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長崎市東部帆場岳 。現川の周辺は長崎火山岩

類の核にあたり,ま た,い くつもの種類の貫入

岩が錯綜 しているため,長崎火山岩類の活動史

を解明する上できわめて重要な地域になってい

る。 しか し, この地域は地質の複雑さに加え,

広範囲にわたる変質のため,全容はよくわかっ

ていなかった。

筆者は本地域を調査 し,可能な限り細部にわ

たって各岩石の分布を明 らかにした。また,従

来不明確だった帆場岳・天竺山の溶岩を上下に

区分 した。これ らをあわせ火山層序を組み立て

るとともに,岩脈などの分布や火砕岩の走向・

傾斜などか ら地質構造についての考察 もおこ

なった。

Ⅱ 地質概要

本地域は長崎火山岩類 (橘 ,1957)の分布の

中央か ら東縁にあたる (第 1図 。第 2図 )。 基

盤として調査地域の東部や北西部に古第二系の

堆積岩が分布する。また,中新世の松浦玄武岩

類 (松本,1961)が東部の古第二系の西縁にそっ

て断続的に分布 し,さ らに中新世の時津火山岩

類 (田島,1975)が北西部か ら西部にかけて分

布する。

これ らを不整合でおおい, または断層で接 し

て長崎火山岩類の火砕岩類が北部から東部にか

けて分布する。 これに貫入する川平閃緑岩類が

中央の広い範囲にわたって分布する。さらに本

地域の北部から中央部・東部にかけて行仙火山

岩類 0新期玄武岩類・天竺山火山岩類の小規模

な貫入岩が多数みられる。長崎火山岩類の溶岩

は本調査地域の南西部と北東部にわずかに分布

する。

中央に位置する帆場岳や天竺山には角閃石を

含む溶岩があるが, これらは後述するようにそ

れぞれの山が下部は新期玄武岩類,上部は天竺

山火山岩類からなる。

本地域の岩石は変質を受けて緑色になってい

るところが多 く,一括 して変朽安山岩 (鎌田・

堀口,1973)と されることもあったが,火山層

序を明らかにする上で必要な原岩による記載

(鴨川,1971)も行われている。筆者もこの立

場で調査を行い,変朽安山岩という形での区分

はとくに行わなかった。

Ⅲ 地質各論

1.古第二系

分布 :東部では古賀から矢上にかけてほぼ連

続的に分布する。北西部では川平の北でまと

まっているほか,り |1平南部や女ノ都などで川平

閃緑岩類に囲まれルーフペンダントとして存在

する。これらは鎌田 (1957,1964)に よって記

載・層序区分されている。

岩石名 :砂岩・泥岩,一部では礫岩。川平付

近ではホルンフェルス化している。

2.松浦玄武岩類

分布 :本地域では古賀から矢上西方にかけて

の東の縁に,古第二系と長崎火山岩類の間にわ

ずかに分布する。古第二系を二部で不整合にお

おい,長崎火山岩類によって一部で不整合にお

おわれるほかは周囲との関係は不明である。境
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第 1図  調査地域の位置図

界線が直線的なところでは断層が推定される。  サイ ト化 している。角閃石は完全にオパサイ ト

ここでは玄武岩でな く安山岩としてあらわれる。 化 している。

岩石名 :角 閃石普通輝石カンラン石紫蘇輝石   (石 基)斜長石・普通輝石・紫蘇輝石・不透

安山岩 (岩型
*lⅥ d) 明鉱物か らなる間粒状組織をなす。

暗灰色でかたい。風化面では赤紫色になリボ

ロボロとくずれやすい。ところによって板状節  3.時 津火山岩類

理がみ られる。直径 5～ 7 mmの不規則な形の斜   (1)長 与流紋岩

長石斑晶が目立νつ。               分布 :調査地域では女ノ都北部に存在する。

検鏡記載 : 岩石名 :黒雲母流紋岩 (岩型畑)

