
長崎県地学会誌 第 26号 (1977)

長崎県地学会創立 15周年記念大会特別講演

大村湾を中心 とする地域の地質構造発達史

黒輩長を][ξ品極 波多江 信度

長崎県地学会は 日本地質学会西日本支部の例

会が長崎であ りましたの を機会に倉」立を迎 えま

した。私 も同席 させ て頂いたこ とを思いだしま

す。それか らすでに 15年 もたったのか と,感

慨無量でございます。まことに御隆盛にな りま

してお目出 とうござい ます。

さて,今 日は何か長崎県に らなみのある事に

ついて話を申 しあげたいのですが, 日頃不勉強

でございますのでなかなか話 もまとまりません

でしたが,表 題にあ ります「 大村湾を中心と

する地域の地質構造発達史 」とい うことに致 し

ました。古い時代から現在に至るまでどういう

変化をしてきたんだろうか。こういうことにつ

いて述べ たいと思います。

自然環境。自然景観 とい うものは何万年 ,あ

るいは何億年 とい う長大な地質時代を通じまし

て,大 自然の営みの結果 として与えられた もの

でありまして,決 して一朝一夕に作 りだすこと

はで きないのであ ります。しか し,現在の国士

開発に伴 う自然破壊は, 大自然の営みに対しま

して不用意な挑戦と言わざるを得ない のであ りま

す 。と中しまして も人類の繁栄,文化の向上を

計 るためには, どうしても土地開発 を全 く避け

てばか りは通れないのであ ります。 ここに自然

の保護 とt地開発 との調和 とい うことが必要に

なつてまい ります。しかし, どの点 が調和点で

あるか という判断は ,な かなかむずか しい問題

でござい ます。この調和を志 さんとするために

は,生物の進イヒ,気象現象な どを含めました地

学的条件 をよ くわ きまえることが必要になって

まい ります。その為にはその地域の生いたちを

たどる。 いわゆる地質構造の発達史 を考慮す る

ことが,合理的 な土地開発利用に もつながると

考えるのであ ります。

ここで大村湾 を中心 とする地域の構造発達史

を述べ ますけれ ども,私 自身が この地域 をまん

べんな く踏査 したとい うことではございません。

ここに御臨席の先生方,そ の他の方 々の資料 を

使わせて頂い てお りますために,そ の都度,そ

の点を御紹介する ことが礼儀であることは充分

わきまえておりますけれ ども,時間的に許 され

ない と思いますので,あ らか じめお詫びして省

略 させて頂 きたい と思います。

地質構造発達史を述べるにあた りましては,

その地域 を構成 している地質 と,そ れ らの層位

関係を詳し く述べ る必要があ りますが, これま

た時間的に許 されませんので, ここに掲 げまし
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大村湾 を中心 とす る地域 の地質 層 序表

時 代 岩 層 名 摘 要

第

四

沖積世

河川,海浜堆積層

扇状地堆積層,低位段丘

堆積層,有 明粘土相当層

泥土,砂 ,礫

洪積世

高位段丘堆積層

下釜貝層
砂,礫 ,火 山灰,堆積面標高圭 20m

山陰系角閃安山岩類 黒雲母角閃安山岩 ,角 閃安 山岩

藤津累層

喜 々津植物イヒ石層

主に輝石安山岩類溶岩並 に同質の凝灰角礫岩,湖 底堆積

岩層

新三

角箸糸己

鮮新陛 松浦玄武岩類 往 々溶岩台地 をつ くる

中新世 逆 入 岩 類 岩床状逆入,肥 前粗粒玄武岩に対比 できる ?

