Rtbか ら構成 され る崖を縦横

無尽に貫いてい る。本岩類は,長崎火山をつ

くる主要岩類の一つで,そ の中期に活動 し,

各地に大量の溶岩を流出 した。

Ⅳ 地学的意義

サヌキ トイ ド類・流紋岩類等の古期火山岩

類と長崎火山若類の関係を理解するための好
1適地であ り,貫入岩体・火道・ アバッ

ト関保,各種火山砕屑岩類の観察に最

適のフィール ドである。

地買図鍛記号 地質時代

AOけ
堪 倉土舎実碧

角蘭石 礫 蘇輝石・普通輝石安山岩

At膀 …
鰺 翌麗な饉

蘇輝石・普通輝石安山岩質火 LLA礫 岩一

Rtb…・0。 流紋境 。
4_~l~英 安山岩質火山角礫岩一凝灰角礫岩一凝灰岩

Dh。・ω・。・…角閃石・石英安山岩 貫入岩一貫入角礫岩

R瀞 。ヽ・・。・― 下部流紋岩類 溶岩 (松 脂岩・真珠岩をともな う )

Rlt。・0。 C・ 流紋岩質 ラピリ凝灰岩一疑灰岩 (水眠堆積物 )
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