
長崎県地学会誌 第33034号 (合併号)(1981)

第 102回 (昭 和 54年 10月 21日 )

(茂木植物化石発見 1

(2.5万分の

南鳥島付近をのろのろとlL上 してきた台風20

号は,そ のままの速度で行 くとこの巡検会があ

る土・ 日曜日頃が最 も接近する気配を見せ,置

話人としては非常に不安であった。

幸いにも本州に近づ くにつれ,ス ピー ドを早

めながら九州東岸をかすめて通 り過 ぎて行った。

そのため開催当日は晴天に恵まれた。しかし終

日北風が強く,肌寒 さを覚えた。折 しも,茂木

の町ではお宮日にめた り出店が立ち並び大いに

賑わっていた。

集合場所を弁天橋の脇に移 し,世話人の挨拶

の後,鎌田畠J会 長から挨拶と今回の茂木植物化

石発見 100周 年記念巡検会の意義についての

説明があった。

本日の予定は次のとお りである。

10時 30分～ ll時 30分 茂木植物化石層

周辺の地質巡検

ll時 30分～ 12時 30分  講話

12時 30分～ 13時 15分 昼食

13時 15分～ 13時 30分  ミーティングと,

小林会長の海外研修旅行の報告

13時 30分～ 15時  茂本植物化石層の見

学 と化石採集

弁天橋から北浦の方へ歩いた。厳島神社の鳥

居付近から,道路脇によく水磨 されたにぎりこ

ぶ し大の円礫岩層が見 られた。礫 として結晶片

岩・ 砂岩・ 花こう岩などが含まれている。それ

阪  口 和  貝J(長 崎南高等学校 )

から20mほ ど先の堀 り切 りのフェンスでおお

われた崖には,茂木植物化石を含む凝灰質泥岩

がほぼ 15° 位で北東に傾いている。この場所で,

かっては保存の良い植物化石を多量に採集でき

た。その跡があちこち洞穴状にフェンスの中に

見 られる。これをさらに傾斜方向に進むと,い

わゆる長崎火山の火山角礫岩に移 り変 ってい く。

この場所か ら引返えして神社の階段を登った。

上には広場があり,こ こにも結晶片岩礫を主 と

する礫岩層が見 られた。その場所から東へ下る

と玄武岩の溶岩が分布する。礫岩層との不整合

関係が見られる。先生と一緒に参加した小学生

諸君が,大いにハンマーを振 るい,大いに質問

している姿は,ほほえましかった。弁天山を抜

け埋立て地を通って天然記念物に指定 された茂

木植物化石層の前まで歩いた。この場所はかっ

て潮がひたひたと打ち寄せる波打ち際であった。

そこには,玄武岩や礫岩の露頭が見 られた。残

念ながら今は埋め立て られてそれが見れない。

植物化石層を前にした原っぱに円座をつ くり,

講話を聞いた。

はじめは,高島高等学校の田中敏朗先生の

「 1879年 10月 のノルデンショル ドの長崎

来訪」である。

ノルデンシ ョル ドは北極海航路の中の北東航

路を完成するという,マ ゼランの世界一周にも

匹敵する偉大な仕事を成 しとげた人物でぁるこ

茂木植物化石層についての講話と見学

00周年記念特別巡検会 )

l「長崎東南部」 )
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と,彼はスウェーデンの国立博物館の鉱物部長