占

第

二

紀

漸新世
長 与 層 群

杵島 または西彼杵層群

南岸地区では長与層 とよび,北岸地区では杵島または西

彼杵層 とよぶ

始新世
群
　
群

層
　
層

上
　
早

矢
　
諌

主 として南岸地区に分布

先古第二紀 先古第二系火成岩類 花商岩9石 英斑岩,閃緑岩,蛇紋岩 等

古 生 代 西彼杵変成岩類 石墨石英絹雲母片岩を主 とし蛇紋岩,石 英脈の貫入あり

た層序表 を見なが ら簡 単に説明 させ て頂 きます。

まず,表にあ りますよ うに古い ものか らずっと

新 しい ものを下か ら上へ書い てあ ります。 この

大村湾の周辺で もっとも古い, もっ とも最下の

基盤 岩層 をなしておる ものは西彼杵変成岩類 と

呼ばれてい る ものであ ります。この西彼杵半島

に広 く分布 します西彼杵変成岩類は, 半島の北

部では古第二系だ とか玄武岩類に覆われていま

すし,ま た南部では長崎火山岩類 と呼ばれ るも

のに覆われ,一たん姿を消 しますけれ ども,野

母半島 に至 りましてその変成岩類は露出いたし

てお ります。お もにこの変成岩類は石墨石英雲

母片岩に属していると思われまして,三波川変

成岩類に対比 された り,あ るいは三郡変成岩 と

いわれ る ものの一部だ と考え られてお ります。

その次には先古第 二系の火成岩類であ ります。

この中には花商岩あ るいは閃緑岩,石英斑岩 ,

蛇紋岩な どがあ りますけれ ど も,露出範囲が非

常に限られておりますし, しか も古第二系 との層

位関係 とい うもの もまだ充分に明 らかに されて

お りませんが,お そ らく古第 二紀 より以前の も

のであろ うと推定 されてお ります。

次に第 二系であ りますが,大‐村湾を中心 とす

る地域には地質図を御覧にな りまして も判 りま

す様に,広 く分布 してお る と思 われ ます けれ

ども火山岩類 に覆われた り, あるいは貫ぬかれ

た り, また大村付近のように大扇状地堆積物に

覆われた りいたしまして, まとまって露出 して

い る地域 とい うものは主 として諌早を中心 とし

た南岸地域および早岐 付近の大部分 ,そ の他 を

中心 とする北岸地域に出てまい ります。占第 二

系は,おおむね南か ら北へ 下位層か ら上位層が

分布 してお ります。南岸地域即 ち諌早地区にお

きましては,山崎達雄教授 らの研究 によ ります

と,諌早・矢上・長与の 3層群に区分されます。

それ らは さらに細分 されますが,各層群 は整合
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的関係にあるとされてお ります。その うち諌早・

