
長崎県地学会誌 第59号  1-6 (1995)

第 163回 (平成 6年 10月 30日 )

天気は快晴,平成 6年最後の巡検会である。

JR湯江駅横の高来町農協前の駐車場に午前 9

時15分 に集合した。日陰はやや涼しい。世話人

から行動予定を説明して,早速移動することに

した。

湯江駅から長里を通 り,丸尾の露頭③を観察

する予定だったが,駐車する場所がなくもたも

たしている間に後続の車の列が50mに もなって

いた。そのため,巡検の順序を急遠変更して次

のような巡検コースをとった。

① 井  崎

ゆるやかな峠は建築用の砂置き場になってお

り,正面のがけは下部の一部を残して夏草にお

おわれている。ゴルフボール大の軽石,ソ ラ豆

大の黒曜石それに角閃石の結晶を含む白色の火

山灰層,ASO-4が見える。ここでの厚さは10

m以上である。その下位には厚さ5～ 6mの玄

武岩の溶岩が海岸沿いに分布し,そ こにはかつ

て石切 り場があった。

② 佐賀県太良町牟田 力二御殿駐車場

白と黒とのコントラストが見事な大きな霧頭

が見える(図版 I-1)。 カニ御殿に観察の許可

を得にいった。ASO-4の下位は玄武岩の溶岩

でほとんど風化している。その境は余 り凹凸が

な く緩やかに西 に傾斜 している。ここでの

ASO-4の 厚さは2.5m以 上である。玄武岩 と

の境には10cmほ どの褐鉄鉱層があり,中心に特

徴のある孔を持った高師小僧がいくつも見られ

る。また,ASO-4の中には炭化木やわずかで

小長井町の ASO-4と 山茶花高原のスコリア

地形図 1/25,000「湯江」剛巴前大浦」
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あるがニギリコブシ大の玄武岩片が観察された。

すぐ近 くには新期玄武岩からなる竹崎火山(松

本征夫 1973)がある。

ここでは,ASO-4の 年代が話題になった。

現在では約 8万年前 (小野,渡辺 1984)が一般

的のようである。また,有明海を越えてこれだ

けの量の火山灰が堆積していることから, 8万

年前の海水準はどうなっていたのだろうかとい

う疑間も出された。

/Jヽ野,渡辺 (1984)に よると,ASO-4に含ま

れる軽石のみかけの比重の平均はおよそ0.5で ,

ガラス火山灰のマ トリックスと軽石とからなる

非溶結堆積物のみかけの上ヒ重は1よ り小さい場

合が多い。このような火砕流の流動層のみかけ

比重は1よ りずっと小さい。流動層が海に達す

ると,海面上の軽石層による浮力などに助けら

れ,火砕流は海面上を流走する, とされている。

また,北海道でも15cmの ASO-4の堆積物が

認められている (町田ほか 1985)こ とから,熱

雲の高さは非常に高かったものと考えられる。

*高師小僧

管状,樹枝状の褐鉄鉱の団塊,地下水中に溶解し

ている鉄分が土壌中あるいは粘土中の植物体 を交

代 して生じた水酸化鉄の沈澱物,愛知県高師が原に

産するのが有名で,そ の形が幼児,鳥,魚などを想

像させるためこの名がある。 (中道 修,地学事典 ,

平凡社,1978,地 学団体研究会 )
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ガゞ 註井町のASO-4

③ 丸  尾

牟田から,先程素通 りした丸尾に戻った6丸

尾の西500mほ どのところにある駐車場に車を

置き,歩いて現地に行った。

現地は自動車整備工場の向い側のがけである。

6mほ どの風化した玄武岩溶岩の上にASO―

4が不整合にのっている。その境は高い位置に

あり,日 の前で観察できないのが残念であった。

玄武岩溶岩の上部30γ50cmは土壌化している6

ASO-4の厚さは 1～ 2m程度である。玄武岩

溶岩の風化芯は斜長石の斑品が目立ち,肉眼的

には安 山岩のように見 える。岩石 は 01‐ Au‐

Basaltである。

この辺 りには,帆崎石の採石場があちこちに

見られた。

小倉 (1919)に よると,帆崎石は灰色,中粒

の玄武岩にして,節理に富み建築石材 として切

採している。

斑  晶

斜長石,普通輝石,チ タン輝石および,かん

らん石で,斜長石は l lnlnに 達するものがある。

石  基

拍子木状斜長石 (0.21mll)イ ンターサータル組

織である。 (と 記載されている。)