でぁったこと,横浜一神戸を経て長崎に入港 し

たこと,長崎来訪の主な目的は高島炭坑か ら産

する植物化石を見ることであったこと,英国人

トーマスグラバーゃ日本人志賀親朋等多 くの外

人を含む 10名 が役員となって歓迎会が開かれ

たことやその時のエピソードなど,次 の日の展

示会で茂木植物化石がノルデンショル ドの目に

とま り,茂本まで出掛け土地の子供たちに手伝

わせて植物化石を多量に発堀 したこと,西浜町

の雪屋 という旧家が自分の家か ら出している西

浜町の傘鉾にノルデンショル ドのサインをもら

いに行ったこと,そ の傘鉾は現在 ,長崎市博物

館に展示されてあること等の興味める話につづ

いて,小チ|1琢治,矢部長克9遠藤誠道博士らの

調査研究が引続いて行われたことなどに触れら

れた。

次は,長崎大学の鎌田泰彦先生の「茂木植物

化石研究 100年史」である。

ノルデンショル ドが持 ち帰った茂本植物化石

の標本はスウェーデンの腱界的な古植物学者ナ

トホルス トやフローリンによって研究 された。

ナ トホルス トの茂木植物化石の記載は日本の新

生代植物化石群の最初の詳 しい記載であった。

茂木植物化石群のもつ地質学的意義については,

フローリンの化石の リス トにもとづいて研究を

された矢部長克,遠藤誠道をはじめ,最近では ,

ナ トホルス トが研究 した原標本の再検討を行っ

た棚井敏雅等によって論じられている。又戦後

層位については長崎大学 をはじめ,長崎在住の

研究者等の手によって研究が続けられている。

最後は長崎南高等学校の藤田光先生の「茂木

港周辺の地質概説」である。

地形図・層序表などの資料を使い,周 囲の露

頭を遠望 しながら,赤崎鼻の結晶片岩類,結晶

片岩類に貫入 した花 こう岩 (8,800万年前 ),

アンモナイ ト化石を産 した北浦層,および長崎

火山岩類などくわしい説明がなされた。

昼食後の 13時 15分から恒例の ミーテ ィン

グを行った。小林茂会長の海外研修旅行の報告

につづいて自己紹介があった。

小林会長の「海外研修旅行の報告」では,ロ

ーレンシアの花こう岩 ,ケベックの石灰岩,ラ

スベガスの石膏 ,珪化本9サ ンジェゴの玄武岩

などの標本 と,グ ランドキャニオンの地質資料 9

ス ミソニアン博物館で購入されたきれいな化石

の本など多 くの資料を前にして ,楽 しい研修旅

行の報告がなされた。

潮 も引いて,海岸に化石層の一部が露出して

きたので,化石の採集を行 うことにした。

はじめに天然記念物に指定された植物化石層

の露頭を前にして鎌田先生から詳しい説明があ

った。その後海へ下 り採集を行った。めちこち

で熱心に採集がなされたが,量的にはめま り多

くなかった。

終了予定の午後 3時 も瞬 く間に過ぎ,潮 も満

ちかけてきたので採集を中止し,茂本植物化石

層に見 られる小さな断層や クロスラミナ等の観

察を行った。その後,田島俊彦会員か ら永年の

研究の成果 と問題点について説明があった。と

くに,茂木植物化石層 と,そ の真上に来る結晶

片岩・安山岩・流紋岩礫を含む無層理の火山角

礫堵 との関係をどうとらえるか という問題点が

指摘 された。多 くの会員をはじめ,小学生の参

加があり賑やかな楽 しい,そ して 100周年記念

特別巡検会にふさわしい,有意義な巡検会であった。
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長崎県地学会誌 第33・ 34号 (合併号)(1981)

03回 (昭和 55年 3月 23日 )