(斑 晶)斜長石 (7 mm*2, 自形,一部の もの   全体が変質 0風化 して灰白色～淡褐色になっ

は融食形 )・ 石英(3 mm,融 食形 )・ 紫蘇輝石 (3  ている。板状節理がみられる。 もろく,割れや

mm, 自形 )・ カンラン石 (l mm,自 形 )。 普通輝  すい。流理がみられることがある。

石 (0。 3mm,半 自形),ま れに角閃石 (0.4mm,   検鏡記載 :

自形)がみられる。石英には普通輝石の反応縁   (斑 晶)石英 (2 mm,自 形～融食形)・ カリ長

がみられる。カンラン石では外縁がイディング  石 (1.5mm, 自形 )・ 黒雲母 (0.4mm, 自形)が

*l Kuno(1950)の 苦鉄鉱物組合わせによる記号,以下同 じ。

*2 最大の斑晶の直径,以下同 じ。
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みられる。石英以外はみな変質している。

(石基)変質 して微細な鉱物の集合になって

おり,原鉱物は不明である。変質 した鉱物の細

長い偽形を示す結晶が平行に並んでおリガラス

基流晶質であった可能性を示す。

(2)西浦上安山岩 (新称)

分布 :調査地域では川平南西部 。三川町の一

帯にみられ,調査地域外では石神町～昭和町に

分布する。三川町の南西では長崎火山岩類の火

砕岩におおわれる。三川町南東部では長崎火山

岩類の火砕岩と断層で接すると考えられる。他

の部分は調査地域では川平閃緑岩類の貫入を受

け, これに囲まれている。三川町では川平閃緑

岩類の小規模な岩体に貫かれている。

模式地 :浦上水源池堰堤北岸から浦上川・三

川川合流点に至る道路沿いの崖や川底の露頭

岩石名 :角 閃石安山岩 (岩型Ⅷ)

灰緑色で斜長石斑晶がアバタ状に日立つ。節

理はあまり発達 していない。石神町では酸化さ

れて赤紫色になっている。

検鏡記載 :

