
長崎県地学会誌 第36号 (1982)

研 究 報 告

長崎県の天然記念物 (地質・ 鉱物)そ の 1

鎌 田 泰 彦 (長崎大学教育学部地学教室)

Natural Monument(Geology and]Ⅳ Iinerals)Of

Nagasaki Prefecture,Part l

Yasuhiko KAMADA

(3)地層の櫂曲及び衝上

まえ が き
(4)生物の働きによる地質現象

昭和25年 5月 30日 に公布された「文化財保護  (5)地震断層など地塊運動に関する現象

法」は,文化財を保存 し,且つ,そ の活用を図  (6)洞穴

り,も って国民の文化的向上に資すると共に,  (7)岩 石の組織

世界文化の進歩に貢献することを目的としてい  (8)温泉並びにその沈殿物

る (第 1条 )。 この法律でいう「文化財」には,  t9)風化及び侵食に関する現象

有形・無形・ 民俗文化財や,史跡・ 名勝・ 天然  00 硫気孔及び火山活動によるもの

記念物,お よび伝統的建物群を含んでいる (第  llD 氷雪霜の営力による現象

2条 )。 一般国民は,政府および地方公共団体  αの 特に貴重な岩石,鉱物及び化石の標本

がこの法律の目的を達成するために行う措置に

誠実に協力 しなければならない (第 4条)と ,   長崎県には,国指定の七釜鍾乳洞と斑島玉石

この法律は規定 している。            瓢穴と,24件の県指定の地質鉱物に関する天然

天然記念物とは,動植物や地質鉱物のうち学  記念物がある (付表)。

術上価値の高い貴重なもので,し かもわが国の   筆者は,昭和51年度以降の県指定分 (壱岐産

自然を記念するものである。天然記念物として  ステゴ ドン象化石を除く)について現地調査を

指定される基準は,昭和26年 5月 10日 の「文化  行い,県文化財保護審議会に所見書を提出した。

財保護委員会告示第 2号 」により定められてい  ここでは昭和54年度までに指定された下記の 7

るが,地質鉱物に関 しては次に掲げられるもの  件について,そ の特徴や指定の意義を記述する。

が含められている。                1.壱 岐長者原化石層

2.壱岐のステゴ ドン象化石産出地
一地 質 鉱 物―

3.三重海岸変成鉱物産地

(1)岩石,鉱物及び化石の産出状態        4.小 佐々野島の淡水員化石含有層

(2)地層の整合及び不整合            5。 新魚目曽根火山赤ダキ断崖

一
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6。 櫃崎岩脈

7.茂木植物化石層

(謝 辞 )

この調査の際には ,長崎県文化課よ り担当係

1。 壱 岐 長 者 原 化 石 層

所在地 :長 崎県壱岐郡芦辺町諸吉本村触

壱岐郡芦辺町八幡の南に突出した長者原崎に

露出する層理のよく発達 した珪藻土質の地層か

らは,古 くから植物や魚の化石を産することで

有名である。地層は長者原崎をはさんで東西に

分れ, 100m～ 200mの延長をもって露出する

が,両者は全 く一連のものであり,ほぼ東西性

の走向をもち,南へ10～ 14度傾斜する。従 って

下部は北方に分布 し,最上部は南にあって,つ

いには海面下に没する。地層の下部は,無化石

の火山砕屑岩 (層厚約20m)ょ りなり,上部が化

石を含む珪藻土層 (約 27m)と なる。最上部は

玄武岩質の岩滓 (ス コリア)で被覆されている。

長者原の化石層より産出する化石の研究は,

断片的にはかなり古 くから行われており,と く

にアメリカの魚類学者 ジョルダンによって,大

正 8年 (1919)に 魚類化石の新属新種として

/σ″πs   πグクタθπグεπS    JoRDANが 言己葺表され

たのは著名である。最近では国立科学博物館や

屏風岩海岸 (遠景は八幡浦)

