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杵島層群上部の堆積構造と

ハウステンボス付近の火山岩類
地形図

絶好の巡検日和である, JRハ ウステンボス

駅で10時10分開会の挨拶の後,本 日の見どころ

などの説明があった。

その後,新 しくできた早岐バイパスにのって

卸本町にある高速道路の工事現場へ直行 した。

A地点

そこには大塔層上部層 (長浜・松井,1982)

あるいは大塔層脇崎砂岩頁岩互層 (高橋他 ,

1957)の見事な露頭の連続が見られる。砂岩と

頁岩の細互層で,層 間異常 (一部に washout),

斜交層理,乾裂あるいは漣痕が見 られる。 この

付近では上位の自色～黄白色,塊状,中～細粒

のアルコーズ砂岩で懸崖を造る佐世保層群相浦

層との境が見 られるはずであるが,工事中のた

め埋めたて られて very pointを 見ることはで

きなかった。コカコーラエ場裏の道路西付近で

は,厚さが 5m以上の砂岩層が観察されること

から, この辺 りに境を設定できそうである。か

つて日宇～大塔間では,長浜 0松井 (1982)に

よると,基底部に厚さ数mの顕著な礫岩層,塊

状礫質砂岩層・中粒砂岩層あるいは礫岩,砂岩 ,

泥岩か らなる異常堆積 (乱堆積 :非常に不規則

なラミナあるいは異常な成層状態を示す堆積現

象の総称)層が観察された。杵島層群 と佐世保

層群 との関係については古 くか ら議論 されて

きているが,不整合 (斉藤,1953),平行不整

合 (竹原,1953),局部的に不整合 (山 崎他 ,

1954),整合関係にある (高橋他,1957),整合 ,

一部不整合の疑いがある (沢 田,1958),一応
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整合 とみなす (長浜 0松井,1982),整合,一

部不整合 (松井他,1989)な どの考えがある。

大塔層最下部舶付砂岩層 (高橋他,1957)は

特徴のある礫岩層で,海緑石を含み礫はそら豆

大か ら大豆大の円礫,亜円礫で珪岩,チ ャー ト,

硬砂岩などからなり,風化すると玉ねぎ状構造

を示 し, この地域の重要な鍵層になっている。

この層か らは次のような貝化石が報告されてい

る。 (高橋他,1957)
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B地点

飯盛山南の指方では第二紀の砂岩層をおおう

厚さ 3mの白色の流紋岩質凝灰角礫岩と,そ れ

をさらにおおう流紋岩溶岩が 1つの露頭で観察

される。

凝灰角礫岩の中には,多 くの黒曜石あるいは

松脂岩を含むのが特徴である。流紋岩溶岩は松

岳流紋岩 (阪 口・迎,1972)に相当 し,下部の

流紋岩質角礫岩との関係は川棚町大崎半島でみ

られるものと同 じである。流紋岩溶岩の噴出前

に破壊的な火砕岩をつ くる激 しい火山活動が

あったことを示 している。背後には急峻な流紋

岩の ドームか らなる飯盛山が追 って見える。

川棚町大崎半島から北西ないし北北西に川棚

町松岳,針尾島の伊勢川,飯盛山,牛ノ岳,高
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迎 満康

島,金山などの可愛い流紋岩の ドームが並んで

いる。

C地点

権現岩デイサイ ト(田 島,1987)の観察を行っ

た。かつての石切場までの道は荒れて通れない。

循環道路沿いで工事のため転石を砕いた場所が

あったので,新鮮なサンプルの観察と採集がで

きた。この岩石は板状節理の発達 した灰色の安

山岩で,新鮮な破面ではきらきらと光る燐珪石

(tridymite)の 結晶が見える。付近にはこの

岩石と関係があると思われるサヌカイ トの転石

も多く見られる,こ のデイサイ トは針尾島の大

崎半島にも分布する。

長浜・松井 (1982)は この岩石を東彼杵町付

近の角閃石安山岩に分類し,阪口 0迎 (1972)

が川棚町石本の百津安山岩あるいは西海橋脚付

近の明星鼻安山岩としているものに相当する。

鏡下では斑晶を作る有色鉱物は小さな角閃石

(大部分オパサイト化),黒雲母 (一部金雲母),

紫蘇輝石で,石基は針状の斜長石とガラスから

なり,石英は観察できなかった。早岐図幅に記

載されている岩石分析値ではSi02 60～ 68%で ,

安山岩と流紋岩の境界の値を示 しているのでデ

イサイ トという名称も妥当かもしれない。田島

先生の話では,下位の第二系に由来する石英が

Xenocryst(捕 獲結晶)と して観察 されてい

る。また, この権現岩デイサイ トの下位には火

砕流堆積物が存在するということであった (阪

口・迎はかつて軽石層が存在すること発見 して

いたが記載していなかった,それが確認された

ことは非常に幸せなことであった。)が今回は

先を急いだためそれを確認できなかった。

ハウステンボスを眼下にしながら昼食をと思

い適当な場所を捜したが,小高い斜面には駐車

場がつくられ,すべて有料か封鎖されていた。

そのため長畑町宮まで直行せざるを得なかった。

宮中学校の近くの記念碑の前で車座になって昼

食をとり,恒例の自己紹介と近況報告を行った。

その中で,小林先生はニュージランドの雄大な

氷河地形の素晴らしさについて熱っぼく語られ,

ぜひ一度は出かけられるように勧められた。田

阪口和則

島先生からは,彼杵・川棚地区の火山岩類研究

の一端と研究のおもしろさなどについて述べら

れた。また西海凝灰角礫岩の噴出源は虚空蔵火

山ではなかったかという興味あるアイデアが示

された。

D地点

流紋岩質凝灰角礫岩 (九州大学の宮地六美先

生はかつてこれを火砕流堆積物と説明されてい

る。)の観察を行った。これは阪口・迎 (1972)

の三越礫岩層に,田島 (1982)の 白岳流紋岩類

および面高礫岩層Ⅵに相当する。

露頭の下部は厚さ3mほどの層理のはっきり

しない,む しろ塊状の凝灰角礫岩で,アズキ～

ソラ豆大の流紋岩,黒曜石,軽石などを含み,

上部には20cmほ どの数枚のやや泥質の層が見え

る。粒は良くそろっており,層状を呈すること

から降下堆積物そのものではなく,一部水の作

用を受けていると考えられる。

この堆積物は長畑町宮付近を中心に広 く分布

し,水平方向にも鉛直方向にも層相の変化がは

げしい。これは松岳流紋岩の活動以前のもので

あり,その活動の中心はまだわかっていない。

この凝灰角礫岩の構成鉱物としてザクロ石が存

在することを田島 (1982)は 報告 している。そ

の上位には阪口・迎 (1972)の 奥山玄武岩 (粗

粒のかんらん石玄武岩)がのっているのが観察

される。

今回の巡検では田島先生の4WDワ ゴン車と

高嶺先生の車利用させてもらった。ここに厚 く

お礼を申し上げる。
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