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第116回 (昭群158年 4月 29日 )

明け方から降り出した雨は,大村附近では

8時頃止んだが,怪しい雲行きで実施できる
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長崎自動車道

第 1図 地質巡検ルート

通る断層の影響 と考えられる。

ここから内倉へ向った。長崎自動車道が開通し

たため周辺が整備されている。自動車道の通行量

は予想を大きく下回つているそうである。路肩を

見ると白色の凝灰岩が多 く散在している。この地

域には以前には露頭があったのだが,現在では見

ることができなくなった。

③ ここには,明るいやや赤みを帯びた橙色の

大村市鈴田地域の古第二紀層

地形図2.5万分の 1「大村」「諫早」
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かどうか心配しながらも,世話人一同集合地
リ
メ

点の二本松バス停で待つことにした。やはり

各地とも天気が悪かったようで集合時刻まで

に集まったのは,会長の鎌田先生以下 9名で

あった。しかし折角集まったので実施するこ

とになり,強い風と黄砂の中で歩き出した。

この地域は古第二紀始新世の矢上層群の毛

屋層 。侍石層・切宮層を基盤として,それを

貫く石英安山岩・粗粒玄武岩,そ してこれ等

を覆う多良山系起源の円礫層があり,その上

に最後の噴出物である玄武岩が重なり,平坦

な地形を作っている。今回の巡検は,主 とし

て毛屋層,侍石層を中心に見ることにした。

① ここは長崎自動車道の橋脚の下で,石
英安山岩が露出している。この岩石は国道34

号をはさんで両側に分布している。全体的に

風化が進んでいるが,そ の程度が低い所では

淡く青味を帯び,斜長石,角閃石が目立ち,

薄片では溶食された石英が見られる。風化が

進んだ所では,角閃石の結晶をとり出すこと

ができる。中粒砂岩のゼノリスを含み両者の新旧

関係がわかる。ここから引き返し②の地点を観察

した。

② 厚さl llull程度の炭質頁岩を含む毛屋層上部

の砂岩,頁岩の互層が,幅 10m程度にわたって露

出している。N10°W,54°Wの走向・傾斜を示して

いるが,こ の地域の一般的な傾向 (N10°～ 15°W,

10°～30° E)と は大きくずれており,恐 らく近 くを
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塊状の泥岩が露出している。これは侍石層で,砂