員として,吉福清和 0馬場武夫 0林田好正の諸

氏が同行 し,ま た地元の教育委員会の御協力を

賜わった。ここに厚 く感謝の意を表する次第で

ある。

原
崎

← 天然記念物

国土地理院 |:25,000 芦F 辺

地学団体研究会の総合調査があり,植物 (葉 )・

珪藻 。昆虫・ 魚類の化石がそれぞれの専門家に

より研究され,そ の成果の一部が報告されてい

る。(石田志朗 , 1970;壱 岐団体研究会 ,1973)。

一方,石田町の林 徳衛氏は,戦後の早い頃

より今回まで本化石層に関心を抱き,長年に亘

る化石採集と分類に力を注ぎ,その成果を「壱

岐島長者原産化石誌」として出版 した (1975)。

壱岐芦辺長者原化石層
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含化石珪藻土層

写真 1.



その中で記述された所によれば,植物化石

(葉化石)は 40科67属83種 ,昆虫化石は 7科 10

種 (未同定属種を含む),魚類化石は 4目 6科

12～ 16種 ,爬虫類化石はヘビ 1種などが識別さ

れている。それぞれの種類の標本は48枚の図版

中に示されている。

長者原化石層中の植物化石群の組成は,地質

時代的には新生代第三紀中新世中期を示 し,気

候的には温暖要素を含むという。また魚類化石

や珪藻化石が示す古環境は淡水～汽水性のもの

と考えられる。

長者原化石層と同様な状態で,薄層理の珪藻

土層中より植物化石を多産する例は,本邦にお

2.壱 岐 の ス テ ゴ ドン象 化 石 産 出地

所在地 :長崎県壱岐郡勝本町立石西触

壱岐のステゴドン (旧象)化石標本は,郷ノ

浦町壱岐郷土館に収蔵され,昭和52年 3月 に県

の天然記念物に指定されている。同館では,化

石標本そのものは耐火金庫内に厳重に収蔵 し,

展示室には精巧な模型を陳列し,一般に公開 し

ている (写真 2-1)。

化石産出地は,壱岐郡勝本町立石西触地内の

通称「六郎瀬鼻」とよばれる海岸であり,国民

宿舎「壱岐島荘」の真西 700mの 位置にある。

旧象化石を産出 した地層は北に面 した高さ約 8

mの海崖に露出する。海崖の前面にはゆるい傾

いて最 もよく知られているものとして,栃木県

塩原温泉付近のものがあげられる。塩原では地

層の分布 も広 く,一部は観光業者が採掘 して

「木の葉石」として販売 している。これに比べ

長者原層の場合は,含化石層の厚さも薄 く,ま

た分布面積もきわめて狭少 である。 しかも,海

岸に露出するため波の侵食作用によって僅かず

つ削 られることにはなるが,人力を加えたなら

ば自然の侵食の数層倍の破壊力が働き,こ の

地学的に貴重な資料が壊滅する恐れがある。従

って天然記念物に指定することによって,県内

はもとより西日本においても類例の少ない含化

石珪藻土層の保護につとめることが望まれる。

国土地理院  |: 湯 本

展示室の牙と臼歯 (レ プリカ)          臼歯標本 (耐火金庫内に収納 )

写真 2-1。 壱岐郷土館所蔵のステゴ ドン象化石標本
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斜 (6～ 10つ の幅約10mの砂礫の海浜があり,