矢上両層群が始新世に属 し,長与層群は漸新世

と考え られております。

諌早層群は,純海成の層 にはじまり最上部の

方は瀕海成,いわゆ る浅い海岸近 くの海成層の

様相 を呈してお り,全 体 としては海退の 相です。

ここで「 相 」とは faciesの ことを言 ってます

が,面つ き,様相の ことです 。しか し,地層の

「 層 」とは日本語では同じ音ですか ら話では ど

ちらの事を言ってい るか判 りに くいと思い ます

ので,今日は「 相 」は横文字で faciesと いわ

せて もらい ます。 ただ「 層 」と中しますのは ,

地層の概念 といたします。諌早層群は大体,海

がだんだん引いてゆ く,浅 くなつてゆくf acies

を示してお ります。高島炭田の高島層群,天 草

炭田の本渡層群にはぼ相当す るであろ うと思 っ

てお ります。

次に矢上層群であ りますが,大村湾南岸地 L_lt

に も広 く分布 しています。多 くの海棲生物の化

石に富/Lだ海成層 で,海がだ /7・ だえ′に広がって

ゆ くfaciesを 示してお りますが,妓上部は再

び海が退 いていき石炭層 をも文有してい ます。

しかし,最後の頃にな りますとまた海が広がる

f aciesを 呈する上位の長与層群 との移化部へ

となつてまい ります。即 ら海浸に始 まり海退に

終 るひとつの堆積輪廻 を示 してお ります。矢上

層群中の石炭層はかって矢上地区では採掘 され

たこともございます。 この層群は高島炭田の伊

王島層群 ,あ るいは天草炭田の坂瀬川層群 には

ぼ相当す ると考えてお ります。

次に長与層群であります。これは全層群 を通

じまして海底で堆積 しました海成層であ りまし

て,南岸地域の諌早方面では分布は非常に小 さ

いんですが, これに相当す る ものは北岸地域の

早岐,そ れか ら佐世保に近 くな る付近まで広 く

分布 しております。北岸地域に分布 します古第

二系 とい うものは南岸地域にお きます長与層群

に相当す るものであ りますが,唐津炭田におき

ます杵島層群 ,あ るいは崎戸松島炭田におきま

す西彼杵層群にほぼ対比できると思います。漸

新世に属 している一連の海成層 であ り,北九州

の有名な芦屋層群に対比で きます。

早岐地区はいわゆる唐津炭田と崎戸松島炭田

との地理的 にも中間区域であ り。まして, その堆

積の facie sと いうものもその漸移的な f acies

を呈 してい るのであ ります。おおむね地層は南

から北へ やは り下部層か ら上部層へ と配列分市

してお ります。下位の唐津炭田の相知層群,あ

るいは崎戸松島炭田の松島層群 と,上位の佐世

保層群 とはいずれ も整合関係にあ ります。

非常に簡単であ りますが, これは皆様よく御

存知の こととして次 に進 ませて頂 きます。

新期火成岩類であ ります。 これは先古第二系

の火成岩類に対 しまして,新 期火成岩類 とした

ものであ ります。諌早付近で山崎達雄教授.松

本社夫教授 らの区分にな らい まして,逆 入岩類 ,

松浦玄武岩類,藤 津累層, 山陰系角lXl安 山岩類

の 4つ に分けてお ります。

逆入岩類の うち,代表的な もの といたしまし

ては,玄武岩あ るいは安山岩な どであ りますが ,

占第二系の櫂曲あ るいは断層作用に も参加 して

お りますので,お そ らく占第二系堆積後の最 も

古い火山活動に関連 あるもの と考えられてお り

ます。その近入した時期はおそらく中新世であ

ろ うと推定 されてお ります。

次に松浦玄武岩類 とされ た ものは,大村 市の

南部に あります 三浦半島一帯 , あるいは西彼杵

半島北 部のほか各所に分布 してお ります。溶岩

台地 を作 ることもあ りますが,そ の玄武岩類の

基底状況か ら察 しますに,占第二系堆積後の緩

やかな櫂曲,上昇,削景」のあ とに活動 した もの

と考えられてお ります。北松地域に見 られ る松

浦玄武岩類 ,あ るいは北松浦玄武岩 と呼ばれ る

ものは,佐賀県西部にまで分布 しますが,こ れ

に直 ちに対比 することには多少の疑念はあるも

のの,おそ らくその噴出期は鮮新世末か ら第四
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紀の洪積世の初期に及ぶ もの と考 え られて お り

ます。

次に藤津累層 と記 された ものであ りますが多

良岳斜面 をは じめ南岸地域に も広 く分布 してお

りまして, さらに橘湾沿岸か ら雲仙地域にまで

連 らなって分布 してお ります。藤 津累層 は,長

崎火山地区で長崎大学にお られました橘先生が

提唱 され ました喜 々津植物化石層 に相当す ると

思 われ る凝灰岩層を基底におきまして,主体 と

なるのは豊肥火山活動 といわれ る ものに属す る

と思われる溶岩,あ るいは火山砕屑物な どか ら

なってお ります6堆積期はおそ らく洪積世の初

め頃であります。喜 々津植物化石層に相当する

ような凝灰岩な ども含まれておりますけれ ども

その主体 が火山角礫岩,溶岩 であ りますので一

括 しまして火山岩類の中に入れて扱 か ってお り

ます。

次に山陰系角閃安山岩類 であ ります。これは

多良岳,あ るいは雲仙岳の頂部地域 に露出して

分布す る もの と思われ ます。 また,沿 岸地域 ,

特に大村湾の東岸地域に広 く分布 してお ります。

これは松本先生 の御研究に よ ります と大分県下

の諸火山を構成 してお りますっいわゆ る山陰系

の火山活動に関連 して噴出したもの と考えられ

てお りまして, この噴出期はおそ らく洪積世後

期 と推定 されてお ります。また,大村市の北部

にあ ります武留路山,あ るいは鉢巻山は多良岳

火山の寄生火山であ りまして,山 陰系火山活動

に関連してそれに引 き続いて噴出した安山岩あ

るいは玄武岩 と考えられます。

今度は第四紀 の堆積岩類についてお話致 しま

す。第四紀堆積岩類には湖の底で堆積 した湖成

層,段丘の上で堆積 しました段 丘堆積層,海底

に堆積 してお ります海底堆積層,扇状地堆積層

そして河床あ るいは海岸の堆積層, そ うい うも

のがございます。

その うちで古いほ うの もの,古 い と言 って も

洪積世の堆積層ですが,こ れは喜 々津植物化石

層であ ります。長崎火山区では前に も申しまし

たよ うに藤津累層の下底層に相当す る地層では

あ りますけれ ども植物化石に富んでお りまして,

層理 も明 らかであ ります。 これはおそ らく湖 の

底で堆積 した と考えております。 ここでは火山

岩類 と区別して喜々津植物化石層の名前で書い

て ございます。 この よ うな堆積層は茂木付近に

も発達 してお りまして,茂 木植物化石層 と呼ば

れています。 これ らは化石の種類な どか ら明 ら

かに洪積世の初期の堆積物であ ることが確かめ

られてお ります。

次に下等貝層であ ります。橘湾に面す る下釜

海岸に山陰系角閃安山岩の浸食面上に不整合に

堆積 した海棲生物の化石 を沢山含んでいる砂泥

層があ ります。これは今日のお世話をな さって

いる鎌田先生 らによ りまして下徐貝層 として報

告 されております。その御研究の結果では洪積

世の末期の堆積層 と考え られてお ります。 この

貝層の上にはまだ固結度の低い砂礫層が整合的

に重なつて おりますが,鎌田先生 らは貝層 を も

含めて段丘堆積層であると考えてお られ るので

あ ります。その堆積面の高 さは海抜 20mで ご

ざい ます。この 20mと い うのはあとで随分 と

話の種になる高さであ ります。 また,諌 早市の

貝津付近に も標高 20m内 外の平坦面 を有しま

第 1図 長崎県諌早市員津における高位

段丘 (仮称 )堆積層
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す段丘堆積物が発達しております (第 1図 )。 これは主