九州自然歩道の地学

宇土越 ―オサエ越 ―八天岳 ―栗木峠

いつの巡検の場合でもまず気懸 りなのは当日

の天候である。今回 も前日には暴風雨警報まで

出ていた。その上優勢な寒気団が上空に流れこ

んでいて,春 とは名のみの冷え込みかたで,当

日午前 6時発表の天気予報は「本日は曇 り時々

雨で山沿いのところでは雪 となるでしょう」 と

いう。

巡検のルー トは松浦玄武岩台地で,長崎県で

第 3番 目に高い国見山と八天岳の尾根づたいを

南方より北方へ向かって歩 くコースでぁる。地

質調査所の図幅説明書によるところの玄武岩類

は,伊万里と有田町の中間にある青螺山付近を

中心 とした,一大楯状火山であったろうという。

その時代については佐置保妙観寺峠付近の溶岩

のK― Ar法 による年齢がおよそ 800万年 と測

定 されている。

この広大な地域に分布する大規模な溶岩は ,

国見山付近で最も厚くおよそ370mに 達 してい

る。佐賀県を北流する有田川の開析によって県

境の東倶Jには基盤が露出し,地形的に一見断層

崖 と見めやまるような直線状の急傾斜の崖が連

らなっている。このため本日のルー トは松浦玄

武岩の東縁を歩 くことになる。

この玄武岩が風化 してできた土壌は今日のよ

うな雨や雪の日には歩 くのに難渋するような赤

土のぬかるみになる等,玄武岩地帯特有の地形・

風土を形づ くっていることが自然歩道を歩 く時

にも観察 される。

福岡よ り参加された古川 さんはルー トの 1万

第 5回

地形図「伊万里」

小  林 茂  (長崎県地学会長 )

