
長崎県地学会誌 第 25号 (1976)

長崎県には対馬の浅茅湾,五島玉ノ浦等,全

国的に もまれな典型的な溺れ谷が多い。古い話

であるが五島若松瀬戸は辻村太郎著の「 日本地

形誌」に記載 されている。しかし,長崎県の海岸

地形をより深 く研究すると,今後の研究にまた

なければな らない面 も残 されているようであ る。

また,地質 と海岸地形 との関係 もいくらかある

よ うである。

l.佐世保九十九島と相浦

一見無雑作に配列 されてい るように見える九

十九島の海岸線や島々も,地盤の沈水による海

面下の水系 (溺れ谷 )を 記入す ることによ り,

樹枝状 をなした体系的な形態に配列 されてい る

ことに気付 く。海図に等深線をえが き, これに

溺れ谷を記入す ると立派な樹枝状または葉脈状

の水系が成立する。本流は船越を最上流 として

西方に緩やかに流れている。おそ らく西方に緩

やかに傾 くケスタ地形
注

)こ そ ぅもの と思われる^

本流にむか って南北 より支流が集中し立派な葉

脈状体系をなしている。九十九島 とは, これ ら

水系間の微高地が海面上に頭 をのぞかせている

に過 ぎない。

複雑微妙な九十九島成立の原因には二つの理

由が考 えられ る。一つは北松溶岩台地下の第二

紀準平原面が,溶岩台地消失後,小刻みの きわ

めて複雑な河食 をうけた ことである。いま一つ

は佐世保付近の地盤がほとん ど水平に近い沈水

を うけたことであろう。増傾斜的地盤運動によ

る沈水であったな らば, このような広 く複雑な

海岸地形は生 じなかったであ ろうし,ま た,範
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囲 もせまかったであろう。

相浦～船越間の航路が,か っての溺れ谷の本

流の上を通 じていることは,自 然 と人 との関係

が うかがわれて面白い。洪積世における沈水が

今少 し進んでいたな らば,九十九島の海水は船

越の地峡よ り佐世保湾内に浸入 し,第 二の佐世

保湾国が形成されていたか もわか らない。 わず

かの沈水不足のため,人 々は船 を引 き上げて地

峡 を越す とい う船越作業を余儀な くされた。相

浦港 も溺れ谷 であ り,大崎半島の北部の無数の

入江は支流の沈水であることがよくわかる(第

1図 )。
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第 1図  佐世保市相浦港の溺れ谷



注 )ケ スタ地形

硬軟互層をなす地層に生ずる地形 ,緩傾斜

の地層で n軟層が浸食されて低地とな り,硬

層が とり残 されて細長な丘陵 となる。丘陵は

一方が地層の傾斜に従 って緩斜面 とな り,他

は急崖となる。パ リ盆地, コン ドン盆 地な ど

が典型であ る。青島の鬼の洗濯板の巨大なる

ものと思えばよい。

2.福島北東部の溺れ谷

福島北東部の海図に等深線をえがき,水系を

想定 して記入すると,第 2図の ような見事な葉

脈状の水系をもつ溺れ谷がで きる。本流は畑津

付近よ り西北流 し,阿漕付近の海峡 (コ ージボ

瀬戸 )で は水深 3 4 rrl程 度の峡谷 を形成す る。

支流の比較的大なるものは,イ ロハ島の西部に

見 うけ られ る。イロハ島は佐世保九十九島 と同

じく佐世保層群の相浦層に属 し,地形・地質・

成因共に同じであ る。福島の南東部の海底に も

西南流す る水系が想定 され,上流は前記水系と

福島橋付近で接 している。おそ らく福島橋は 2

水系の峠の部分に架せ られたのであろう。

(第 2図 )

第 2図 北松浦郡福島北東部の溺れ谷

(左下図は鷹島と福島 )

福島の西北 に鷹島がある。福島 と鷹島は島形・

地形・地質共に類似 した姉妹島であ るが,九州

本陸 との間の海底地形は両者甚だ異な るものが

ある。すなわち鷹島 と九州本陸 との間にあ る日

比水道には,福島のような系統的な溺れ谷は認

め られず,水深 30m内 外の地溝的な深い水道

で ある。おそらく九ノ1ヽ 本陸 との間に大 きな断層

が推定 され る。 このような点 よ り考察してみ る

と,洪積世における沈水は鷹島の方が早 く九州1

本陸よ り分離し,福 島は久 しい間九州1本陸 と地

続 きであったことが想像 され る。 これ らの こと

は両島の考古学にとって重要な過去の地理的条

件 である。

福島橋付近の喜内瀬に小河流があ り,河底に

厩穴 (か め穴 )が見 られ る。 このような小河流

の下丸作用で硬い玄武岩の脱穴は考 えられない。

おそらく沈水前の前記水系の下刻作用によって

形成 させれた ものでないだろうか。沈水の河流

は大 きくて浸食力が強 く,ま た浸食基準面(海 )