その沖には千潮時に露出する平坦な広い砂利浜

が発達 している。

象化石の産出層は,海崖の下部に露出す る厚

さ約 2mの礫質砂岩～細礫岩よりなり,そ の中

部と上部に炭質物を含む泥岩をはさんでいる。

この地層は延長約30mに わた つて露出し,そ の

東端は侵食で失われ,ま た西端は約 2mの落差

をもつ断層のため地下に没する。象化石含有層

の上部には,下位より玄武岩の大礫よりなる礫

岩 (2m),成 層 した凝灰岩 (1.5m),白色

軽石質凝灰岩 (4m),柱状節理の発達した玄武岩

の厚い溶岩流がllk次 重なっている (写真 2-2)。

壱岐産ステゴドン化石は,保存状態が必 らず

しも良好とはいえないが,本邦でも数少ない鮮

新世の旧象として貴重なものである。この化石

を産出した地層中にはなお数多 くの化石骨や歯

などが埋れている可能性が強い。

本象化石産出地 l―l,地層の累重関係を明瞭に

露出させているので,先 に文化財の指定を受け

た「長者原化石層」と共に,壱岐島の地質の生

いたちを理解する上に役立つことが多い。また,

最新地史における日本列島と大陸との接続問題

(い わゆる朝鮮陸橋問題)を 解明する際の学術

的資料としてきわめて重要な場所である。更に,

国民宿舎からも徒歩10分位の近距離にあり,地

学的自然環境の見学地としても本化石産出地を

文化財 (天然記念物)と して指定 し,保存につ

とめることが望ま しいと考える。

参 考 文 献 (1′ 2)

林 徳衛 (1974):壱岐島長者原珪藻土層産化

葛及び楠橋産化石について 長崎県地学会

誌 21号 , 3-13,図版 1-4。

一一一一 (1975):壱 岐島長者原産化石誌

1-38,図版 1-48,島の科学研究所 .

一一一― (1977):壱岐の古生物資料 ―壱岐

の長者原産化石の研究一 壱岐の生物

39-69,長 崎県生物学会 .

壱岐島地学研究グループ (1973):壱岐島の地

質 と化石―一第三系層序,象化石,魚類化

石について一―金沢大学日本海研究所報告

5,89-114,図版 1-7.

壱岐団体研究会 (1973):壱岐島の地質 ―一 と

くに中新統壱岐層群について一―地質学論

集  9,69-81.

石田志朗・藤山家徳・林 徳衛・ 野口寧世・友

田淑郎 (1970):壱岐長者原珪藻土層とそ

の化石 国立科学博物館専報 3,49-63

図版11-14。

松本征夫・壱岐団体研究グループ (1977):壱

岐の地質 壱岐の生物 13-37,長崎県生

物学会 .

六郎瀬鼻1日象化石の産出露顕 層序断面 (上より玄武着,凝灰岩,礫岩 )

写真 2-癬 壱岐勝本町のステゴ ドン象化石産出地
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3。 二 重 海 岸 変 成 鉱 物 産 地

所在地 :長崎市三重町三京海岸,樫山海岸

長崎市三重町向郷および東樫山海岸に見 られ

る
｀ ヒスイ タを含む岩石は,金沢大学理学部地

学教室の大学院学生西山忠男 (現在九州大学理

学部地質学教室助手)が ,九州大学の卒業研究

として西彼杵半島の変成岩を調査中に発見 した

ものである。その研究成果の概要は,｀ 西彼杵

変成岩類中のヒスイ輝石岩
夕という論文名で ,

日本地質学会の機関紙である地質学雑誌84巻 3

号 (昭和53年 3月 号)に 掲載されている。

ヒスイ (翡翠,Jade)は ,緑色,半透明ない

し不透明の鉱物で,カ ボッションカットの宝石

として使われる。東洋の宝石といわれ,西欧で

は一般的な宝石ではない。 ヒスィには,硬玉

(ヒ スイ輝石)と 軟玉 (ネ フライト)の二つの

種類があり,い ずれも古来珍重されてきたが ,

硬玉の方が産出が稀であり,宝石としての価値

は格段に高い。軟玉は彫刻 して,装飾品として

使われることが多い。三重海岸に産出するヒス

イは硬玉の方である。

ヒスイは世界的に産出が稀な鉱物であり,多

くの宝石 ヒスイの原産地はビルマである。日本

では新潟県小滝のものが有名であり,すでに国

の天然記念物として保護されている。 しか し,

小滝では河原の転石として見つかるにすぎない

国土地理院  |.:50,

← 天然記念物

00 ぜ■  山奇

が,三重町向郷三京海岸ではヒスイを含む岩盤

が露出しているため,定説のないヒスイの成因

究明や,同地域の変成岩の生成条件の決定など

の学術的価値がきわめて高い。また、,推定の域

を脱 しないが,古代人の勾玉などのような装飾

品の分布や搬入経路などの考古学的研究に,新

しい情報を提供することになるかも知れない。

三重海岸におけるヒスイを含有する岩石の分

布範囲はきわめて狭 く,ま た産業として採掘で

きる程の量にも乏 しい。 したがって,こ のまま

放置しておけば,みすみす心ない好事家により

乱掘されてしまい,わが長崎県の貴重な天然の

文化財が消滅するおそれがある。

１

１

１

０

写真 3.長崎市二重海岸変成鉱物産地

ヒスイ輝石岩発見者の西山忠男氏 (手前中央) ヒスイ輝石岩の露頭
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三重 海岸の ヒスイ産出地と,県立美術博物

