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8.大村市鈴田峠付近の地層

地形図  1/50,000「 大村」, 1/25,00

1 位置および現況

国道 34号線の大村市と諌早市 との境界にな

っている鈴田峠は,国鉄の鈴田 トンネルのほぼ

真上付近にあ り,平山組品質管理事務所,大東

産業 ァ扶桑工研 等の工場用地が ,国道 34号線

を挟 んで並 び ,そ の周囲の崖に諌早層群最上部

の毛屋層上部が成層 した状態で露 出してい る。

この層準は南部の釜川内付近に見 られ る毛屋層

の上部にな っている。 峠の一部ではすでに崖に

コンク リー トの吹 きつけがなされ ,露頭がか く

されてい るが ,他の部分は当分 そのまま残 され

そうである。

2 地質の概要

大村市釜川内 から内倉 ,鈴田峠にかけて ,古

第二系の諌早層群及び矢上層群 が部分的に分布

す る。地層の走向は,こ の鈴田峠付近だけで も

国道 を挟んで向 きを東か ら西に変 えてお り,一

見ッ向斜構造 を示 しているように見える。傾斜

はゆるく,い ずれ も 6°～ 1がである。毛屋層 に

は炭質は良 くないが薄い炭層 と炭質頁岩が挟 ま

れてお り,さ らに 上位の矢上層群 には海緑石や

有イL虫の化石 などが含 まれることか ら,海進 ,

海退が何回かにわたって起 った ことを示 してい

る。

国道 より南方の海抜 100膨 以上の風観岳山

腹には ,普通輝石撤橙石玄武岩が分布す るが ,

国道北方では安山岩質火山砕屑物 が古第二系 を

被覆 し,著 しい対照をなしてい る。

5 露頭の解説

① 国道か ら平山組事務 FFT間 の崖

低い崖であるが,砂岩泥岩の層厚 5%程 の
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互層が露出しており,走 向はN2げE,傾斜は

ぴSEを 示す。 下部には砂岩 ,泥岩の互層が

あり,そ の上に黄褐色中粒砂岩が整合に重な

るが,こ の砂岩は石英が多 く硬い。

② 大東産業,扶桑工研作業場裏の崖

(②引④は柱状図参照 )

この付近では最 も露頭が大規模にあらわれ,

はっきりした層序をとることができる。 下部

は厚さ4Zの砂岩 ,泥岩の互層で,そ の上に

厚さ 3解 の黄褐色砂岩及び炭質頁岩の互層が

あり, この炭質頁岩から植物イヒ石を産出する。

さらに上部には,自 色ないし黄褐色の中粒塊

状砂岩が 10%程露出していて,③ ,④に続

く。走向はN10°W,傾斜は 15° SEを 示九

③ ②の露頭の上部の崖

厚さ約 10解 の自色中粒ないし粗粒塊状砂

岩の上に,整合に重なる剥離性に富む炭質頁

岩を含む泥岩層が約 5″ 程の厚 さで存在 し,

その上部に厚さ約 2解 の絹雲母片を多 く含む

黄褐色中粒砂岩があり,最上部に厚 さ6解 の
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硬い帯緑色中粒塊状砂岩層が存在す る。 この

砂岩層 よ り上位は矢上層群に移行するもの と

思われ る。走向はN76CW,傾 斜は 6° Sであ

る。

④ ③に続く最上部の崖

谷の部分で浸食がすすみ ,露頭が良好であ

層母(M)
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る。下部は景J離性に富む厚 さ3%の黒色泥岩

層 が露出し,そ の上に厚 さ 6解 の帯緑 自色中

粒砂岩が重なっている。黒色泥岩中にはサ ン

ドパイプが多数見 られ る。走向はN8ヂ W,

領斜は 12° Sを 示す。

⑤ 林田商店ブルトーザー置場裏の崖

最 下部に 2枚の炭

層を挟 む炭質頁岩層

(4Z)が 成層 し ,

その上に中粒砂岩及

び泥岩の互層 (7解 )

が重なる。 この露頭

にあらわれた地層は

この付近の最 下部 と

なってい る。走向は

N40℃ ,.傾斜は 1盆
°

SEを示す。

4 地学的意義

鈴田峠付近 は諫早層

群の毛屋層上部の露頭

が見 られ,地層の層序

と堆積構造 を観察する

上で・
i■ 当な場所 と思わ

れ る。 また釜川内付近

に分布する炭層を含む

地層 との対比を考察す

ることも出来 よう。 し

かし。国道に面 した崖

の観察は交通量が多 い

ため困難であるが,工

場敷地内は少人数の見

学は充分出来 るであろ

う。 しかも露頭の状態

は大村南西部において

はきわめて良好である

ので,少人数で工場敷

地内で観察 させて貰 う

のは有意義であろ う。
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