(斑晶)斜長石 (5 mm, 自形)0角閃石 (2 mm,

自形)・ 不透明鉱物 (0。 3mm),ま れに石英 (0.3

mm)がみられる。斜長石の一部は方解石により

交代されている。角閃石の下部分は方解石によ

り交代されているが,大部分はオパサイ ト化し

ている。

(石基)方解石など,変質鉱物からなる粒状

組織を示す。

4.長崎火山岩類

(1)火砕岩類

分布 :調査地域では,三川町南部 。東部,畦
別当・間ノ瀬・松原町・矢上西方・薩摩城 。田

川内にかけての広い範囲にみられる。仁田付近

にも小規模に分布する。分布の東縁では古第二

系や松浦玄武岩類を一部は不整合でおおい,一
部はこれらと断層で接 している。三川町南部で

は西浦上安山岩を不整合でおおう。三川町東部

では西浦上安山岩と断層で接 していると考えら

れる。長崎火山岩類の火砕岩類は松原町付近で

長崎火山岩類の溶岩におおわれ, さらに広い範

囲にわたり川平閃緑岩類をはじめ各種の岩体の

貫入を受けている。

岩石名 :凝灰岩・凝灰角礫岩・火山角礫岩

調査地域ではほとんどの場所で変質を受け灰

緑色になっている。松原町北部では黄灰色に

なっている。ところによっては成層 しているが,

全体的に陶汰はよくない。場所によって弱い斜

交葉理がみられる。

最大礫径は場所により異なり,大 きいもので

4mに達するが通常は lm以下である。礫は角

礫から円礫まであるが,大きい礫ほど円磨され

ていることが多い。変質の弱いところでは灰色

の礫と赤褐色の礫とが混在している場合がある。

また,全域でしばしば色が基質より淡く発泡の

弱い軽石が含まれており,松原町の一部では弱

溶結 してレンズ状を示す。礫の岩質は輝石角閃

石安山岩である。

火砕岩類の地層の走向・傾斜を第 4図に示す。

基盤との境界付近では走向が境界線に平行で ,

しばしば境界線と反対側に傾斜 している。その

西では南傾斜になっているところが多い。

礫の検鏡記載 :変質 して原鉱物が不明のこと

が多いが,比較的新鮮な紫蘇輝石角閃石安山岩

礫ではつぎのとおりである。

(斑晶)斜長石 (5 mm, 自形)・ 角閃石 (3 mm,

自形)・ 不透明鉱物 (0.5mm), ときに紫蘇輝石

(l mm)がみられる。まれに石英 (0。 4mm,融

食形)の外来結晶片がみられる。

斜長石は方解石により交代されていることが

あり,角 閃石はオパサイ ト化し,かつ方解石に

よる交代がみられる。角閃石の多色性はX′ =
黄色～淡黄色, Z′ =黄褐色～緑褐色～緑黄色

である。最大消光角は18° ～22° である。

(石基)填間状組織で斜長石や不透明鉱物が

みられるが,変質のため, もとの有色鉱物は不

明である。長柱状の偽形を示す不透明鉱物がみ

られ,紫蘇輝石であった可能性がある。畦別当

や矢上西方のものにはユータキシティック組織

がみられる。

(2)溶岩

分布 :調査地域では西山台と木場を結ぶ線の

南西側と松原町にみられる。松原町では長崎火

山岩類の火砕岩類をおおう。西山台～木場での
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第 2図  長崎市東部帆場岳・
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第 3図  地質断面図 記号は第 2図 のものと同 じ。
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川平閃緑岩類との関係を直接示す証拠は現時点

では発見されていない。

木場の東の峠付近では本溶岩と同質の岩体が

小規模なが ら川平閃緑岩類を貫いたり,おおっ

たりしている。

岩石名 :カ ンラン石普通輝石紫蘇輝石安山岩

～角閃石カンラン石普通輝石紫蘇輝石安山岩

(岩型V・ VdOⅥ d・ Ⅵ a)

黒灰色で しば しば板状節理が発達 している。

木場東方の川平閃緑岩類を貫いたりおおったり

するものには急冷相がみ られる。仁田～木場の

南側では自破砕溶岩を伴い, これと互層 してい

るようにみえる。

検鏡記載 :