館に保管 している原石を,天然記念物 (地質 0

鉱物)と して指定 し,永久に保存につとめるこ

とが切に望まれる。

参考 文 献 (3)

4.小佐々野島の淡水貝化石含有層

所在地 :長崎県北松浦郡小佐々町楠泊野島

野島は小佐々町楠泊西方約 1.5 kmに あり,南

北およそ700nl,東西の最大幅およそ 300 rnの小

島で,海抜 53.6mの最高点をもつ。島全体がよ

く成層 した砂岩と泥岩の互層よりなり,地層は

西に10～ 20° 傾斜 している。この地層は古 くは

野島層とよばれていたが,現在は大屋層に属 し,

上位の深月層と併せて野島層群を構成 している。

大屋層と深月層の境界部には,小島崎凝灰角礫

岩層があり,野島西方の神崎鼻 (本土最西端 )に 良

西山忠男 :西彼杵変成岩類中の ヒスイ輝石岩

地質学雑誌 84巻 , 3号 , 155-156.

:西彼杵変成岩類の地質と岩石一―

その 1-―特 にソーダ輝石を含む特異な岩

石につ いて 長崎県地学会誌 33-34号

(合併号 ), 1-10。

← 天然 記念物

国土地理院 |:25。 000 楠  '自

文 員化石

野島淡水員化石層地層断面図

黒ツプシ :泥岩′点 :砂岩

(昭和52年 11月 29日 調査)

写真 4.小佐々町野島の淡水員化石含有層 (藤永地建′松本直弥氏撮影)

-6-



好な露出が知 られる。

野島層群には淡水性員類の化石が豊富に含ま

れており,京都大学上治寅次郎博士により,昭

和 9年 に初めて次の種類が記載されている。こ

れらは野島化石群とよばれている。( )内 は現

在用いられている学名である。

〃/グθ夕SグS ttαお%%ππsグ s Uai
ιのリググθ&esttα (?)sp.

4πθグθπ滋 (?)sp。

(=ιθ夕〃θグωttα πθ″グ Kudoda)

ια%″θ厖ノα πθ力解
"sな

 Uai
1/グυグタα′協s  力θSαSαπ%s uai

←βθ〃α解ノα 力θsαsαπα (Uai))