として安山岩の円礫 ,巨礫 を主 としてお りますが ,

まれには砂岩の礫 も入つてお ります。粘土層 も

挟んで層理は案外はっきりしてお ります。化石

はまだ発見されてお りませんので下釜貝層に直

らに対比 してよいか どうかは判然 と致 しません。

しかし,海抜の高さな どを考 えて ほぼ同時期の

堆積物 ではないか と考えています。仮 にここで

は高位段丘堆積層 としてお きます。

次に沖積世,い わゆ る現世に堆積 した地層に

ついてお話を申します。まず,高位段丘に対 し

まして低位段丘堆積層 と私 は仮に呼んでいます。

大村湾の沿岸地域には余 り顕著では ございませ

んけれ ども,標高 4～ 5mの面を有する段丘が

発達しています。その上には厚 くは ございませ

んけれ ども砂礫層 も堆積 してお ります。段丘崖

面にはお うお う波食痕,波 で洗われ た浸食のあ

とが残ってお ります 。その堆積段丘のできた時

代は沖積世 ,し か も縄文中期であると考えてお

ります。

次に有明粘士相当層です。沿岸に発達 します

海岸平地面は標高+0.1～ 0.75mぐ らいであ

りますが,薄い表 土層 下には諌早地区では 2～

12.5mと い う厚 さの黒灰色の粘士質 シル ト層

が発達 してお ります。この中には多くの海に棲

んでい る貝殻だ とか腐植質 を含有し,基底部に

は砂礫層 も発達 しております。 この有明粘土相

当層の上の面は ,現海面 よりもわずかであるん

ですが高いのであ りまして,そ の層が堆積いた

しました当時の海水面 とい うのは現海水面 より

は高か ったことは容易に考え うることができま

す。先ほ ども申しましたように ,こ の段丘崖に

波食痕が残 っていることな どを考えあわせます

と,こ れは後ほ ど申しますが興味ある問題で あ

ります。 この有明粘土相当層 としました地層に

対 しま しては近 く詳 しく研究の機会 もあるか と

期待 してお ります。粘土組成 だとか士質 工学的

ないろいろな性質 も有明海域で有明粘 土層 と呼

ばれてお るものに類似 してお ります 。だか らし

て一応 ,有明粘土相当層 とこう仮称 した訳でご

ざい ます。有明粘土層は有明海域での研究が詳

しくできてお ります。それによります と,洪積

世最末期の海退時につ くられた浸食面上に堆積

して,お そ らく沖積世の前期の堆積物 と考え ら

れてお ります。大村湾の海図で見ます と,貝殻

を含む泥土 と記 されてい る地点 が一番多いんで

あります。 これが直 らに今申 します有明粘土相

当層であるとは申し上げ られないのですが,非

常 に似た ものが広 く大村湾底に分布 してい るの

ではないか と想像 してお るんであ ります。

次に扇状地堆積層であ ります。大村 湾沿岸地

域 には大小 の扇状地の発達が見 られますけれ ど

も,そ の代表的な ものは大村市がのつてお りま

す大扇状地 であ ります。多良岳に源を発す る萱

瀬 |||に よって作 られた ものであ ります。主とし

て砂礫層か ら成 りますが, この堆積層に対 しま

して御臨席の松下久道先生,長 崎大学の鎌田泰

彦先生をは じめ多 くの方の共同での御 報告に よ

ります と,富の原付近 で深いボー リングがな さ

れて, その結果では扇状地堆積層の厚 さは 75

mに も達 してお ります。砂礫層中には粘土層 も

含まれてお ります。扇状地堆積層の下には多良

岳に広 く分布 している藤津累層 があ り,そ の下

には基盤岩 として占第二系の砂岩層が認 められ

てい る事が 御報告にござい ます。

現在の河床,海 浜におきます堆積層につ きま

しては別に申し上げることもござい ませんので

省略 させて頂 きます。

次に本論で ございます。 10数 枚の スライ ド

を用意 しておりますのでそれ を御覧に入れなが

ら話を進めていきたい と思い ます。

西彼杵半島に広 く分布 します西彼杵変成岩類

はほぼ南北走する脊稜を有す る半島の中央か ら

やや西よ りに北北東の軸を有 す る大背斜構造を
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なしてい ます。北部の方では背斜軸が北 に沈降