(斑晶)斜長石 (2.5mm, 自形 )・ 紫蘇輝石 (1

mm,自 形 )・ 普通輝石 (2 mm, 自形)0カ ンラン

石 (l mm, 自形 )・ 不透明鉱物 (0.3mm)の ほか ,

角閃石 (l mm, 自形)がみられることがある。

カンラン石はすべて蛇紋石化 し角閃石はすべて

オパサイ ト化 している。

(石基)斜長石・ガラス・不透明鉱物・普通

輝石・紫蘇輝石,と きにカンラン石やアルカリ

長石を含む填間状組織,あ るいは斜長石 0不透

明鉱物 0普通輝石・紫蘇輝石からなる間粒状組

織などを示す。木場東方の急冷相では不透明鉱

1.基盤との境界線

2.傾斜 5～ 10°

3.傾斜15～ 20°

4.傾斜25°以上

傾斜は 5度単位

砕岩類の走向・傾斜

物を含むガラス質からなる。

5.川平閃緑岩類

分布 :調査地域のほぼ全域に分布する。古第

二系・西浦上安山岩・長崎火山岩類などに貫入

し, とくに間ノ瀬から田川内にかけては長崎火

山岩類の火砕岩類に複雑に貫入 している。貫入

方向は東一西,東南東―西北西のものがやや多

い。行仙火山岩類・新期玄武岩類 ◆天竺山火山

岩類の貫入を受け,天竺山や帆場岳では後二者

の溶岩におおわれている。

岩石名 :カ ンラン石普通輝石紫蘇輝石安山岩

(岩型Vd)・ カンラン石角閃石普通輝石紫蘇

輝石安山岩 (岩型Ⅵ d)。 普通輝石紫蘇輝石助

岩 (岩型Vd)。 角閃石普通輝石紫蘇輝石粉岩

(岩型Ⅵ d)・ 普通輝石紫蘇輝石閃緑岩

安山岩・扮岩・閃緑岩と変化に富んでいるが

これらは互いに移化しあい連続 しているところ

がある。

本岩体は橘 (1957,1961,1962)に より川平

閃緑岩体として記載され,本岩体の岩石が石英

閃緑扮岩型から安山岩型の斑状組織を示すこと

があるとされた (橘 ,1962)。

田島ほか (1990)は,閃緑岩・王分岩 (ま たは

安山岩)を一連のものとして,川平閃緑岩類と

呼称 した。

/2

″3

ン4
N

0   1    2KM

第 4図 長崎火山岩類火砕岩類の走
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川平閃緑岩類の安山岩や助岩は比較的新鮮な

ものでは緑色をおびた黒色できわめて硬 くハ ン

マーでたた くと火花が出る。変質が強いと淡緑

色になる。場所によっては黄 白色の粘土質に

なっていることもある。閃緑岩は細粒であり,

比較的新鮮なものではやや緑色をおびた灰色で

硬 く,変質が強いと灰白色や黄白色の真砂状あ

るいは粘土質となる。

検鏡記載 :

(1)安山岩

(斑 晶)斜長石 (2.5 mm,自 形 )。 紫蘇輝石

(1.5mm,自 形 )・ 普通輝石 (1.5mm, 自形 )・ カ

ンラン石 (l mm,自 形)・ 不透明鉱物 (0.4mm)

のほか, ときに角閃石 (0.5mm,自 形～融食形 )

がみられる。カンラン石は蛇紋石やイディング

サイ トに変化 し,角閃石はオパサイ ト化 してい

る。

(石基)ガラス・斜長石・不透明鉱物・紫蘇

輝石・普通輝石か らなるハイアロオフィティッ

ク組織や,斜長石・ガラス・アルカリ長石・不

透明鉱物・普通輝石・紫蘇輝石などか らなる填

間状組織をなしている。

(幼 助岩

(斑 晶)斜 長石 (3 mm, 自形 )・ 普通輝石

(1.5mm,自 形 )・ 紫蘇輝石 (l mm,自 形)の ほ

か,と きに角閃石 (0.3mm)がみ られる。紫蘇

輝石には普通輝石との平行連晶がみられること

がある。角閃石はX′ =淡黄色, Z′ =黄褐色の

多色性を示 し,外縁または全体がオパサイ ト化

している。その程度は産地によって異なる。粉

岩の斑晶は変質のため方解石・緑泥石・サポナ

イ ト化 していることが多い。

(石基)斜長石・不透明鉱物をは じめ紫蘇輝

石・普通輝石がみ られることもあるが,変質の

ため原鉱物がわか らないことが多い。

侶)閃緑岩

本岩体の閃緑岩は鉱物の結晶が小さいことを

特徴 とす る。斜長石 (2 mm,自 形～半 自形 )。

紫蘇輝石 (l mm,半 自形 )・ 普通輝石 (1。 5mm,

半 自形～他形 )・ 石英 (0.4mm,他形 )・ 不透明

現川周辺の火山地質

鉱物などがみられるが,変質によりわかりにく

いことが多い。方解石・緑泥石・サポナイ トな

どを生 じている。

肉眼的に紛岩・閃緑岩には黄鉄鉱がみとめら

れることがある。

6.行仙火山岩類
*3相

当の貫入岩

分布 :本岩体は女ノ都北部・川平北部・間ノ

瀬・現川 0矢上などに貫入岩体として存在し,

古第二系・松浦玄武岩類 0長崎火山岩類の火砕

岩類・川平閃緑岩類を貫く。また,接触面が不

明であるが,天竺山火山岩類の岩脈に切られて

いるような分布をしているところがある。

岩石名 :(黒雲母)角 閃石1/D岩 (岩型Ⅷ・皿)

・普通輝石角閃石安山岩 (岩型Ⅸ d)