近年,地質調査所水野篤行博士 (1968)に よ

り,野島化石群に更に次の種類が加えられた。

ια
“
夕″θ′πノα  ごグυα″グσα′α Lfizuno

Lαπ″θ″″ %θノガ MizunO

ια解クrθ′%″  παせ算′みαπαグ MiZuno

Cππθο夕Js πα′力α
“
αグ Mizuno

Czπθθpsグs クリθαπbグ♂zs Mizuno

LθクκθグθS“α ルタθπグθα MiZurlo

野島化石群の中で,と くに重要な要素 は,

Lα解″θ′グα (ガマノセガイ)属のものであ

る。

本属の現生種はおよそ25種 あり,多 くは東南

アジア・ 南シナの暖地の内陸湖水や河川中に生

息 し,朝鮮には 2種のみ知られるが,現在の日

本列島には全 く知 られていない。

野島層群に含まれる淡水貝化石群は,新生代

新第三紀の中新世のものである。この群集は日

本においては特異なもので,同一種の化石は五

島列島奈留島を除いては,ま だ他の地域か ら発

見されていない。 しか し,類似 した化石は中国

大陸の新生代層にも含まれ,ま た同類の現生種

は中国の河り||,湖沼にきわめて普通に生息 して

いるものである。従 って,中国大陸と日本列島

との間の,中新世以降の動物群の生物地理的発

展を考察する上に,き わめて重要な資料となる

ものである。

野島において,野島化石群の貝化石が産出す

るのは,島の北西部の幅50mの波食台である。

ここで千潮時に露出する地層は,泥がちの砂岩・

泥岩の互層であり,南西に向って10° の傾きを

もって海側に傾斜する。波食台の上では,砂岩

は突出し,泥岩はくばんで底が平らに侵食され

ている。ここに露出する地層の真の厚さは,計

算の上では8.7mぁ り,そ のほぼ中央部に員化

石の密集帯がある。

貝化石の中でり
｀たにし 夕

化石は,砂岩の地

層面上におびただしく密集 し,そ の砕けた転石

は波食台土に多量に転がっている。また ,

Lα解夕知′%ル  や 〃ノ″グθ夕SグSな どは,30cmの厚

さの粗粒砂岩の上下の黒灰色の泥岩中に散在 し,

保存はきわめて良好であるが,多少変形 してい

るものもある。

野島は野島貝化石群の重要な産出地であり,

また上治博士が新種として記載した 3種

ια解夕γθ′πノα  πθガ解θπSグS,  ″ノ″θpsグs

解α′s%%γθπsな , 3θノノα
“
ノα   力θsαsαηα

の模式産地である。従 って,野島における本化

石産出地を文化財 (天然記念物)と して指定 し,

保存につとめることが望ましい。

参 考 文 献 (4)

長浜春夫・水野篤行 (1965):五島列島奈留島

産の中新世淡水棲貝化石群および関連する

若千の問題 地質学雑誌 71巻 ,836号 .

Mizuno,A。 (1966):On the New

Miocene Unionids flom the Sasebo

Coal  Field, Western Japan.Gθ θ′.

S%″υ.ノα夕α%Rθタノ・NO。 215,1-13,

PIs. 1, 2。

水野篤行 (1968):長崎県佐世保炭田の中新世

淡水員化石 日本化石集  1(築 地書館 ).

Udi, T・  (1934):Lα解ク知′%ル  no Sp。
,

Fresh Water Fossil from Kitana一

tulra  cOal_Fidd Northern Kyu―
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shu,Japan. レυ%%s, Vol. 4, No.5,       Japan. 稔%%s, Vol.4,No. 5,  341‐ ―

284-288。                              350。

―

   (1934):Fresh― waねr      上治寅次郎 (1934):長崎県 9北松浦炭田の淡

Fossil MOHuscs from Kitarrlatsuura   水員 ια%夕知′%ル 新種の化石 地質学雑誌 ,

Coal一 Field,Northern Kyushu,          41巻 , 488号 , 261-265.

