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(野岳湖南方地域 )

まえがき

この報告は小松昌幸氏の依嘱により,表記の

地域に設立する社会教育施設「月光の里」の用

水に充てるため,野岳湖南方地域について行っ

た水理地質調査である。

調査にあたっては長崎大学鎌田教授より多大

の御指導を受けた。また同氏による土地分類基

本調査の5万分の 1表層地質図「大村」,地質調

査所 5万分の 1地質図幅「大村」は調査の基礎

として大きな便宜を得たものである。

地質の概要

この地域は多良岳火山の西麓に当り,国鉄松

原駅以南の大村扇状地を除けば,すべて同火山

の活動による火山岩類で成立っている。北束の

郡岳 (826m),武留路山,飯盛岳等の新しい熔

岩円頂丘は,多良岳の火山活動の終りに近 く噴

出したものであるが,こ れらを除いたいわゆる

大野原の台地は,山麓の火山岩類が削剥により

準平原状になったものである。施設が設けられ

ボーリングが予定されるところは,こ の準平原

化した火山岩地帯のなかに位置している。

関係の地域を構成する火山岩類は,下位より

1)凝灰角礫岩, 2)大村安山岩, 3)鉢巻山

玄武岩の 3者である。用地の地表に現れている

故 石 井 哲 夫  (小松地研)

ものは大村安山岩であり,その下に凝灰角礫岩

がある。しかしこれは南側の佐奈川内川の谷沿

いに露出しているのみで,高い部分には見られ

ない。

したがってこの水理地質調査の要諦は「大村

安山岩と凝灰角礫岩との空間関係を明かにする

こと」にある。

敷地は野岳湖ダムの南端より600mの 南にあ

る標高250m余の小丘陵で,北側を除き3方は勾

配約35°の斜面を以て佐奈川内川の谷に臨んで

いる。このような地形は水理地質のうえでは極

めて不利であって,地下水を得るためにはでき

るだけ北倶1に 寄ることが望ましいと思われた。

地質各論

凝灰角礫岩

基底をなす凝灰角礫岩は川内橋の西方から佐

奈川内川に沿って,重井田の東,標高250mぁ た

りまで分布している。爆発的な火山活動により,

火山礫 と火山灰とが堆積したものであるため:

軟質であって熔岩と異り亀裂が少 くこの中には

地下水を含まず,その上の地下水に対して浸透

を妨げる効果がある。

大上戸川以南殊に前船津,鈴田方面に見られ

るこれに似た火山砕屑岩は,凝灰角礫岩と極め

てよく似たものであるが,こ れは火山泥流によ

*本稿は「月光の里」主、長崎大学名誉教授小松昌幸氏および石井哲夫先生の御遺族より,昭和53年 10月

8日 に御了解を得て掲載するものである。
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る堆積物であって,鎌田教授がこれを「火山円

礫岩」 (Vf)と して凝灰角礫岩と区別したのみな

らず,小倉勉氏も多良岳火山地質調査報文 (大

正 8年)の中に「塊泥岩」の名称を用い,凝灰

角礫岩とは異ることをあらわしている。この調

査と直接の関係はなかったが,現場打合せの帰

途今富郷でこの岩の露出地に遭遇し,車中でこ

の話が出たのでここに付記したのである。

凝灰角礫岩は他の火山岩と共に,巨視的には

火山の中心から次第に高度を減じているとみて

よいが,細かくみればその表面には起伏があつ

て,異った方向に傾いたり盆地状をなすことも

少くないのである。

裏見ノ滝南南東の川の南岸では,標高約100m

に凝灰角礫岩とこれを覆う大村安山岩との境界

がある。

この対岸にある廃屋となった農家の西から北

へ登る小径の途中,標高160～ 170mに は凝灰角

礫岩が見られる。この両岸の標高を比べてみる

と,こ の地区では凝灰角礫岩の上面 は一般方

向とは異なり,北から南,あ るいは北東から南

西に傾いていると思われるのである。

大村安山岩

大村安山岩は優黒色,粗粒,多斑品の安山岩

で,板状節理が著しい。(こ の上部は岩相がこれ

とは違っているが,こ こでは関係がないので略

する。)