新鮮なものは灰黒色で川平閃緑岩類の紛岩と

区別 しにくい。変質したものでは灰色～灰緑色

で斜長石や角閃石の斑晶が目立ちゴマ塩状にザ

ラザラして見える。角閃石はしばしば褐鉄鉱化

している。変質が著しいと川平閃緑岩類や長崎

火山岩類の火砕岩類と区別 しにくい。節理はあ

まり発達 していないが,粗大な板状節理や方状

節理がみられることが多い。

検鏡記載 :

(斑晶)斜長石 (3 mm,自 形～半自形)・ 角閃

石 (2.5mm, 自形～半自形)0石英 (1.3mm, 自

形～融食形)か らなる。肉眼的に黒雲母がみと

められることがある。紫蘇輝石は変質のためわ

からないが,原鉱物として含まれていた可能性

がある。現川のある岩脈では斜長石・角閃石・

石英のほか普通輝石 (0.3mm, 自形)がみられ

る。角閃石は比較的多色性が弱 くX′ =黄色 ,

Z′ =褐色である。オパサイ ト縁はないか,あ っ

ても薄い。

(石基)斜長石・石英・アルカリ長石などか

らなり,粒状組織をなす。前出の現川の岩脈の

ものでは斜長石・アルカリ長石・不透明鉱物・

普通輝石,さ らにサポナイ トによる長柱状の結

晶の仮像 (紫蘇輝石の変質 したものと考えられ

る)がみられ,填間状組織をなす。

*3 田島・松本 (1980)に よる命名。
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第 5図  帆場岳の天竺山火山岩類溶岩の節理

7。 新期玄武岩類

分布 :帆場岳中腹 。天竺山北斜面中腹に溶岩

が,帆場岳の南に岩脈がみられる。溶岩は川平

閃緑岩類をおおい,天竺山火山岩類におおわれ

る。岩脈は川平閃緑岩類に貫入 している。田島

(未発表)によると本調査地域外で本玄武岩の

岩脈が行仙火山岩類を貫いているという
*4。

岩石名 :カ ンラン石普通輝石角閃石玄武岩

(岩型Ⅸ b,Ⅸ c)

灰色～黒灰色,溶岩の基底部や上限付近では

赤紫色を示す。板状節理がみ られる。溶岩基底

部では自破砕溶岩となっていることがある。

検鏡記載 :

(斑 晶)斜長石 (l mm, 自形 )・ 角閃石 (2.5

mm, 自形 )・ 普通輝石 (l mm, 自形～他形 )・ カ

ンラン石 (1.5mm,自 形)がみ られる。角閃石

にはオパサイ ト化がみ られる。カンラン石には

イディングサイ ト化やサポナイ ト化がみられる。

(石基)斜長石・普通輝石・不透明鉱物か ら

なり,カ ンラン石やアルカリ長石を含むことも

ある。 ピロタキシティック・填間状・間粒状組

織などを示す。

8.天竺山火山岩類 (新称 )

分布 :天竺山・帆場岳に溶岩が,川平・犬継

。現川一帯に多数の同質の岩脈がみ られる。天

竺山の南の370.5m峰 の西斜面にも小規模な溶

岩があり,こ の山の南斜面にはこの岩石からな

る巨礫が多数み られる。本溶岩は川平閃緑岩類

・新期玄武岩類をおおう。岩脈は川平閃緑岩類

をはじめ,い ろいろな岩体を貫いている。

模式地 :天竺山山頂およびその周辺の標高

310m以 上の範囲。

本来,模式地としては帆場岳を指定するのが

妥当であるが,“ 帆場岳火山岩類"と いう名称

が下位の玄武岩まで含めているような印象を与

えるおそれがあるため,玄武岩の露頭が目につ

きにくい天竺山を指定 した。

岩石名 :(紫蘇輝石)(黒雲母)角 閃石石英

安山岩 (岩型Ⅶ e・ Ⅶ・Ⅷ e・ Ⅷ・皿 e・ 皿 )

灰色ときに灰桃色の比較的やわらかい岩石で ,

しば しば板状節理や流理が著 しい。 この溶岩は

下位の新期玄武岩類との境界が明瞭に露出せず ,

また両者 ともに角閃石が含まれているため混同

されて玄武岩 と考えられていたり,層序が逆に

*4 1993年 6月 27日 ,長崎県地学会総会での指摘。
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第6図  新期玄武岩類 (1)・ 天竺山火山岩類