5.新 魚 目曽根 火 山 赤 ダ キ 断 崖

所在地 :長崎県南松浦郡新魚目町曽根郷

曽根火山は,新魚目町番岳 (442.6m)と 小

番岳 (322.4m)と の間の鞍部の西側に噴出し

た玄武岩質の火山砕屑丘 (噴石丘)であり,古

い火山地形分類でいうホマーテ (自状火山)に

属する。最高点は海抜 143mで ぁり,噴出時に

は直径およそ l kmの 円形の基底面をもっていた

ものと推定されるが,南側は海食により著 しく

削 られて,天然記念物の指定申請が出されてい

る
｀

赤ダキ断崖
″
となっている。

曽根火山では,初期に玄武岩の溶岩を流出し,

次いで多量の火山砕屑物を噴出して火山砕屑丘

を形成 している。溶岩流は西側の海岸に分布 し,

とくに干潮時には広 く露出する。

玄武岩は所により多孔質であり,ま た,0.5

～ lmの径をもつ柱状節理の断面が認められる。

火山砕屑物は,上下 2層 に識別される。下部層

は,玄武岩の岩片や黒色の岩滓 (ス コリヤ)を

含む火山礫凝灰岩であり,よ く成層 している。

写真 5.新魚目町曽根火山赤ダキ断崖

黄～黄灰色を呈 し,よ く固結 している。上部層

は地表に最も広 く分布する赤色の岩滓層で,多

量の火山弾を含んでいる。この赤色の岩滓層も

よく成層 し, 5～ 20° の原傾斜を残 している。

上部層は下部層に比べ・ 固結度は低い。曽根火

山の東端の白草峠付近では,上部層が基盤の石

英閃緑岩を被覆する。

火山体の中央部には,北西に開いた火口跡と

国 土 地理 院

確■■天然記念物

|:50,000 == 串

矢
堅
崎
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思われる凹地がある。その中央部では,赤色岩

滓層の成層状態が乱れ,火山弾が密集 した部分

や玄武岩の溶岩が露出する。

曽根火山の南側は,海面より60mの 高さまで

断崖絶壁となり,黄色の下部層と,赤色の上部

層がよく成層 して露出するが,止部層の西側の

3分の 1は 黒色を呈する。この断崖は｀
赤ダキ″

と呼ばれ,地元では｀
火回の跡

夕
といわれてい

る様であるが,火 □壁ではなく,火山砕屑丘の

山腹の断面があらわれたものである。成層面は,

断崖に向って右手の東側は東へ約 15° 傾斜 し,

左手の西側は西へ10～ 20° 傾斜する。中央部の

見掛上水平に見える部分は,手前の南へ約20°

傾斜 している。

断崖下の波打際には, 3カ 所に海食洞が刻ま

れている。西側の海食洞の天丼には,鍾亭L石状

の沈殿物が付着 している。また,中央の海食洞

の底にはビーチロック (海浜岩)が発達 し,よ

く円磨された花こう岩やひん岩の円礫が集まり,

6.櫃 崎 (ひ つ ざ き)岩 脈

所在地 :長崎県松浦郡福島町浅谷免櫃崎

櫃崎は福島の西海岸,徳義の海岸につき出た

小さな岬である。付近の海岸には砂岸を主とす

る地層が露出し,南北の走向をもって西へ 15°

傾斜する。層位的には佐世保層群の柚木層に属

する。柚木層の最下部に「鍋串二枚」とよばれ

る石炭層があり,か って中島鉱業福島炭鉱で採

掘されていた。また,こ れより150mの下位の

「福島二尺」炭層を徳義炭鉱が採掘 じ9徳義海

岸に大きなボタ山を残 している。

今回,天然記念物の指定申請のあった岩脈は,

櫃崎の先端に露出しているもので,砂岩層を横

切るN80° w方向 に走る幅65～75師 ,延長31m

の一般的な岩脈の先に,長径 15。 00m,短 径

H.30mの 楕円形の玄武岩の塊りが盛り上がっ

た状態で露出している。楕円形の岩体の周縁部

互いに膠結されている。円礫の最大なものは,

22cmの 径をもつ。

五島列島には,玄武岩質の火山砕屑丘が非常

に多いが,中でも火山体の内部まで海食により

露出した嵯峨ノ島の断崖は有名である。曽根火

山の赤 ダキ断崖も同じ意味で,火山砕屑丘の内

部の成層状態を詳さに見ることができる上,赤

や黄に色どられた火山砕屑物と,植生の緑,海

の青さとのコントラス トは,自然景観としても

素晴 しいものである,天然記念物に指定する価

値は充分あると判断される。

参 考 文 献 (5)

鎌田泰彦 (1981):五島列島の地質 五島の生

物 ,15-28(長 崎県生物学会 ).

