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1 位置および現況

大村市 ,岩松駅北方 200物 の露頭について

報告す る。 (位置図参照 )

ここでは現在 ,石英安山岩の風化 した部分 を

庭土用 として採掘中で 日々露頭の様子が変化 し

てい るので記録に留めてお きたか った。

写真は 1974年 10月 の露頭の状態である。

現在では露頭の一部が排除 された上位の土石に

おおわれて観察 しに くくなっている。

2 地質の概要

本地域は北部の丘陵地 を広範囲におお う多良

岳集塊岩 とその下位にある古第二系 ,石英安山

岩 ,玄武岩 と,第 四紀の ものと考 えられ る自色

凝灰質泥岩および礫岩か らなる。

多良岳集塊岩以 下の各地層 と岩層は地表で小

地域に点在す る。

基盤 をなす古第二系は諌早層群毛屋層に対比

され員イヒ石 ,植物化石を含んでいる。 しかし稼

行に値す るよ うな石炭層は見 られない。

自鳥,岩松 ,南部の田久保付近では古第二系

を貫ぬいた石英安山岩があり真砂状に深層風化

をし,庭土 として重宝が られてい るが,岩石を

学ぶ ものに とっては艮い新鮮なサ ンプルを入手

できないので有難 くない。

岩松駅のす ぐ西の国道の掘切 りには,い わゆ

る岩松玄武岩 とよばれている特徴のある玄武岩

の露頭がある。肉眼的には黒灰色 ,ら みつ,丸

tヽ 斜長石の大 きな斑晶 (5ππ～ 1鍬 )が 目立つ

き石で,方状節理 をなす。鏡下では斑晶斜長石

|ゞ ほとんど融食をうけ丸みをお銭 周辺が虫 くい

itに なっている。斑晶かん らん石 もほとん ど緑

三石化している。間粒状組織 を示す石英含有か

7.大村市岩松駅珂ヒ方 200mの露頭

における玄武競の貫入
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0「大村」

ん らん石玄武岩である。

岩松の この露頭 と玖島市営陸上競技場入口付

近には層理のはっきりした ,自 色凝灰質泥岩お

よび礫岩がある。 これは多良岳集塊岩の噴出以

前の もので,諌早の風観岳,日 岳の玄武岩の下

位に存在す る自色凝灰岩 と連続す るものであろ

う。

玖 島崎フ 寺島,与 崎,針尾 フ 岩松 ,南 部

の 日岳 を中心 と した地域には玄武岩が分布す

る。 この玄武岩は黒色, ちみつで斑晶鉱物は少

い。鏡 下では斑晶 としてかん らん石がほとんど

で量 も多く,斜長石は見られない,間粒状組織 を示

す普通輝石かん らん石玄武岩である。

北部の丘陵地はほ とん ど複輝石安山岩質の多

良岳集塊岩か らで きてい る。

5 露頭の解説

最下位の石英安山岩の侵食面の上を自色凝灰

質泥岩および礫岩が不整合におお う。 その中に

玄武岩が見かけ上盃状に貫入 してい る。

さらにそれ らを不整合におおって多良岳集塊

岩がある。集塊岩の下部は層状 を呈す る部分が

ある。
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1)最 下位の石英安山岩は斑状組織 をなし ,石

基は隠微品質である。斑晶 としては,斜長石
,

石英 (融食 され丸みをおびる ),角 閃石 (緑

泥石に変イヒ),黒雲母 .紫蘇輝石を有す る黒

雲母角閃石石英安山岩である。 この位置 での

ボーリングの結果 ,こ の安山岩は地下 80%

まで存在す ると作業員が話 して くれた。

2)自 色凝灰質泥岩および礫岩は約 10%の 厚

さがあり, F部はコブン大～バレーボール大

の亜円礫 を含む礫岩 ,上部は自色凝灰質泥岩

で層理が見える。

礫の種類は ガ黒雲母角閃石石英安山岩 ,石

英含有かん らん石玄武岩 (い わゆる岩松玄武

岩 ),角閃石安山岩 ,複輝石安山岩である。

礫の中にいわゆる岩松玄武岩が含まれている

ことから,貫入した玄武岩とは区別しなけれ

ばならない。

4 結論と問題点

この露頭では四つのちがった岩層がまとまっ

て観察 されることと,玄武岩の貫入状態が興味

深い。

自色凝灰質泥岩および礫岩をはさんで新旧 2

回の玄武岩の活動があった6

問題点 として,こ の自色凝灰質泥岩および礫

岩の対比が残されてい るが ,一応 ,喜 々津植物

イヒ石層 と連続するものと考えている。
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