
長崎県地学会誌 (1979)

第95回 (昭 和53年 5月 21日 )

4月 の運営委員会の中で,九州 自然歩道のう

ち,長崎県内を日曜地質巡検会で歩き,将来 ,

「長崎県自然歩道の地質案内」を出版できたら
,

という提案があり,出版の話は別にしても実施

してみよう, ということになった。

実施にあたっての趣旨として次のような意見

が出された。

○自然歩道を軸にして地質巡検を行なうが
,

よい露頭があれば寄 り道もしよう。

○地質だけではなく, 自然 0社会 。文化など

広い視野で巡検 しよう。

○一般にも呼びかけ,参加者のわくを広げよ

う。

などで,そ の第 1回 として,長崎市の矢上町

から木場町まで歩 くことにきまる。

東長崎中学校玄関前に午前10時 30分集合。西

村進先生のあいさつ,簡単なコースの説明の後,

(長崎市立式見中学校 )

五月晴れの日曜地質ハイキングに出発する。

まず,国道34号線をわたり,地名「矢上」の

由来になった矢上神社を通 り,天然記念物の大

楠を見上げながら,矢上小学校の上の運動場に

国る。

①の峠で,侍石層下部といわれている泥岩の

部分から海緑石を採集する。 100mほ ど下って
,

②地点で有孔虫や貝の化石を探す。この露頭の

泥岩は侍石層の特徴である玉ねぎ状構造が見ら

れ,黄褐色に風化している。時間が不足しそう

で,観察も早目に切りあげ,早足で 7～ 8分歩

く。③地点は,館層の模式地で,一部に細レキ

を遮ゝくむ粗粒砂岩から中粒砂岩まで観察できる

(第 4図 )。

旧道を赤松の方へ歩き,④で赤松層の貝化石

の採集を試みたが収獲はなかった。⑤地点では,

川底から道路まで安山岩の岩脈が見られる。

九り11自 然歩道の地学 第 1回

矢上― 田川内一 木場

地形図 2.5万分の 1 「長崎東北部」
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第 1図 九州自然歩道標識
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第 2図 同左
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第 3図 矢上 一 田川村

岩脈を通 り過ぎて 100m余 り進むと,道路の

左側には,ギ ョウ灰角 レキ岩が見 られる。道路

工事で切りとられた当時は,全体が緑色に見え

たが,風化 してはっきりしなくなっている。 レ

キの部分を薄片にして検鏡すると,熱水変質を

受けて,曹長石・緑泥石・方解石などが見られ

る。このような変質作用を受けたギョウ灰角レ

キ岩や熔岩は,長崎市北部・長与町・ 時津町か

ら矢上・古賀町にかけて見 られ,一般にプロピ

ライ トとか,グ リーンタフと呼ばれているが,

変質を受けた原岩の層序 も,変質を受けた時期

も不明の点が多い。り|1平 方面では,緑 レン石や

沸石なども生 じているが,矢上方面では,方解

石が多 く生 じている。

⑥の地点では,プ ロピライトを貫いた火道が

見 られるが,現在では蜜柑畑になり,草が生え

ていて全体のようすを見ることはできないので

① 東長崎中学校

③ 矢上小学校

◎ 番所橋

① 笹の本バス停

①  田川 内バ ス停

①  中尾 運 動場

⑥ 普賢神社鳥居
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一 普賢神社ルー トマップ

今回は見学 しなかった。この火道をつくる岩石

は,カ ンラン石の多い複輝石安山岩で, この付

近では最 も新 らしい岩体であろう。①～⑥の地

点の くわしい解説は,堀口承明 (1972)を参照

されるとよい。

自然歩道は,笹の本バス停から田川内へ続 く。

このあたりから,坂 はだんだん急になり,初夏

を思わせる好天に恵まれて,汗ばむ額をも、きな

が ら思い思いに登る。途中 2か所ほどプロピラ

イトが観察され,田川内バス停へ続いているら

しい。

①の地点では,谷の北側は角閃石安山岩が変

質を受けた緑色岩であるが,谷の南側では新鮮

な複輝石安山岩が,等高線に沿った形で中尾の

方まで分布する。ほんの一部の輝石が緑泥石に

変わっている部分は見 られるが,長崎市を囲む

山々で見 られる複輝石安山岩と同 じものである

岩  脈

複 輝 石 安 山岩

角閃 石 安 山岩

変 質安 山 岩
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砂 岩 と泥 岩 の 互層
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(第 5図 )。