な り玄武岩が上位にされた り (鎌 田・堀 日,

1973)し てきた。

帆場岳では本石英安山岩の基底にしばしば自

破砕溶岩がみられ,それより上部では板状節理

面が山頂側に傾斜 していることが多い (第 5

図 )。 さらに山頂付近では板状節理に代 り方状

節理になっている。同様の特徴は天竺山でもみ

られ, さらに山頂では溶岩が多子L質となっている。

本溶岩と同質の岩脈が帆場岳の西か ら現川を

へて鶴 ノ尾に至るまで 2列の雁行配列を示す。

列全体は東西方向であり,各岩脈は東北東―西

南西方向の ものが多い。帆場岳の北の大継付近

で も西北西一東南東方向の列をな している。帆

場岳・天竺山は南側の雁行配列の線上に位置 し

ている (第 6図 )。

検鏡記載 :

(斑晶)斜長石 (4 mm, 自形 )・ 角閃石 (3 mm,

自形)のほか,黒雲母 (0.6mm, 自形・他形 )

(2)の 分布と斜長石組成 (An mol%)

や紫蘇輝石 (0。 3mm, 自形)・ 石英 (融食形)が
みられることがある。

斜長石には透明なものと不透明なものがあり,

前者は l mm以下の大きさである。角閃石にはX′

=淡黄色～黄色, Z′ =黄褐色～褐色～緑褐色

などの多色性があり,オパサイ ト化がみられる。

黒雲母にはX′ =淡黄色, Z′ =暗褐色の多色性

がみられる。

本岩石は紫蘇輝石を含むことがある点で新期

玄武岩類と異なる。さらに天竺山火山岩類と新

期玄武岩類の斜長石
*5の A一 C双晶の対称消光

角をもとに求めた*6灰
長石成分のモル比をみる

と,天竺山火山岩類では39～57%,新期玄武岩

類では57～ 61%と 後者のものが高い (第 6図 )。

(石基)斜長石 0不透明鉱物のほか,紫蘇輝

石・アルカリ長石・ガラスなどを含むことがあ

る。溶岩では填間状・ハイアロオフィティッ

ク・ ピロタキシティック・ガラス基流晶質な

*5 前者の斑晶については透明な ものを選んで測定 した。

*6 加納 (1955)の 図表により求めた。斜長石は高温型 として扱 った。 この図表では斜長石の An wt.

%を求めるよう指示 してあるので,こ れを m01%に なお した。
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第 1表 帆場岳・ 現川周辺の火山層序表

年代は田島ほか(1992)による。

地 層 名 F。 ■鋼t(Ma) 岩 石 名 KtINO(1950)狸 産 状 銀

第

四

　

系
　
　
　
　
　
新

　

第

　

一二
　

系

更

新

統

　

―

　