質有 孔 虫 を多 く含 んで い る。の働 Zπグπα

ρα″

“

BECK,Cr″ π π グηα ttπ グIsHIzAKIが多

く,少量だが,PJaεガπα ρθη4αttπ Sお AsANOも

産する。この地層は,内倉では④,⑦にも分布し,

また祝崎,溝陸,今村附近にも露出し重要な鍵層

になっている。しかし,いずれも小露頭であるの

で消失してしまいそうである。③,④で充分な量

を採集して⑤に向った。

⑤ 内倉の公民館がありここで昼食をとった。

相変らず風が強く寒いくらいである。ここの裏の

崖に傾斜約35° のスコリア,凝灰岩層があり,その

上に重なる玄武岩が観察できる。凝灰岩は一部成

層しており大きく分けると4枚の凝灰岩 (一部に

0.5～ l cmの スコリアを含む)と 1枚のスコリア層

に区分される。この地域の噴火活動の様子がわか

り興味深い所である。

⑥ ここには白色鉱物が目立つ塊状の砂岩層が

露出している。切宮層と考えられる。

ガードをくぐって⑦に行 く途中小断層 (N42°

W,55°W)が 2本見られる。断層面にはさまれた

部分が毛屋層,外側が侍石層と考えられ,少 しと

日曜地質巡検会記事

6-10方 向の断面

□ 待石層 日 切宮層

第2図 ⑥―⑩方向地質断面図

まどう所である。

③ ここでは海緑石を多く含む泥岩が露出する。

侍石層の最下部に相当する部分である。人家の庭

に面する所であったので,少々気にしながら採集

をした。ここから山道にはいり⑨へ向った。

⑨ 標高130m附近で海緑石を含む無層理の砂

岩層が露出している。切宮層と考えられる。

これまでのことを考えると,内倉においてはゆ

るやかに東傾斜をしており,内倉川附近を通るほ

ぼ南北方の断層とほぼそれに平行する小断層が考

えられ/る 。

白いつぼみをつけたミカン畑の中を通って,川

の中の⑩へ向った。

⑩ 毛屋層と思われる細粒砂岩層と暗灰色泥岩

の互層が露出している。N5°W,28° Eで,泥岩か

らは,シ ジミ (Cθγわグεπ″Sp.)及びカワニナの仲

間が多産する。保存は良好で殻も残っていた。参

加者全員時間を忘れて採集に熱中したが, 4時 30

分になつたので,残念であったが現場を後にした。

4時50分二本松のバス停附近で解散をした。

(参加者 正会員 9名 )
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長崎県地学会誌 第41号 27-28(1984)

(昭和59年 3月 20日 )

大村市南部祝崎付近の地質

地形図2.5万分の 1「諫早」「大村」

例年になく3月 になっても寒い日が続き,心配

されていた天気もこの日ばかりは暖か く,絶好の

野外巡検日和 となった。しかし,年度末の多忙な

時期 と春分の日が重なったためか,参加者は14名

とやや少なかった。

国鉄岩松駅前に午前10時 に集まり,鎌田会長の

挨拶及び世話人の早田会員からルー トの説明があ

り,資料が配られたあと出発 した。

第①地点 岩松・鈴田の Dacite(石 英安山岩)

岩松駅の北東500mの鈴田川に沿った丘陵には,

かなり風化のすすんだ角閃石を含む石英安山岩の

露頭があり,黄褐色を呈している。鈴田小学校方

向に川に沿って幅狭 く露頭が続くが,貫入岩体か

溶岩流か, どちらだろうかという疑間が出された。

第②地点 石英安山岩,玄武岩の互層

岩松駅北側の山手の露頭では,下部より石英安

山岩,玄武岩の礫,白 っぽい石英安山岩,玄武岩,

火山灰と互層し,水の影響を受けたと思われる層

状構造も見られ,最上部には多良岳の凝灰角礫岩

が重なっていた。ここでもかなり疑間点が出され,

討論が行われた。

第③地点 貫入玄武岩

国道沿いの岩松駅前に,玄武岩の露頭があり,

現在採石が行われている。全体的に黒灰色である

が,部分的に割国の表面が黄色く変色している。

鎌田先生から,岩石中に含まれる硫化鉄の風化作

用によって,何曰くらいで黄色に変化するか調べ

てみる必要があると言われた。

第④地点 日岳玄武岩の風化帯

鈴田川を渡 り,釜川内より日岳に通ずる広域農
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道を 2 km程 のぼると,長崎空港が一望される丘陵

地に出る。日岳玄武岩の風化帯の露頭が道路に

沿って観察される。下部より赤色帯,灰色帯～赤

色帯,灰色帯 と3枚の溶岩流がはっきり区別でき

る。風化帯にはスコリアやたまねぎ状構造をした

玄武岩礫を含み,陸上堆積を示す水平な層構造が

見られる。ここでも層に含まれる礫の新旧の見分

け方などが話し合われた。

正午を過ぎた頃,風化帯近 くのみかん畑で,春

の陽光を浴びながら昼食をとった。昼食後,自己

紹介や近況報告が行われた。今回は遠 くは佐賀 ,

佐世保,島原からも参加された方もあり, とくに

長崎南高の阪口先生の子供さんの元気な姿が, こ

の会を和やかにしてくれた。

第⑤地点 砂岩。炭質頁岩互層

広域農道を釜川内方面に下る途中に,中粒白色

砂岩層及び炭質頁岩の互層が見られ,小断層でず

れており,走向はN45°W,傾斜は20° SWで あり,

この上部には石英安山岩が観察された。この地点

より少し
~下

った道路沿いに,あ まり風化していな

い石英安山岩の露頭があるが,こ の地域では最も

かたく,検鏡に適しているものと思う。

第⑥地点 祝崎郷別荘地入口付近の毛屋層

釜川内の西海岸沿いに古第二紀層の毛屋層の露

頭が続いており,大村市南部地域の基盤岩となっ

ている。全体的に砂岩 0泥岩互層で,上部には粗

悪な石炭を扶んでいる。多数の小断層によって寸

断され,火成岩貫入による撹乱も見られる。化石

は植物破片化石が多く,貝化石ではκ
“
θπαな

どが産出するが,佐賀北高の岸川先生がマテガイ
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日曜地質巡検会記事