して半 ドーム構造を呈 して おります。これは御

臨席の野田光雄先生 らの御研究 があ りまして ,

西彼杵背斜 と言ってお られ ます。 この方向性 を

有す る背斜構造,櫂曲構造 とい うのは早岐地区

の古第二系にも見 られ るので ござい ます。この

構造の方向性 と言 うものは俗に天草方向 とも言

われ るものであると考えてお ります。この摺曲

された ものには,古 第二系ばか りでな く松浦玄

武岩類 まで も参加 しておるのであ ります。しか

し,変成岩 を形成 した動力変成作用 とい うもの

はおそ らく古第二系堆積以前の ことであろ うと

考え られ てお ります。 とは言 うものの動力変成

作用 とこの造構造 運動 とは密接な関係があ り,

先古第二紀に端 を発しました造構造運動はその

後 も繰 り返 えし行なわれまして,鮮新世末期ん

洪積世初期の松浦玄武岩類の噴出後 まで も続 い

た。この永い間の造構造運動の全てが西彼杵背

斜に も関連す る ものと考え られ ます。

西彼杵変成岩の形成後,古第三系堆積 までの

地質構造発達史は両地層群の層位関係が,た だ

不幣合・であると言 うことが確 め られてい るだけ

で,細かな ことは まだ判っていないので詳かで

はないのであ りますが,先 占第二系の火成岩類

の活動が この間にあったことと,浸食だ とか断

層活動によって生 じた凹地帯に古第 二系が堆積

したことだけは確かであ ります。

九州 の古第二系 をずっと通覧 してみますと,

おおむね南か ら北へ海が広 が り,そ の後南か ら

北へ逐次陸イヒしていったことが伺 えるのであ り

ますが,大村湾沿岸における古第二系 もこの例

に漏れず第 2図のような分布を示してい ます。

地質調査所の水野篤行博士は西 日本地域におけ

ける占第二紀か ら新第二紀 初期までの時代 を高

島,沖 ノ島 ,舟津 ,間瀬 ,西彼杵,佐 世保の 6

つの階に区分 してお りますが,そ の うち高島 ,

沖 ノ島の 2階 は始新世,舟津 ,間瀬,西彼杵の

3階は漸新世,佐世保階は中新世に属す るとし

ています。これ らの堆積盆地を古不知火海 と呼

んでおりますが, この古不知火海の移り変わりは

第 3図 を御覧下さい。

□  訴

"二

望火山

`興

□  下t7中 着 鷹

日  上年 青析縫

国  下キ 当着縫

囲 量下キ 噺 新祀

匡 ]上 年 ●晰 ‐

■1 中下|「

"キ
籠

匡コ た力二凛

第 2図 大村湾を囲む地域における古第二

系分布図 (水 野篤行原図 )

一
４
一″一一プ
．

ル
′́~｀｀`ヽ

∴ト
甕爵べ資警鑢
麟 薔炭堆織地域

菫遜覇識
=繊

==通
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第5図 古不知火湾の変遷 (水 野篤行原図 )
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これはいわゆる古不知火海の高島階,舟津階 ,

それか ら西彼杵階の 3つの階における海域 と陸

域の分布を図解した もので,昔の湾が入 りこん

で, だんだん海が北へ進 む とともに南の方か ら

だんだんに陸地にな ってゆ くとい う当時の海の

変遷を示 した ものであ ります。

古第二系は多少の招曲は してお りますけれ ど

も,おお むね南か ら北へ傾斜して南か ら北へ 古

い地層 か ら新 しい ものが露出 しています。

西彼杵半島 には背斜構造 を切 って北東,北西 ,

東西方向性の主要断層が発達 しています。野田

先生 らの御意見によります と,北西方向性の も

のが最 も新 しい時代に属すると言われています。

それ らの各方向性の断層は西彼杵半島に限 らず

大村湾を囲 む他の地域 に も及んでい るようであ

ります (第 4図 )。

これ らの断層の方向性 は,人工衛星ERTS

映像によるリニアメン ト(線形 )に よって も表

現 されているよ うであ ります。
°
もちろん映像に

よる リニアメントが直 らに断層そのままを表現

す るものではございません。節理 だとか ,雲 ,

植生な どに よつても影響 されることもございま

す 。このほか南北性 や北北東,北北西性な どの

リエアメン トも見 られます (第 5,6,7図 )。

これらの映像 によるリニアメントの方向性は現地

のfield workに よって節理や断層の方向性 と併

中‐
摺

人付滝
薪層

就輻 l薗

亀をヽ1薇
3ち

IT:電||:

げ

蹴
亀
解
一

轟棗,戦

,::紗

第 4図 大村湾を中心とした地域の断層,摺曲分布図

-12-

為 轟基



せチェックする必要があ りますが,断層の方向

性はおおむねマッチするよ うであ ります。野田

先生 らが西彼杵半島で報告 され ました断層の方

向性は他の地域に も見 られ るとい うことは前に

も申 しましたが,そ の うちで も北西方向の断層

とい うものが最 も優勢な もので ございました。

しか もこの北西方向とい うものは最 も新 しい時

代にまでかか って生成 した ものであ りまして ,

地質調査所の村 上氏の報告によ りますと諌早 市

街地に発達 してお ります北西方向の 1つ の断層

は,喜 々津植物イヒ石層に相当します藤津累層の

下底部の凝 灰岩層 を も切 ってお ります。 しか し,

それに引き続いて堆積 した溶岩類あるいは砕屑

岩層 こうい うもの までは切 っていないので, こ

の断層は占第二系堆積後は もちろんの こと,洪

債世の初 め頃のいわゆる藤津累層の堆積の初め

頃にまで及ぶ期間にで きあが った ものであると

言えると思います。

中新世末期に噴出したと考え られる佐賀県の

肥前粗粒玄武岩類に対比 され るだろ うと思われ

る岩体が,本地域におきましても分布 していて一

部に古第二系に ドー ム構 造 な どを作 ってお り

ます。 これ らの大 きな断層 はこれ らの火成岩類

をも切ってお りますので,断層がで きた時代よ

りもその火成岩類 の形成の方が先であることは

確かなのであ ります。

次に松浦玄武岩 といた しました玄武岩類の基

底面はほぼ平坦でぁ り,古第三系の異なった層準

(Horizon)に 直接のつておりますので,古第二系堆

積後 ゆるやかな櫂曲,比較的古い時代の断層で

切 られ 上昇運動を うけ削争Jさ れた後に松浦玄武

岩類が活動 したものと考え られてお ります。お

そ らく鮮新世末か ら洪積世初期に及ぶだろ うと

い う事は前に も申しました。

ここで断層 と地形っ とくに海岸線の方向につ

きま して私の考え方 を一つ申したい と思います。

海岸線の方向性は構成する岩質 だとか,節理 ,

第 5図  ERTS映 像による北東方向性

リニアメン ト

第 6図  ERTS映 像による東西方向性

リニアメント

第 7図  E
リ

RTS映 像による北西方 向性
ニアメン ト
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第 8図  大村湾海底地形並びに沿岸地域における断層分布図
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沿岸流,そ の他の条件に影響 され ることは当然