分の 1地形図の他に,熊谷組が国見 トンネル堀

撃に先だって調べたボーリング等の地質調査資

料を,又芦原 さんも関係資料を夫々コピィして

配布 されたのでお蔭で大変参考にな り巡検をよ

り有意義に実 りあるものとすることができた。

観察地点①  バスを終点上宇戸で下車 しまず

玄武岩の基底を確かめるため,宇戸越の峠を過

ぎて更に舗装道路を西方に 200m程 下ると相

浦層群のモエズ層が露出している。サン ドパイ

プが散見 され,こ こでサンプ リングする。化石

帯の層準であるが,他に化石は発見されなかった。

モエズ層は佐騰保付近では市街地に露頭が見

られるが,こ こでの水準は約 420mに 達 して

いる。本 日配布 された資料によると,八天岳南

方約 l kmでは玄武岩基底面の相浦層群の高 さは

460～ 470mに 及んでいる。又佐置保付近

で傾斜が全般的に 10° 以内の極めて緩傾斜で平

地に分布するのに対し,松浦玄武岩の東縁部で

は基底は隆起して,地形の傾斜 とは逆な西方に

10° 以上の傾斜で傾動 している。

これよ り引返 して自然歩道のコースに沿い途

中左手に,清冽な水を一杯湛えた郷美池を見な

がらオサエ峠に向う。オサエ観音の最近改装さ

れた御堂を拝借して昼食。午後は林道を八天岳

へ登 り始めたが,こ の頃よ り小雪が舞い林の中

には昨夜来降っていたのであろう積雪が見 られ

る。

観察地点②

八天の山頂を目ざして行く途中に,最近でき

第 1
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てまだ地図に記載 されていない林道が山腹を迂

回 している。これを左に曲がると道端に自色糖

状の凝灰質砂岩が露出して,水平な葉理が認め

られる。化石で もないかと探 してみる。熊谷組

の トンネル上のボーリング資料で海抜 620～
630m地 点の砂岩に相当するものと推定 され

る。玄武岩地帯で周 りの岩石 ,土壌すべてが酸

化鉄で赤褐色であるのに対して,こ の自色凝灰

質砂岩の存在はひときわ目をひく。地質調査所

の伊万里図幅はこれを境 として後期無斑晶玄武

岩 (B7)と 後期斑状玄武岩 (B8)と に区別

している。

栗木峠よ り国見山に至る間は,バ ラス敷 きで

自動車の通行可能な既設の道路に平行して,新

たに自然遊歩道 として小径が林

間に設けられているが,見 るべ

き露頭は殆んどないので,栗木

峠よ り旧道を潜本まで下った。

新 しく開通した国見 トンネルの

自動車道 も現在露頭はすべてセ

メントで被覆されてしまって巡

検のコースとしては適当でない。

観察地点③

途中国見 トンネル西日南方約

100m海 抜 480田 地点と,

旧道を更に約 300m下 った海

抜 450～ 460田 地点にも玄

武岩の円礫層が見 られ,両者は

一連の もので礫層は西方に く

傾斜 している。伊万里図幅では

これらの礫を境 と tノて中期斑状

玄武岩を更に岩質によって B5,

B6と 区分 しているが,肉眼で

は識別が難 しいようである。

新たに開通したバス道路では ,

かって硬い砂鉄質の円礫が又本

田池付近の高架橋畔では石英や

チャートの円礫が認められたが ,

このルー トに露出しているのは

殆んど玄武岩の円礫である。

潜本のバス停付近は崖錐堆積物なのに配布さ

れた資料にN70QW方 向の岩脈が 10数本 も記

されているが,こ れはすべて,か って日鉄鉱業

が石炭を稼行 していた当時坑内に於て確認され

たものであるという。

観察地点④

ここでは基盤の第三紀層である砂岩・ 頁岩の

互層で径数 1 0 cnlに及ぶブロックが玄武岩の角

礫に混 じって認められる。玄武岩の岩脈に捕獲

岩 として現位置まで押上げられて もたらされた

ものでめろうと推定 される。

本日の巡検は人里離れた山の中を予報通 りと

なった悪条件で,参加者 も会員 6名 ,他に高校

生 l名 と極めて少なかった。
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長崎県地学会誌 第33・ 34号 (合併号)(1981)

:  諫  :  |
4回 昭和 55年 5月 18日 )

テーマ 「土壌の調べ方」

場 所 諌早市貝津町

総合農林試験場構内

集合時間 10:30
騰話人 土壌課長  矢野文夫

専門研究員 松尾俊彦

参加者 28名
進行状況

(1)土壌についての一般論講習

10:30～ ll:30
ス ライ ド説明  ll:30～ 12:o5

水田土壌の観察・ 質疑

12:10-13:

(4)昼  食    13:◎

(5)ミ ーテ ィング  13:4

(6)森林土壌の観察 e質疑

14:10-14:20

(7)母 材別生成土壌展示園観察および移動

14:20～ 14:35

(8)赤 色風化殻上の土壌観察 0意見交換

(9)現地解散

新緑の美しい時節に好天に恵まれて,「土壌

のみかたJ脅 テーマとした会が持たれました。

土は命の源であり,め らゆる日常活動の場に於

て,も っと土の性質な考慮すべきだとかねがね

思っていたものですから「土な知って頂く絶好

の機会」と張 り切ったのですが,不慣れなため

わかり易いまとまった話ができず,結局は意気

ごみが空回りに終ったような心残 りを感じてい

文 夫 (f譲霧瑠合都 試腸 癬 長 )

俊  彦 (長崎県総合農林試験堀 究員 )

ます。Dokuchaevが 言ったように,「母材 0気

候・生物・時間 。人為 という各因子の総合的作

用の結果生 じたもの」 力ゞ土ですが,我々にとっ

て最 も身近に影響を感ずるのはやはり地質母材

であり,成因推測の際に最 も力になるのは地質

学的な物の見方だということを言いたかったの

ですが。

今後とも研 さんを重ね,次の機会にはもう少

し豊かな実 りをお頒ちできるよう努力いたしま

す。御参集いただいた 28名の皆様に御ネLと お

詫びを申し上げます。 (松尾俊彦 )

「土壌」は水や火のように災害をもたらすこ

ともなく,空気と同じように身近かにありなが

ら,私たちはその存在すら忘れがちです。

一見,何の変てつ も感じさせないような田園

風景 も, 1～ 2罰 下の土壌の断面脅みると,実

にさまざまな「顔」を呈し,そ れが微妙に植生

にまで影響 していることに気づ きます。

とくに農林業では土壌が作物 (植物 )の生産

を直接に左右することが多いため,研究の対象

にされてきました。

土壌の研究は(1)生成及び分類,(2)理 化学的生

物的性質の把握 ,(3)保 全及び改善 。などを主と

して作物生産 との係ゎ りで据えてお ります。先

日の巡検では,こ れらのすべてなご紹介 しよう

として ,結局系統だったお語のできな始ままに

終 りましたが,次に機会がありましたら,地質

と土壌の接点部分について,或は植生まで含め

た広範にわたる意見の交換など頂ければ幸甚で

す。 (矢野文夫 )
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