の化石を採集された。貝化石については,ま だ何  人数だったので自家用車による輸送ができ,かな

種類か産出する可能性があるので,今後の調査に  り広範囲にわたって大村市南部の地層及び火山層

期待したい。

3時半頃閉会の挨拶があり散会した。今回は少

序を見ることができた。

(参加者 14名 )
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長崎県地学会誌 第41号 30(1984)

本会昭和59年度20年会員 (会員番号105号 )であ

る家坂貞男君は,昭和59年 9月 18日 膵臓癌のため

58歳の若さで急逝されました。

同君は大正14年 8月 10日 函館市に生れ,旧制函

館中学,旧制新潟高校理乙を経て,昭和26年東大

理学部地質学科を卒業,直ちに三菱鉱業株式会社

に入社され,爾来33年有余の永きにわたり社業に

大きな貢献を果された。

同君は九州北西部の海底炭坑である崎戸・高島

の勤務が永く,崎戸は昭和26年～32年,高島は昭

和39年～45年にわたり,その間潜水調査,試錐調

査,音波探査の組み合せによる精密な調査法を確

立し,41年には「高島炭田三ツ瀬および端島沖海

域の探査」 (鉱山地質,V.17,n.84,1967)と 題し

て先輩及び関係者と共に日本鉱山地質学会の技術

賞を受賞された。その後の本店勤務時代には石油

探査用の多重反射地震探査法の海底炭田探査への

適用を行つて飛島西部地域発見を成就され,その

成果はNEDOに よる石炭資源開発基礎調査に全

面的に採り入れられ,国内的に大きく評価された

のみならず,海外からも高く評価されている。

又,海外炭田に関してもバルマー炭坑を主体と

するカナダのロッキー炭田,オ ース トラリアの

ワークワースを主体とする諸炭田,東南アジアの

家坂 貞男君 の逝 去 を悼 む

日 隈  四  良S(ダイヤコンサルタント)

炭田などの調査実務にも取組み,日本の炭田地質

技術者の実力を海外の諸所で示されたことは同君

の大きな功績の一つであつた。

一方では石炭斜陽による社業の転換期に当って

全国の原石資源調査,セ メント原料関係,窯業関

係資源の組織的調査 と企画に第一線の地質技術者,

あるいは指導者 として活躍された。

長崎県地学会に対しては高島勤務中積極的に協

力され,会誌等に対する投稿としては下記のものが

ある。

高島炭鉱における炭層中の耐火粘土質頁岩

長崎県地学会誌 10号, 1-8,(1967)

高島の地質と鉱業所施設見学

(第 44回  日曜地質巡検会記事 )

長崎県地学会誌 12号,18-20,(1969)

高島炭鉱

長崎県の地学―一日曜巡検ガイドブック

29-30(1971)

東京勤務中の昭和54年頃より,小田急線生田駅

の近 くに住居をかまえられ,日 曜や祭日には御家

族を伴われて関東近郊の野山を跛渉されることを

唯一の楽しみとしていると話しておられたが,本

当に自然をこよなく愛し続け,自然科学の学徒 と

しての一生を全うされたと感心している。

入院中は聖マリアンナ医大病院に見舞いにゆき,

どこまでも会社業務のこと,部下の今後のこと等

強い責任感で熱っぽく依頼されて,頭の下がる思

いをしたが,こ れ程早 く別れになるとは夢にも思

わなかった次第で,こ こに生前を偲び心から冥福

を祈る次第である。

御遺族は美恵子未亡人,長女直美さん,長男博

行さんで,御住所は下記の通 りである。

〒215川崎市麻生区東百合ヶ丘 1-27-4
Tel` 044--955--1285
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