のことであ りますが,断 層 に支 配 され ること

も非常に多いとい う事は,私 のわずかの経験で

はあ りますけれ ど も確かなことと考えてお りま

す。 この場合,大まかな海岸の方向性 とい うも

のは大規模な断層に支配 され る。小屈曲は小規

模の断層に支配 され るとい う傾向があ ります。

上掲の諸図に見 るように大村湾の海岸線の方

向性 もやは り断層方向に,あ るいは ERTS映

像による線形の方向に支配 されておるとい う様

に考 えられ るのであ ります。大村湾底の地形 を

見てみます と,水深によって等深線を引いてみ

たんですが, この陸地における数断層の延長が

海底にまで及んでいると私は解釈しております (第

8図 )。 もちろん 新しい海底堆積物はもとの基盤の地

形にllF応 して堆積 すると考 え られ ますので海底

の地形は基盤岩層の古い地形 を示すと思い ます

が,海底の谷の方向が海岸線の方向にほぼ並行

しています。この考 え方が許 されますな らば大

村湾の輸廓が出来たのは主要断層の生成期 であ

り,第二紀の中葉以降っ洪積世の初 め頃に至 る

までの地殻変動によって完成 されたことにな る

訳であ りますが,地球 の歴史でいいますとそう

古い時代ではあ りません。

さらに大胆な想像 を許 して もらえるな らば,

西彼杵変成岩類 と古第二系 との境はほぼ西彼杵

半島の東方海域に海岸に沿 って北西～北北西の

断層 が想像 され, これで もって境 されてい るの

ではないか。また これ らの断層に沿 って 20～

30mの 深 さの海盆 といいますか,海釜 といい

ますか,そ れ らが連な つてい ます。 しか もそれ

は北へい くに従 って深 くな ってい ます。これを

考 えてみますとこの断層にそって北へ流れ る谷

があ って今の西海橋付近 を通 って外海に出てお

った時代 が あ り,後 ほ どそれに海水が侵入 し

て きた。こうい うように考 え られます。また湾

の東岸には西側落らの断層が考え られますが ,

大村湾は これ らの断層群によってで きた地溝帯

でそれに海水が入 りこんできた。 これが現在の

大村湾であ ると勝手な夢物語を考えてお ります。

余計なことですけれ ども多良岳山系の東側は有

明海なんですが,有明海の西岸 に平行 して東～

北東おらの断層があ り,大村湾東岸に も南西お

らの断層があって,多 良岳山系は地塁地帯では

ないかと,こ うい うような ことまで想像で きま

す。

大村湾の東の多良岳山系では標高 100～

200mの 所に も古第二系が分布露出 してお り

ます。西彼杵半島 だけが古生代の変成岩類にな

っていますか ら, おそ らく大村湾の新堆積層の

下の基盤 とい うものは大部分が古第二系ではな

いかと考 えています。

今申 しました事 が許 され るな らば,大村湾の

大方の輪廓 とい うものは洪積世の初期までにで

きまして,そ れ と相前後して藤津累層の主体を

なす火山砕屑岩が噴 き出して くる。洪積世後半

にな りますと山陰系角閃妾山岩の噴出,そ れに

伴 った寄生火山 として武留路山,あ るいは鉢巻

山がで き,安山岩 とか玄武岩類が噴出 した。 こ

の山陰系角閃安山岩類の噴出後,浸食の時代を

経 まして下釜貝層 とよばれ る海棲員イヒ石,そ の

他の海棲生物の遺骸を含んだ砂礫層が堆積 した。

先に申しましたよ うに この堆積面の高 さは標高

20mで す。

諌早市貝津付近の高位段丘堆積物の堆積面の

高 さも20m士 ですが,非常に大 きな安山岩円

礫を含んでお りますじ火山灰質の粘土層なども

挟 まれて案外はっきりと成層 してお ります。鎌

田先生の御研究によ りまして下釜貝層 がで きた

のは洪積世最末期であると考え られてお ります

ので,海水準が 20mも しくは多少高い海水準

であ った時代は洪積世の末期 とな ります。 この

20m士 の高海水準時には どうい う地理的分布

をしていたか と申します と第 9図のよ うに考 え
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ζ

られます。

これは正直に 20m等 高線 をなぞったんです。

すると有明海 と橘湾 との間の愛野 (愛津 )地峡

や大村湾 との間の諫早地峡は海峡化し、県南地

区の諌早以西は島にな って しまうんですね。こ

ちら雲仙半島 も島にな つてしまい,多 良岳山系

部は半島になってしま うとい う時代があった。

この時代はいつ頃かと言い ます と今の研究では

氷河期の一番最後の時代, ウルム氷期のはじま

る前の非常に高い海水準の時代におそ らく相当

す るものであろうと思われます。有明海域 での

研究によります と,ウ ルム氷期に入 りましてだ

んだんに海水準 は下って まい ります。一番下 っ

たのは有明海域では-100mぐ らいまで下 つた。

ウルム氷期が終焉をつげまして気温は漸次上昇

してまい ります。そして沖積世つまり現世に う

つ るのであ りますが,こ の時期は大体 1万年程

前で あろ うと推定 されています。

有明海域にお きます有明粘 土層 とい うものは

このだんだんに海水準が高 くなる海進時代に堆

積 した ものであ りまして,そ の時の堆積基面は

有明海では-40mの 平坦面であるとされてお

ります。現世,即 ら沖積世に入 りまして海水準

がだんだん高ま ってまい りまして海域は広 くな

ってきます。 この海進 を沖積海進 もしくは日本

式には縄文海進 ,あ るいは東京での有楽町海進

な どと言われ てお りますが,海が最 も広が った

時代はいつの時代か。 これはなかなか問題であ

ります。私は九州地域 では特に有明海域では 5

m内外 の高さで,大 きくみて も 10mに は達 し

なか つた と考えます。本地域に発達 します 5m

内外の高さの低位段丘はこの時代にできた もの

だと考えます。その時期は佐賀県の伊万里湾沿

岸で露出 してお りま した段丘か らやは り 5 Πl内

護|ぃ

鶴

ｒ・い■ルプム一

第 9図 洪積世末期の+2□ m高海水準時の古地理復元図
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外の高さまで海がきていた証拠があ ります。そ