は現在より低か ったはずである。

これ らの海青 く波静かな内海は,志摩半島の
ほうふつ

英虞湾を発露たらしめるものがある。勿論,真

珠養殖によく,ま た歴史に名高い松浦水軍の揺

藍の地 となった。松浦水軍は大陸に近いその位

置 を利用して,世 界史上のプルマン人の如 く海

を恐れず,海事思想にたけ,大 陸方面に倭寇と

して発展 していった。中世において元 (蒙古 )

の大軍が鷹島,福島に製来したのも,こ れ らの

こと 関ゝ連があるようである。

5.小佐々浦と臼 ノ浦

佐 々川の西部に臼ノ浦 と小佐 々浦があ り,浦

の奥に小佐々と自ノ浦の集落が立地す る。海面

には,九 十九島の数々の島々が展開するが,海図

に等深線をえがき水系を想定すると,西方に並行 し

て流れる二つの美しい溺れ谷であることがわかる。

洪積世において神崎～高島を結ぶ線が海岸線である

時代があったに相違ない (第 3図 )
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これ らの溺れ谷を観察す ると,沈水前の河流の

(meander)が 読み とれることであ る。小佐

々浦の北部においてはラッパ状に曲がった彎曲

部が見 られ るが,第 3図 中央 の焼 島 北岸に

典型的な彎曲部が見 られ る。焼島はパナナ形の

面 白い島形をしてい るが,北岸の彎曲部は旧小

佐 々月|の 曲流による側方浸食によ り生 じた もの

であろ う。

小佐 々浦,自 ノ浦共に湾奥における三角州の

発達が悪いのは,沈水の時期が新 しいのと,湾

奥 に注 ぐ河川の流域面積のせ まい関係であろう。

人間との関係で最 も面白いのは,旧 自ノ浦川本

流の最深部が,小佐 々町 と佐世保市の境界線に

なっていることである (第 3図 )。

4.早岐瀬戸の沈水

第 4図 西方の河系は早岐瀬戸 (古小森川 )で

あ り,東方は波佐見川 (川棚川 )の 河系である。

同じ杵島層群の地層を側浸食により拡げた河系

として甚だよく似た水系であ る。上流をわずか

東方に曲げた点までよく似てい る。 ただ異な る

の は古小森川が早岐 まで沈水 してい ることであ

る。早岐よ り北部の小森川は,洪積世において

早岐瀬戸を流れ大村湾に注いでいたことは,第

4図の両河系を比較 して大略見当がつ く。早岐

瀬戸は小森川の延長河川として古小森川と名づ

くべ きであろう。第 4図 は南風崎対岸の赤子新

田 (針尾工業団地 )の 沖積平野が横島付近まで

第 3図 小佐々浦と臼ノ浦の溺れ谷 ‐ 1

北九十九島の海底に二つの河川が西流している

発達 した もの と想定 して書いてみた。早岐瀬戸

が,か って小森川の延長河川であ ったことは,

早岐瀬戸の両岸に曲流 (meander)に よる側

浸食のあとが馬蹄形または孤状に残 ることであ

る。

古小森川の沈水直後の早岐瀬戸は水清 く,波

静かな広々とした海峡であった ことは奈良朝の

肥前国風土記や,江戸時代の「元禄図」,「 TE

保図」が これを証明す る。我々の先祖の新日干

拓 とい うたゆまない努力 と自然 との調和によ り

早岐瀬戸は一帯の美田 と化し,西部の針尾島は

島の性格を失 ってしまった。また早岐瀬戸は過

去の古小森川の姿にや ゝもどらん としつつある。

波佐見の地名の起源は「はざまの海一海峡」

であ りこれがだんだん転イヒして Fは ざまみ」

「 はさみ」 となったと説かれてい る。 このよう

に説明す ると早岐瀬戸は過去の波佐見の姿を物

語 っているようで もある。早岐瀬戸が早岐で佐

世保湾 と通じているように,「は ざまの海」は

東方有明海之 通 じていたと説 くのであ るが, こ

れを実証す るためには,地 底の海成層・旧汀線・

海食洞・穿子L貝 ・員塚等 を調査しなければな ら

ないだろう。波佐見平野の地底より半炭イヒした

大木が所々よ り出る点 よりみて湖盆説が強いの

ではないだろうか。だヽ森川と波佐見川の中間に

皿山がある。この地点までもしも沈水したなら

第 4図 早岐瀬戸(西 )と 波佐見川河谷(東 )