節理面の方向は地下水の流れる方向と関係の

あるものであるが,大村安山岩の少 くともこの

地域での方向は極めて不規貝Jな もので,こ れを

以て地下水の動きを察することは困難である。

一般に安山岩など火山岩の節理や亀裂は地下

水のよい通路である。そうしてこの安山岩のよ

うに裂かの多い岩ではこれが水脈となるのであ

る。この熔岩の下には上に述べた不透水性の凝

灰角礫岩があり,その境界面こそ滞水層として

探し求める面である。

鉢巻山玄武岩

大村安山岩の上を覆った熔岩である。暗灰

～灰色,緻密で細粒,板状節理の発達もないな

どから,さ きの大村安山岩との識別は困難では

ない。Jヽ さなカンラン石のあめ色をした斑晶が

含まれるが,肉眼では見え難い。

この熔岩と大村安山岩との水平分布の境界は

平原～野岳湖底～裏見ノ滝西岸の線で,ダムの

西端に近 くその露頭がある。したがって野岳湖

から裏見ノ滝の西方の地域に限るなら,その境

界面の標高は200～ 250mでぁろう。

この熔岩は用地の中心から,700m離れている

とともに,大村安山岩の上位にあたる熔岩なる

ため,こ の取水の計画には直接の関係はない。

土質について

この地域すなわち大野原高原には,小さいも

のまで加えるならばおそらくは100以上にも達

するほど多数のかんがい用ため池がある。これ

らが築かれたにはいろいろの理由がある。その

ひとつには野岳湖を筆頭に合計 5の大型ため池

を私財を投じて築いた深沢儀太夫のような人の

存在などの理由はもちろんであるが,地形・地

質・土質などの自然条件がこれに適していたこ

とは見逃せない。地形と地質についてはおくと

して,こ の台地を覆う「赤土」は水を通し難い

もののようである。筆者はかつて 2ヶ 年間千綿

にいたことがあったが,雨後の道路の赤土の粘

りには全 く閉口したものであった。

これらのため池からの用水路にはコンクリー

トなどの漏水を防ぐ材料を用いず,上のままと

しているにもかかわらず,延々数kmに水を運ん

でいるのを見掛けるのである。これはこの台地

の赤土が水を通し難いものであることを示して

いると思われる。

これは玄武岩や鉄分の多い安山岩の上である

ことによるのであって,当然のことである。
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水理地質

滞水面たる凝灰角礫岩と大村安山岩との境界

面の傾斜方向については,さ きに述べたとおり

である。とすれば用地の南乃至は南西側などの

斜面に地下水の露頭すなわち湧水がなくてはな

らない。対岸の道路上から遠望する限りではそ

のようなものは発見できなかった。

用地の北西にひらけた水田は,南西に延び次

第に高さを減じて標高150mに到っているが,こ

のかんがいは谷で湧出した水でなく,上から引

き来ったものである。しかしその麓に近い数戸

の農家の飲料水は何処に求めているだろうかと

の疑間があった。

この水田のある谷に沿って下ると,前に述べ

たように,標高170～ 160mの あたりに凝灰角礫

岩があらわれ,そ のす ぐ下に数100♂ /日 オー

9  . 1 1 15" 1 . 1 1′ ●fam

野岳湖南方地域地質図

ダーの流水を認めた。 これは上に記すように当

然予想されるものである。そうしてこの水がさ

きの農家の用水 として利用されていたものであ

る。

この他には湧水を発見 し得なかったのではあ

るが,ボー リングを希望する地点 とは300～ 400

m以内の近距離のことであるから,用地の北西

側の水田中に地点を選ぶことの可能性 と期待は

大 きくなったのである。

しか しその地点を中心 とした約 4 haの 水田

地域の電気探査によって,さ らに確度の高い情

報を得ることは必要である。電気探査によって

得 られるのは,滞水面の深さと,岩石の比抵抗

とである。 これらによってさきの地表踏査を確

めるのである。
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電気探査 について

電気探査は「電探」の略称を以て,近年地下

水の探査によく用いられるようになったもので

ある。地下水そのものの存在を直接発見できる

ものでなく,電気的性質,こ の場合には岩石の

比抵抗の違いと,比抵抗の異なる岩石・地層の

境界面の深さを測定するものである。

この地区で所期の目的に沿う測定には,技術

員・助手各 1名,作業員 4～ 5名 を以てほぼ 1

日の現場作業となる。

l測点毎に,その点を中心として200～ 300m

の直線上に電極棒を打ち込む空地が必要である

が,刈取 り後の水田中であるから,農家の了解

を受けることは困難ではないであろう。

この作業には位置の正確を期する必要があり,

造成地の外には大縮尺の地図がないので,こ の

地域中での「測点と測線」,「測線に沿った地形

断面」の測量が必要である。

調査地の岩石は安山岩と凝灰角礫岩,こ の間

にはさまる薄い凝灰岩や風化層があったとして

も,こ れらの間には判然とした比抵抗の差 とそ

の境界があるものと思われるから,電探によっ

て「滞水層の起伏」すなわちその傾き,地下谷

や地下の盆地などの情報を得て,さ く井地点の

信頼度を高めることができる。

あ とが き

この報告書はかねて予定している電探の終了

を待って執筆すべきものであるが,ボーリング

地点の細かな位置を除いては,ほ とんど確定的

な水理地質構造が判明したので,一応この時点

での結論をまとめたものである。

したがって電探の終了後,必要な加筆や訂正

があり得ることは当然である。

(昭和50年 2月 20日 )
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