佐藤 久 (1952):五島列島の地形並に地質

五島列島～九十九島～平戸島学術調査書 ,

H-35(長 崎県).       |

国土地理院 |:50,000 唐  津

は,幅約 lm(90～ 120嶼 )の急冷相を示す多

孔質の玄武岩が突出するが,内側に向って傾斜

する板状節理が発達する。中心をなす直径約 6

mの岩体は上半部が柱状節理の発達 した緻密な

玄武岩であり,下部は自破砕溶岩と思われる角

-9-
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写真 6.福島町橿崎岩脈

A― B断 面 図

ヾ

＼ ミ
緊

目

図

_― レ
/― /

5m

礫状をなす部分となる。岩体の海よりの西半分

の大部分は波の侵食のために失われている。

この岩脈は,直線状の幅約70側の通常の岩脈

の一部が｀こぶ ″
状に膨れたものと考えられる。

平面的に楕円形をなす玄武岩の岩体 も,周縁部

の板状節理の方向から判断すると,深部は内nll

に急に収縮するもので,断面では漏斗形をして

いる■のと推定される。岩脈の機わりの砂岩層

に発達する亀裂系はN70° Wの 北西一南東方向

をとるものが卓越 しているが,漏斗状岩脈の近

くで湾曲 し,周縁部に平行になる様になる。こ

れは岩脈が形成される際に,ま わりの砂岩を強

く圧迫 した結果であろう。

直線状の板状の岩脈は珍 しいものではないが ,

櫃崎の岩脈のように漏斗状 (円錐形)をなすも

のはきわめて稀な現象で,地質学上価値の高い

＼
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ものと半J断 される。

参 考 文 献 (6)

鎌田泰彦 。松下久美雄 (1958):佐世保炭田の

｀
迷彩砂岩

″の粒度組成と堆積環境 九州

鉱山学会誌 26巻 , 9号,440-446。

7.茂 木 植 物 化 石 層

所在地 :長崎市茂木町片岡

茂木植物化石層は,長崎市茂木町から北浦町

にかけての海岸 (白岩海岸)に露出する地層で

ある。露頭における地層はおよそ 8mの厚さを

もち,岩質は殆んど成層 した凝灰岩であるが ,

その下部に厚さ 1.5mの頁岩層を挟み,こ の中

に植物イL石を含有する。地層は東西性の走向を

もち,北に向い12° 傾斜 じ,そ の延長は海面下

に没するが,露頭面では右下りに 6° の見掛け

傾斜をなす。

今からちょうど 100年前の1879年 ,ス ウェー

デンの探検船ベガ号が北極海航路の開拓に成功

じ,ベ ーリング海峡を通過 した後,横浜・率申戸・

長崎に立寄った。長崎には10月 21日 から27日 ま

で寄港 している。航海指揮者は,A.E.ノ ル

デンショル ド (1832～190Dであり,長崎では

茂木を訪れ,大勢の地元の子供達の手も借 りて

沢山の植物化石を採集 し,本国へ持帰った。こ

写真ア。 長崎市茂木植物化石層

野田光雄 0山 崎達雄 (1950):佐世保炭田北東

部における佐世保層群の層序 九州鉱山学

会誌 18巻 ,10号 , 301-307.

上治寅次郎 (1938):北松浦炭田地質説明書

1-50(北松南部鉱業会 )。

国土地理院 |:25,000 蟹L山奇芽こT莉 音5

れらの標本は,ス ウェーデンの古植物学者のナ

トホルス ト (1883)や フローリン (1920)に よ

って研究された。

ナ トホルス トによって行われた茂木の植物化

石の記載は,日 本の新生代植物化石群の最初の

詳 しい記録である。彼は51種を識別 した他,16

の未同定種 も記載 している。この 100年前に採

撫

く■ 天然記念物

天然記念物指定にかかる立会調査
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集された化石標本は,大部分がス トックホルム

