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川 棚 町 大 崎 半 島 の 地 質

天気は快晴,やや肌寒さをおぼえる。

今回は,大村高校の地学選択の女子生徒 3名

の野外実習を同時に行わせて頂いたので, クリ

ノメーターの使い方,堆積岩の見方,断層の判

定,不整合の意味などの説明を多くしたために,

午前中の予定が大幅に遅れてしまった。

① 三越湾ぞいのルー トでは,古第二系の砂岩

の露頭が続き,走向,傾斜はN45° ～60° W,

20° Sで ,進路にそって上位の地層を見るこ

とになる。化石は見つからなかった。(写真

-1)

② 走向30° W,幅約 lmの流紋岩質破砕岩脈

が観察された。これは,半固結状態の流紋岩

質の溶岩が部分的に破砕されながら第二系を

貫いたことを示している。

③ 断層面がN30° W,54° Sを示す正断層が

あり北側には第二系,南側には上位から玄武

岩 (厚 さ2m以上),流紋岩質円れき岩およ

び凝灰質泥岩 (厚 さ2m), さらにその下位

には第二系が観察される。(写真-2)落 差

は少なくとも3m以上はある。断層面にそっ

て幅50～ 100cmの 断層破砕帯が発達 し,断層

角礫および断層粘土が見られる。凝灰質泥岩

には数mmの 厚さの何層ものでグレイディング

が見られ, これは堆積時の季節変化を示 して

いるものと考えられた。この凝灰質泥岩は唇

に当てるとやや吸着性を持つことから,珪藻

を含んでいる可能性があることが指摘された。

(写真-3)
なお, この流紋岩質円礫岩および凝灰質泥

岩は,上位の玄武岩によって隔てられている
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川 原 和 博 (長崎南高校)

ため松岳流紋岩 (溶岩および流紋岩質凝灰角

礫岩)と は直接対比できない。

④ 玄武岩の上位は松岳流紋岩の角礫岩となり,

流紋岩・玄武岩・砂岩の大礫を含んでおり,

一部にこぶ し大の黒曜石も見つかった。明ら

かに水中堆積物である。海神神社(八大龍王)

の海食洞の南側は流紋岩質層状凝灰角礫岩を

貫 く大部分松脂岩からなる流紋岩の溶岩があ

り,高さ3m以上にも達する断崖を作ってい

る。崖の下の浜には黒い松脂岩がちょうどザ

クロの種粒のように散らばっている。

⑤ 松岳流紋岩の溶岩で,堆積岩の層理を思わ

せる見事な節 (流 ?)理を見せる。走向,傾

斜はN30° W,45° SWである。(写真-4,
5)

流紋岩の溶岩がこのような産状を示すこと

は珍しく,その成因について疑間が出された。

キャンプ場で昼食をとり,恒例の自己紹介・

近況報告が行われた。鎌田先生からIGC(万
国地質学会議)の報告と,お土産品の紹介があっ

た。さらに,尾池和夫著「日本地震列島 (朝 日

文庫)」 の紹介があった。武内会員からは波佐

見金山の話,田島会員からは大崎半島を中心に

した地域の地質についての研究の一部について

地質図を使いながらの説明があった。大岩会員

からは宇久から佐世保に転勤になり巡検会に参

加できるようになった喜びが話された。午後は

大崎半島を時計回りに一周した。遊歩道には大

崎山流紋岩の崖と,大きな転石が続く。

⑥ 半島の南端には貝化石を含む第二系が見ら

れる。巻貝,二枚員の化石を含み,緑色の小
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礫,雲母片を多く含む。また,第二系をほぼ   人が沢山いることを知り,嬉 しく思いました。

南北に貫 く幅1.5mほ どの流紋岩質破砕岩脈  3 地学は生物や化学と違って,実際に見たり

が見られる。                 触ったりすることが一番大事なことのように

産出した貝化石は              思えた。
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(サ キ トニシキガイ)         長浜春夫・松井和典 (1982):早 岐地域の地質

などで,西彼杵層群間瀬層下部に相当するも    地域地質研究報告 (5万分の 1図幅)1-
のであろうと考えられる。            50,地 質調査所.

また,鎌田先生が,そ の場所で縄文海進期  阪回和則 (1976):東 彼杵郡川棚町大崎半島の

の円礫層を発見され,そ れについての詳しい    地質 〈地域の素材の教材化〉長崎県教育セ

説明があった。円礫層の基底部は,現在の海    ンター所報43号,14-20.

水面から約 1。 5m程高い位置にあり,そ の上  阪口和則・迎 満康 (1970):東 彼杵郡川棚町

部には土壌が形成され,多 くの植生が見られ    付近の地質について 南窓 (佐世保南高),

た。(写真-6)                17号 ,30-39.

午後はかなりの強行軍になってしまったこ

とをおわびしたい。               参加者氏名 (順不同)

立目浦東の海岸通りは道路が拡幅されて多  山川 続・亮・舞 武内浩一 川原和博 原田

くの新鮮な露頭を見られたが,時間不足のた  米一 。喜恵 阪口和則 坂中良子 福嶋佳子

め黙々と歩を進めた。最後に,参加した生徒  楠本恵利子 田島俊彦 大岩保雄 鎌田泰彦

の感想文の一部を紹介する。         杉山 勲・ひとみ・修

1 地学というものは答えのない学問のように  参加者 17名 (正会員 8名 ,一般 3名

思えた。                               生徒・児童 6名 )

2 長崎県内で地学に興味を持っている一般の
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阪 口 和 則 ・ 川 原 和 博
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東彼杵郡川棚町大崎半島地質図 (阪 口,1976に 加筆・修正 )

1.第 二系  2.三 越礫岩  3.戸 尺の鼻玄武岩

4.松岳流紋岩 (凝 灰角礫岩) 5。 松岳流紋岩 (溶 岩 )

6.大崎山流紋岩 (溶 岩) 7.流 紋岩質火砕岩脈
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阪口和則・川原和博 :川棚町大崎半島の地質

3.三越礫岩層下部の層理の発達 した白色

凝灰質泥岩

図版 V

2.古第二紀層を不整合におおう三越礫岩

層と,さ らにそれをおおう玄武岩溶岩

4.松岳流紋岩下部の層状凝灰角礫岩を貫

く流紋岩溶岩 (鳥居の左 )

6。 大崎半島南端で見られた縄文海進期の

古海浜礫層

写真提供 鎌田泰彦 (平成 4年 10月 18日 撮影)

1.古第二紀層が削られてできた波食台

5。 松岳流紋岩の見事な流理構造
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