早岐の瀬戸は早岐まで溺れ谷であることがわかる
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ば,こ れより南部の弘法岳を主峰 とす る地塁は

第 2の 針尾島 となる (第 4図 )。

5.佐世保湾底の溺れ谷

佐世保湾の海図に等深線 をえが き青色で段彩

をした。これに溺れ谷の水系を想定 して記入す

ると,本流 (最深部 )は 西岸にかたよって南流

して い る (第 5図 )。 最深部の西方には赤崎

岳 0庵浦等の比較的急斜面があり,最深部の東方

の海底 は東にむかってだんだん浅 くな り暗礁 ・

島・岬の多い緩斜面 となる (第 5図 )。 この こと

は県北地形特有の河谷の西面に急,東面に緩や

かなケスタ地形が佐世保湾底にも表現されてい

ることを物語 っている。一般に北松の佐々川・

相浦川・佐世保川等の河チ||は 南流するとき,西

方にかたよ リケスタ地形の急斜面の下を流れ る

ものであるが,佐 世保湾底の溺れ谷 もこれに従

ってい る。旧日本海軍の艦船は佐世保湾西部の

旧河谷上の最深部に碇泊 し,米空母な どは赤崎

岸壁に横付けに されていた。 これに対して佐世

保湾東部はケスタ地形の緩斜面で艦船の碇泊は

少な く,座礁が多か った ことを記憶 している。

佐世保湾西部の急斜面を越 えて,西方の九十

九 島の緩斜面に出ると,海岸地形は一変 し複雑

に入込んだ リアス式の海岸 となる。一般にケス

タ地形の急斜面の沈水は単調な海岸線 となり,

緩斜面の沈水は複雑な海岸線 となるものである

が,こ のよ うな知識を根底において県北の地図

を見ることは大切なことである。

佐世保港外の大島・崎戸は壮大なケスタ地形

で,西に緩,東に急な地形を呈してい る。急壁

の典型は大島百合岳の絶壁で,西彼杵半島の方

に急崖をむけている。西方の緩斜面の溺れ谷は

崎戸ノ浦で,地形図を一見して樹枝状の水系が

沈水 してい ることがよくわか る。 このような深

い溺れ谷であったれば こそ石炭積出に便であ り,

民俗学上の家船の中心 とならたであろう。

注 )玄武岩等の火成岩が沈水すると単調な海

岸線とな り,玄武岩が浸食しされつ くした基

盤の第二紀推積岩が沈水すると九十九島のよ

うな複雑な海岸線となることが多い。

6.西彼杵半島北部の沈水
そとめ うちめ

西彼杵半島の西海岸 (外海 )と 東海岸 (内海)

の海岸を比較してみると ,海岸線の水平的肢節

は対照的である。外海の比較的単調な断層海岸

に比して,内海は水平的肢節に富み,よ く沈ん

だリアス式の海岸である。 このことは西彼杵半

島が東方に傾く傾動地塊であることを証す るも

のでないだろうか。海岸如形
pま

地盤運動の指標

であるが,こ の傾動を証するかの如く西彼杵半

島の北西海岸に,次のような海岸地形が展開さ

れている。

西彼杵半島の北端寄船鼻よ り西海橋の伊ノ浦

瀬戸の方に一線 を引 くとしよう。西より無名の

二つの浦を通 り横瀬浦 0巣喰浦 ・川内浦・大串

前面の浦 と,浦の奥行が東の方に等比級数的に

深 くなってい ることである。 この ことは西彼杵

第 5図 佐世保湾底の溺れ谷 (ケ スタ地形 )

湾西部はケスタ地形の急斜面.東部は緩斜面
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半島の地塁が東に傾動していることを証す るも

の でないだろうか。佐世保湾が入口がせ まく奥

行の深い天然 の良港にな ったの も,湾 口よりも

西方奥地の方が,前記の ように沈水したか らで

あろう。

今を去 る約 400年 前の永禄 5年 ,平戸 を追

われたポル トガル船 (いわゆる南蛮船 )は この湾口

せ まく波静かな佐世保湾に注 目し,横瀬浦に一

時的であるが西洋文化の花を咲かせた。ついで

文明の窓は長崎に移 ったことは人のよく知ると

ころである。奈良朝の「肥前国風土記」に記 さ

れた救の郷 を横瀬浦東部の巣喰浦に擬す る人 も

い る。

(昭和 51年 5月 4日 受理 )

昭和 51年度日曜地質巡検会 (昭和 51年 3月 ～ 5月 )

回 年  月 日 マ域地 参  加  者
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千綿の火 山弾の産状

長 崎市古賀町 0多 良見町 付近,国 道 34号 線沿

いの新露頭の観察
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