
長崎県地学会誌 第38号 (1983)

第H5回 (昭和58年 3月 20日 )

長い冬ごもりが終 り,今年最初の巡検会である。

10時,日大高校正門前に集合。前日の予報に違

わず天候は思わしくない。遠来の人たちのため

にも午前中だけでも持ちこたえてくれればいい

がと思う。あいさつ,ルー トの説明,本 (長崎

大水害調査報告書)の販売などがあり,早速出

発する。長崎自動車道に沿って丘をこえ第 1地

点へ向う。

□ 大村市濤陸郷 嶋部落

名前のとおり,かっては島であつたろうと思

われる標高21mの小さな丘がある。東端を自動

車道にけずり取られ,その後の工事による新し

い露頭が数ヶ所にみられる。 (右上図⑦)

海岸沿いにう回し丘へ登る道路の切 り取 りの

部分は,諫早層群毛屋層上部の露頭である。上

下を中粒砂岩に扶まれた,数枚の炭質頁岩層を

はさむ泥岩層がみられる。泥岩層は3。 5碑 の厚さ

で,下部に0.6mの砂岩を扶んでいる。炭質頁岩

層は5枚確認できる。最上位の炭質頁岩層と上

位の砂岩層との間の泥岩層の中には,多 くのサ

ンドパイプがみられる。子供たちが,早速,化

石 (二枚貝)を見つけて歓声をあげている。④

道路を登 りつめた所に畑地造成による広い露

頭があり,そ の側面に先の泥岩層の上位にあた

る厚い砂岩層が広い範囲にみられる。細粒～中
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粒砂岩で全体に泥岩片を多量に層状に含んでい

る。クロスラミナ (斜葉理)が顕著で,それに

沿って泥岩片が挟まれているためにはがれやす

くなっており,そ の最大の傾斜角の方向はほぼ

南～西の間を示し,北～東から南～西にかけて

の古水流が推定される。中間付近に lmく らい

のすじ状泥岩～砂質泥岩を扶み,サ ンドパイプ

が多く見られる。径 7 cmの特大がみられびっく

り, どんな動物のすみかだったんだろう。これ

をキッカケに,し ばらく当時のようすに思いを

巡らす。楽しいものである。 (上図② )

さらに土手を越す と,宅地造成で車庫のため

にくりぬいた部分がある。炭質頁岩層を扶む泥

岩層の 3方向の断面が現われており観察 しやす

い。⑦ と同一層であるが新鮮で黒灰色をおびて

西諫早ニュータウン周辺の古第二紀層

一一 とくに,諫早層群毛屋層上部の

炭質頁岩層を中心 として一一

地形図 1:25,000「 諫早」
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いる部分 が多 い。 N60° E,10° Nの 走 向傾斜

を示す。最上位の炭質頁岩層のす ぐ上に二枚貝

Cθ乃たπル (の
“
παみαttsα)協グZみαJた (AИ Gttθ )