車で通れるのは,田川内バス停の上 300mほ

どで,そ の上の方は自然歩道として整備され,

踏場の広い階段が中尾運動場の下まで続いてい

る。 この道路から中尾運動場の一帯は,変質と

風化によって,濃赤紅色か ら黄褐色・黄白色に

なったギ ョウ灰岩・ ギ ョウ灰角 レキ岩・ 熔岩が

あり,最上部と考えられる複輝石安山岩 も選択

的に変質を受けている。

中尾運動場の上,標高 362mの広場で遅い昼

食をとる。恒例の自己紹介や, 自然歩道の説明

がある。参加者は,幼児か ら学生・主婦 0会社

員・公務員など広範囲で,にぎやかな楽 しいハ

イキングの気分であった。

午後,普賢神社鳥居から木場町の方へ50mほ

ど進み,道路そばの露頭を観察する。真砂状に

風化 した部分や,板状節理の立った熔岩が見 ら

れ,色 も紅褐色や青灰色の部分に分かれるが,

みんな同 じ岩石で, 4 mmぐ らいの卓状斜長石と,

全体がオパサイ ト化 した角閃石が目立ち,石英

や,微斑晶の普通輝石 0シ ソ輝石を含み,時に

はカンラン石 も見られる。斜長石は累帯構造が

発達 し斑晶は破砕状を しているのが特徴的であ

る (第 6図 )。

これに似た角閃石安山岩類は,峰火山の西中

腹や,奥 山 0本原か ら現川に出る峠にも見 られ

るが,活動時期は明らかでない。

普賢神社鳥居から木場まで,旧道は谷間をほ

ぼ直進するが,最近,中尾～木場間の道路が整

備されて車が多い。自然歩道がどちらになって

いるかわからず,車の通 らない旧道を下る。こ

のあたりの露頭は,複輝石安山岩が山頂から谷

間まで観察され,おそらく地表を流れ下 ったも

のであろう。

木場のバス停で閉会することになり,バスを

待つ人や片渕町の方へ歩 く人など,思 い思いに

帰途につく。

今回のコースのうち,矢上の古第二系につい

第 4図  館層の中粒砂岩

クロスニコル
スケールは l mm

第 5図 ⑦の複輝石安山岩

平イ予ニコル

スケールは 0。 2 mm

Plは斜長石,Hyは シソ輝石
Auは普通輝石

第 6図 普賢神社鳥居の南

角閃石安山岩

平 行ニ コル

スケールは 0.2 mm

Hoは全床がオパサイト化した角閃石
Plは斜長石

Qは石英
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ては詳細な研究がなされて,よ く知 られている

が,長崎市北部一帯の火成活動については不明

な点が多い。さいわい,田島 (1975)や ,近藤・

梅野 (1978)の研究によって,長崎市北部・時

津町・長与町方面の火山層序 も明 らかになって

きたので,謎の川平閃緑岩や,変質の問題など

も明 らかにされることであろう。

今回が自然歩道を歩 く第 1回目の試みであっ

たが,参加者の層が広 く,天候にも恵まれ楽 し

い巡検ができた。ただ,案 内者の不明もあって
,

地質の学習の面で不満があったのではないかと

恐れる。今後は両立 して発展できることを期待

したい。 (参加者,会員16名 ,一般 6名,児童

5名,計27名)  |
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