鮮

新

統

中

新

統

天生山火山岩類 (Bl)・ 佃y)・ llb Daci Ⅵ oVIeo Ⅷ・Ⅵ恥・XVIeo XⅧ LD・ Dk 厚さ 90m

Hb・ Au・ 01L Ⅸb・ Ⅸc 1』F・ Dk 厚さ 100m

行仙火LLME当貫入岩 (Bl)・ Hb Porph

Au・ IIb Ande

Ⅷ `XⅧ

Ⅸd

Int・ Dk 長さ1.仙貯 幅150m

押

jll■り辞副静順

(Hb)・ 01・ Hv・ Au Ande

(Hb)。 Au・ Hy Porph

Au・ Hy Dlo

Vd・ Ⅵd Int・ Dk 頼 81m・ 翻 ヒ4h

奇火山岩類 4.51± 0`42 (llb)・ 01・ Au・ Hy Ande

Hy・ llb Ande

ViVdoⅥ ,Ⅵa・ Ⅵd

Ⅶ

1』F・ El(

tetb・ vb

厚さ 3m耐

囀疇
西浦上安山岩 6.13± 0342 Hb Ande Ⅷ 厚さ 150計

欝 澱 Bi Rhyo XⅢ LD? 厚さ 511m

01・ llb・ Au・ Hy Ande Ⅵ d lF 厚さ 70■

古 第 二 系 口S・ SS・ Cg

…01;カ ンラン石 Au嗜髄闘石 Hy:― llb:角 閃石 Bi:黒雲母

Ba;玄武岩 Ande;安山岩 Daci:石英安山岩 hp:流紋岩 Porph:ヒン岩 Dlo;関緑岩 
“

:泥岩 ss:砂岩 cg;礫岩
t:凝灰岩 tb爛恢角磯岩 vb:火齢 礫岩

「

:溶岩流 lD鷲離旧順丘 Dk:岩脈 Int:貫入岩体

ど,岩脈では間粒状・填間状・ ピロタキシ   行仙火山岩類につづいては新期玄武岩類・天

ティック・ガラス基流晶質などの組織を示す。  竺山火山岩類の順に新 しくなる。新期玄武岩類

は閃緑岩を直接おおっており,地表に後者が露

Ⅳ 層序                  出するのに十分な間隙があったことが示唆され

古第二系・松浦玄武岩類・時津火山岩類 0長  る。

崎火山岩類の順に新 しくなることは定説になっ

ているが,長崎火山岩類と川平閃緑岩類・行仙   V 地質構造

火山岩類の関係については長崎火山岩類が新 し   長崎火山岩類の火砕岩類は本地域東縁におい

いとする考え方 (松本,1982)や そうではない  て基盤との境界線と平行な走向で基盤と反対側

とする考え方 (田 島ほか,1990;田 島ほか,  に傾斜すること,境界線は直線的であることか

1992)があり決着がついていない。筆者は今回  ら,次のことが考えられる。境界線は断層であ

の調査で貫入関係から長崎火山岩類・川平閃緑  り, これが動 くときに火砕岩類が引きずられて

岩類・行仙火山岩類の順に新 しくなると考える。 傾斜 した。砕屑物は西から供給されたはずで,

川平閃緑岩類は岩質からみて長崎火山岩類の一  もし高角のアバット不整合ならば基盤側に傾斜

部とみることもできる。ただし,本場東方では  した地層になるはずである。これは今後検討す

長崎火山岩類が川平閃緑岩類を貫いており, こ  べき課題である。田島ほか (1992)は 行仙火山

のことは長崎火山岩類が新しい時期に活動 して  岩類によってひきおこされた傾動としている。

いたことを示す。筆者は長崎火山岩類が新旧に   天竺山火山岩類は東西 2列の雁行配列 した岩

三分される可能性があると考えており,今後解  脈群とその線上に噴出した溶岩からなる。新期

明すべき火山層序学上の課題である。      玄武岩類やそれよりもさらに古い行仙火山岩類
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もこの線にそって活動 しているものがある。こ

の ことはすでにこの時期か ら東西性の弱線が

あったことを示 しており,島弧の成立 との関連

もあり興味深い。なお,天竺山火山岩類の溶岩

の節理などの状態はこれ らの山が溶岩円頂丘で

あることを示 している。

Ⅵ まとめ

① 本地域の火山層序は古第二系の基盤上に古

い順から,松浦玄武岩類・長与流紋岩・西浦

上安山岩・長崎火山岩類・川平閃緑岩類・行

仙火山岩類・新期玄武岩類・天竺山火山岩類

となる。

② 川平閃緑岩類は長崎火山岩類の一部とみる

ことができる。

③ 長崎火山岩類の一部は新 しい時期に活動 し

ている。

④ 東西性の弱線が存在し, これに沿って行仙

火山岩類 。新期玄武岩類・天竺山火山岩類が

貫入 し一部は噴出した。

⑤ 帆場岳・天竺山の山頂付近は溶岩円頂丘で

ある。

⑥ 長崎火山岩類と基盤の境界の一部は断層で

あり, これが動いたとき,長崎火山岩類の火

砕岩がひきずりにより傾斜 した。という可能

性がある。
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