(オ オシジミ)の化石が散在, ときに密集 して

いる。大小のサンドパイプも点在。早速,採集

にはいる。殻は残っていないが,両面が立派に

そろった,生活状態そのままを思わせるものが

多 く,こ ろころと掘 り出せる。帰 りに再び立ち

寄って収穫を増やした子供 もいたそうな。 ここ

は数 日後には石垣の中に姿をか くしてしまうの

であろう。県道を挟んだ北側の丘には,上位の

侍石層中の海緑石密集帯の露頭 もみられる。自

動車道ガー ドをくぐりねけ□地点へ向う。

□ 標高40mほ どの独立した丘

⑦ 資材置場造成のために北端を切 り取つて

できた崖で80mに およぶみごとな露頭である。

N25W,35Wの 走 向,傾 斜 を示 し,前 地 点

に比べて走向でほぼ90° ことな り急傾斜 になっ

ている。両地点の間には断層でもあるのだろう。

炭層～炭質頁岩層を含む泥岩層が,厚い砂岩層

を挟んで 2層準にみられる。用意された矢上地

区での層序表の説明があり,対比 してみること

にする。 さっそ く,層準,岩相などのチェック

をする人,カ メラにおさめる人,木の葉や二枚

貝化石を見つけて採集に熱中する人など,三々

五々それぞれ仕事が始まる。

④ 30cmほ ど西側の道路沿い崖には塊状泥岩

がみられる。毛屋層の上位にあたる矢上層群最

下部の侍石層である。黒褐～黄褐色で,有孔虫

化石を含んでいる。上部にあたるところから二

枚貝 (比滋効)や 巻貝 (1動Z滋肋 )等 の小型の化

石 もみられる。おみやげに有孔虫入 りの泥岩を

ビニール袋につめる。

② 同じ敷地の東側には侍石層中の海緑石密

集帯の露頭もみられる。②とは断層で接してい

るのであろう。

この丘は,南側や東側もバッサリ削り取られ

て好露頭がふんだんにあり,岩質,岩層などの

観察や地層対比などの地質実習のための大型模

型を思わせ,興味深いところである。セメント

吹きつけ工事などもないようで,当分の間は現

状が維持されそうである。一段落したところで

丘の上に登り昼食をとる。そこは平面状に削ら

れており,石炭層がすじ状に姿を現している。

このころは予想に反して青空もみられる春日和

となリー安心。参加者一同の念力が通じたので

あろうか。食事の後は例により,自己紹介や近

況報告・事務局からの連絡 。今後の巡検地の要

望など意見交換が行われた。新聞をたよりに初

参加の人もおられたようだ。

午後は,歩道橋によって自動車道を西へ横断

し第コ地点へ移動する。

日 伊賀峰の東側斜面を自動車道工事にとも

なって切 り取 られた露頭である。先の第二紀層

‐ 泰礁Jヽ 寝撃舞義警

/■ 1幸‐響■檬 ず機
、ふ、

写真 1 回0の地点

一-32-一



とそれをおおう玄武岩溶岩 との関係がみられる。

下の県道から自動車道沿いに坂道を登ってい くと,

古第二紀層,火山角礫岩,ス コリア,玄武岩溶

岩 と一連の重なりが観察される。火山角礫岩の

中には両輝石安山岩 とみられる礫 を含んでおり,

多良岳の豊肥系筑紫溶岩の後に流出したもので

あろう等の討論をしながらサンプリングなどや

る。第□地点へもどり,さ らに,東へ移動し小

川を渡って諫早市にはいり第□地点へ向う。

□ 山のすそに沿って,前述の炭層を掘った

という小さな炭抗跡が数ヶ所に点在している。

⑦ 抗口跡,す ぐ上に1本のシイの本があり位

置の目印になる。急傾斜の斜坑で奥の方には坑

木 も残っているが,崩壊 と水没のため入 りこめ

ない。周囲には,それに付随 した石垣があるが,

付近にはたいしたボタの跡は残っていな

い。大正から終戦後にかけての遺物 とい

う古老の話である。掘 り出した石炭は,

す ぐ前を流れる川 (満潮時にはここいら

まで海水が満ちて くる)を利用 して運搬

したのであろうか。悪質のせいぜい 5 cm

にみたない炭層が 2～ 3枚ほどあったの

であろうに……。先人の苦労が偲ばれる

ようである。南東およそ120m先 には1。 5

m四方 くらいの正方形の井戸状の穴があ

り,石炭を掘った立坑の跡 ということで

あるが,昨年の長崎水害時の上砂崩れで

埋り,今はみられない。さらに,④②地

点へ足をのばし別の掘 り跡をみる。この

あたリー帯は, ミニ炭坑跡として地質と

の関係も地上で確認しやすく,諫早地方

では貴重な遺物 と思われる。しかし,計

画中の破篭井ニュータウンの工事が始ま

れば,地下に埋ってしまう運命にあるの

であろう。

これで今日の巡検は一応終わった。子

供たちは全 く元気である。始終目がかが

やき,お しゃべりが絶えず,いいピクニ
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ック日であったろう。朝の集合場所にもどり解

散した。その後,希望者数名で諫早市小船越町

に露出している薄層理泥岩層の観察に足を伸ば

したが,セ メント吹き付け用の金網が一面にか

けられていて,十分観察できなかった。絵にか

いたようなみごとな地層で,分布範囲も狭いう

えに,こ のように,つ ぎつぎと隠されてしまう

のをみるのは本当に残念でならない。

(参加者20名 )
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