の当時の段丘裾の堆積物を C14法 で時代を測定

します と4,400～ 4,500年前,いわゆる縄

文の中期 とい うようにな ります。

ところが諌早 。愛野 (愛津 )の 両地峡でこの

付近の遺跡を研究なさった方がいました。その

方の説によ ります と沖積世の前半の最大の海進

と言 ってお られますか らおそ らく沖積海進だと

思 いますが,そ の場合に両地峡は水道化 されて

大陸か らの有明海を通ず る交通路 となったとい

うのであ ります。 しかし海峡 fヒ す るのは ウルム

氷期のはじめ頃, 2 0 mtt Lも 海水準が高か っ

た時代です。ところが沖積海進はその ピーク時

といえども5m内 外までです。 これでは とて も

海峡化されない。こうい うよ うに考 え方を異に

してお ります。

ウルム氷期の初め頃に 20m海 水準が上がっ

て海峡 化 したと話をしましたが, これは昭和 32

昭和 52年 7月 諌早水害当時の

河川氾濫図

年 ですか諌早付近で大洪水がありました。当時

の氾濫図 (第 10図 )を 御覧にな りまして もう

なづかれ るし, もう少 し洪水が大規模であった

な らば恐 らく大村湾 と有明海がつながった位 に

氾濫 しておったんじゃないか と思われます。こ

れ を見まして も20mも 現在の海水準 を上げた

な らば当然大村湾,有明海 ,橘 湾はつながって

しま う。

前に も述べました低位段丘,即 ち5m内 外の

高 さを有 する段丘の縁辺にある段丘崖には海波

で作 られたいろいろの海食の痕があ りますが,

これは現在の海岸線か ら l km内 外 も陸地側にあ

ります。その写真を見てみたい と思います。

第 11図 は大村市の南端で諌早市との境に あ

ります溝陸部落の裏にあ り,こ れは波がつ くっ

た欧穴なんです。 ピットと言 っています。波食

痕 の上限は大体,海水準のすれすれ以下にある

第 11図 溝陸部落裏にみられるビット

第 12図  諌早日大高校下の道路上のビツト

第 10図
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第 16図 諌早市城山西北方にみ られるクレビス

第 14図  諌早市清水町神社横 に

みられるオーパーハング

のが普通です。この 上の段丘面は 5mの高さで

可・ 。

第 12図 は諌早 日大高校下の道路 ぎわにある

ピットであ ります 。崖下の平地では薄い表層下

は黒灰色の シル ト質の層で,貝殻が沢山で ます。

だか ら当然海 に被われていたことは確かであ り

ます。その時の堆積物,いわゆる有明粘土相当層

はこの付近では試錐結果では 2～ 12.5mの厚

さであ ります。

第 13図 は海食による害Jれ 日なんですね。

今 の海岸を御覧にな りまして も割れ日に波が打

ちょせて害Jれ 目を大 きくしています。 クレビス

と言 っています。

第 14図では崖の 上部がひさしみたいにでて

い ますが, こうい うもの も波食痕の 1つです。

なお,諌早大干拓地の周辺 にもどうも海抜 5

m程の所に段丘 らしい ものがあ り希望を持 って

歩 きましたが,残念なが ら段丘 上は都合のいい

宅地にな るので宅地造成な んかでみな壊 されて

段丘崖 は,石垣 を積 ん だ リコンクリー トで覆

われた りして期待を裏切 られたのであ ります。

そ うい う所でない海岸,長崎県は海岸線が非常

に長い県であ りますので,皆様は何かの機会に

はこ うい う所に気 を付けて見ていただきたい。

す ると波打 った跡が見える と思 うんです。これ

は砂岩に保存 され易 く,頁岩な どはこわれやす

いためか,花商岩は真砂にな ってしま うためか

余 り見 られない と思います。伊 万里湾沿岸の調

査などで も砂岩によ く見 られ ました。

この海食崖の下の平地,諫早あた りの平地の

下には有明粘土相当層が分布 してい まして海棲

の員殻などがで るのであ ります。それ は有明海

におけ る有明粘土と同じ様な環境で堆積 した も

のと思い ます。

今っ申しましたように波食痕の 上限が海抜 4

mく らいですか ら海水面はそれ以 上の高 さまで

あった。そ うします と今の海岸線 よ りは出入 り

がはげしくて谷間には海が侵入 して溺れ谷 をつ

くった。現在は丘陵地であって もその周囲の低

地 を水で覆 うと島のようになる。これ は想像に

かた くないのであ ります。 この丘陵地 と海岸 と

の間に平地があ りますが,そ の丘陵地 と平地 と

の境によ く海に関連 したような島 だとか崎,津 ,
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