のスウェーデン自然史博物館に,ま た一部はウ

プサラのウプサラ大学古生物学博物館に現在な

お保存されている。

茂木の植物化石群がもつ地質学的意義につい

ては,矢部長克・遠藤誠道 (1930)に より論ぜ

られ,海面上 720m前後の高さの山地に生育 し

た植物群と推定 している。

最近9北海道大学の棚井敏雅教授は,ナ トホ

ルス トが研究 した原標本をス トックホルムに滞

在中に再検討 した。その結果,茂木植物化石群

より,31科40属 52種が識別された。この中で ,

ブナが最 も豊富で採集個体数 も多く,オ ニグル

ミ,サ ワシバ,ケ ヤキ・ フウ9ア ズキナシ,ノ

ダフジ9サ ンショ9カ エデ,エ ゴノキ,シ ナノ

キ,カ キなどを普通に含んでいる。

これらに関係する現生種の構成は,中部～西

部日本の 300～ 800mの 高度をもつ森林相に相

当する。茂木植物群は海岸か らはなれたゆるい

斜面の落葉,広葉樹林の植生をもち,気候は典

型的な温暖であったと推定される。また,地質

時代は第三紀鮮新世末であると結論 している。

このように,茂木植物化石層は,日 本列島の

最新地史の編年にも貢献するばかりではなく,

日本における近代的化石研究の草分けとしての

歴史的価値をもつものである。本年はとくに本

植物化石層発見 100年 目に当り,天然記念物 と

して永久保存を審議することは誠に意義深いも

のである。 (昭和54年 稿 )

参 考 文 献 (7)

Flori n, R。  (1920) :Zur Kenntnis der

Jungtertiaren  Pflanzenwelt Japans.

κ%役グO Sυ θπS力α lル′.一五カαグ.厳7%″。
,

V01.61,nO。 1, 3-71,PIS。 1-6.
NathOrst, A.G。 (1883):COntributions

a la Flore  Fossile ju JapOn.勧 gノ 。

Sυθ篠清α yθ′._ルθグ。 /力πグノθ。, vOl.20,

nO.2 ,3-92, P ls. 1-16。

Tanai,T (1976):The Revision of the

Pliocene Mogi Flora,described by

Natholst(1883)and Flo五 n(1920).ノθ%/.

Fαθ.Sθグ.′ 」7θカカαグごθ びπグa, Sero IV,Vol.

17, no。  2, 277--346, PIS. 1-=10.

矢部長克・遠藤誠道 (1927):肥前茂木化石植

物群及其地質止の意義 地学雑誌 42巻 ,

500号 ,1-9。
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付表 長崎県の天然記念物 (地質・ 鉱物 )

m
名      称
(指 定 区 分 )

指定年月日
(昭 和 )

所 在 地

(国  指  定 )

七釜鍾乳洞 西彼杵郡西海町中浦

斑島玉石願穴 33. 3. 13 北松浦郡小値賀町斑島

(県 ま旨 定 )

寺島玉石剛穴 45。   6. 9 北松浦郡宇久町寺島郷

喜内瀬川瓢穴群 47.  8.15 〃 福島町喜内瀬

古路島の岩頸 29. 12.21 〃 小値賀町古路島

弁天島岩脈 36. 11.24 ″ 福島町里免

櫃崎岩脈 54. 4.27 ″ 福島町浅谷免櫃崎

8 初瀬の岩脈 41. 9。 30 壱岐郡郷ノ浦町初山東触

長崎市小ケ倉の櫂曲地層 38. 7.23 長崎市小ケ倉団地

三重海岸変成鉱物の産地 53. 3.31 ′ 三重町

茂木植物化石層 54。  7.27 茂木町字片岡

壱岐産ステゴドン象化石 52.  5。  4 壱岐郡郷ノ浦町

壱岐のステゴ ドン象化石産出地 52. 7.29 〃 勝本町立石西触

壱岐長者原化石層 51. 2.24 〃 芦辺町諸吉本村触

小佐々野島の淡水貝化石含有層 53. 3.31 〃 小佐々町楠泊野島

新魚目曽根火山赤ダキ断崖 53.  3.31 南松浦郡新魚目町曽根郷

鬼岳火山涙産地 29. 12.21 福江市上大津町鬼岳

18 大島巨大火山弾産地 29。 12.21 北松浦郡小値賀町大島郷

黄島溶岩 トンネル 39。  10。 16 福江市黄島町字穴の土

20 富江溶岩 トンネル「井坑」 32. 3.8 南松浦郡富江町岳郷

嵯峨島火山海食崖 34. 5。 19 三井楽町嵯峨島

22 三井楽の漣痕 34.  1.9 〃 三井楽町浜の畔郷

23 福江椎木山の漣痕 42. 7.27 福江市平蔵町椎木山

24 千尋藻の漣痕 41. 5。 26 下県郡豊玉町大字千尋藻
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