雲仙岳は終日かすんで見えなかった。

④ 長戸 小長井小学校付近

小長井小学校横の空き地に駐車して長戸の海

岸へ向かう。海岸道路は建築中で足元は良 くな

かった。長戸の海岸では玄武岩溶岩の節理に

沿ってたまねぎ状風化が発達している。岩石は

01… Au… Basaltである。

道路沿いに3mの高さで玄武岩の風化帯が続

く,そ の上に厚さ3mほ どのASO-4が見られ

る。その境にも褐鉄鉱層と高師小僧が見られる。

河野さん親子が直径10cmに もなる高師小僧を採

集された。今まで見てきたASO-4は下から上

まで一様で,堆積構造を確認できない。ここで

は下部30cm程が大まかな層状を呈している (図

版 I-2)。 ここの火山灰の中にはきらきらと光

る斜長石の結晶が多 く見られる。

⑤ 小長井小学校横

と山茶花高原のスコリア

駐車 した場所から10mほ どの高い位置に玄武

岩 とASO-4と の境が見 られる。この場所は‐一

段高いところに造成された広場になってお り,

そこから,更に 2mほ どの力れナを上れば両者の

関係をまじかに観察できる。その境は海岸の④

地点からすれば5m程高いところにある。しか

し 2mほ ど低い この広場 にもASO-4の 一部

が見 られることから,起伏のある玄武岩の台地

を埋めるように堆積 したことがわかる。

玄武岩 とASO-4と の境 には褐鉄鉱層があ

り。火山灰は一様な塊状でさらさらしてお り,

磨 き砂 というより磨 き粉 という感 じ力やする。境

か ら高 さ1.7m付近 には lmほ どの炭化木が

あった,そ のほかのところにもガヽ片は観察され

る。 ここでもはっきりした堆積構造を見ること

はできなかった (図版 I-3)。

ここで採集 した ASO-4の 粒度分布 を図 2

に,重鉱物 (比重2.7以上)分析の結果を図3に

示す。図3は諫早貝津火山灰層との関係を示し

た。

午前の行程をこれで終了して昼食にした。海

岸に近いために海風が強 く肌寒さを覚えた。河

野さん親子,山川さん親子,島原から松尾さん

一家が参加され楽 しい会であった。それぞれ自

己紹介 と事務局からの連絡の後,石川先生から,

鎌田先生は現在普賢岳の頂上で ドームの調査中

であることの報告 とASO-4に ついての解説

があった。

⑥ 田原溜池

田原溜池の南西には土地造成のために大きな

がけが作られ,そ こに厚さ20mに 及ぶ赤褐色の

見事なスコリア層が観察された。スコリアの大

きさは最大で 5～ 6 cmで粒度が良 くそろってい

る。それらが,厚さ数cm～十数cmの縞模様を示

し,ほ ぼ水平かやや南西に緩やかに傾斜してい

る。その上には玄武岩の崖錐堆積物が載ってい

る。崖錐中の玄武岩は 01… Au‐ Basaltで ある。

(図版 I-4)
① 古場名 山ノ神

山茶花高原の南西500mの道路わき,こ こにも

厚さ10m以上のスコリアの層が見える。アズキ
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粒度分布曲線
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図 2 ASO-4(小 長井小学校)の粒度分布

Hy
図 3 ASO-4の 重鉱物の量比

(Ho:角閃石、Au:普通輝石、Hy:紫蘇輝石 )
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小長井町の ASO-4と 山茶花高原のスコリア

表 1 小長井地区火山岩類の対比表

産  地 /Jヽ 形 (1989) 松 本 (1973) 小倉 (1919)

帆崎
多良岳古期 B
Pl,01,Au(48-56)

松浦 B
Au,01 普通輝石B

牟田
多良岳古期B
Pl,01,Au(48-56)

新期 B
Au,01～01

玄武岩質
集塊岩

竹崎、田原、
昆沙天

多良岳新期 B
Pl,0,Au(46-57)

新期 B
Au,01～ 01 透輝石 B

山茶花
多良岳新期A
Pl,Au,OPx,Hb,Bi(58-69)

経ケ岳A
Ol, Ho,bearing Au, Hy

紫蘇輝石A
角閃石A

田原溜池
多良岳新期 B
Pl,01,Au(46-57)

経ケ岳A
01, Ho,bearing Au, Hy 普通輝石B

G:饉EL::  ∬襲騨堪肇軍亀確芸蓮夏彙T宴山』
～ソラ豆大のスコリアで,各層とも粒の粗さは  町田  洋 (1985):阿 蘇火山灰 火山 第 2

ほぼ一様である。田原溜池のスコリアとは違い,  集,30巻,49～70(日本火山学会)

ソフトボール大から直径 lmに近い角礫が散在  松本 征夫 (1973):多 良岳自然公園候補地学

する。この大きな角礫の直下のスコリア層がへ   術調査報告書 (地形,地質)財団法人国立公園

こんでいることから,こ の角礫は火山弾として   協会

落ちてきたことを示しており,火口に近いこと  中村久美彦 (1993):長崎県における阿蘇 4火

がわかる。                   山灰の分布と鉱物組成 平成 4年度長崎大学

このスコリア層は下部 4mほ どは粒子が粗 く   教育学部卒業論文 (手記)

黄灰色で,上部 3mほ どは粒子が細かく,赤褐  小形 昌徳 (1989):九州北西部,多良岳地域の

色～ピンク色を示している(図 I-5)。 岩石名   火山地質 地質学雑誌 95巻,10号,755-
は 01‐ Au¨ Basaltである。             768.
③ 古場名 山ノ神              小野晃司・渡辺一徳 (1978):阿蘇カルデラ 月

⑦よりさらに200m下った道路沿いには玄武   刊地球 5巻,73-83(海洋出版)

岩質集塊岩が見られる。リボン状火山弾が多い。 副島猛俊・山口修弘 (1987):北高小長井町付近

③ 山茶花高原                 の玄武岩と火山灰層,日 曜巡検会報告記事。

多 くの登山者で広い駐車場もいっぱいである,  長崎県地学会誌 47号,11-13.

帰 りは自由解散ということにして,こ こで閉会  地団研地学事典編集委員会 (1978):高師小僧 ,

の挨拶をした。                 地学事典 647(平凡社)

コスモスも時期をやや過ぎ,さ らに今夏の異

常乾燥は鮮やかさと,華やかさを奪っているよ  参 加 者  24名

うに見えた。丘の上は子供たちの元気に走 り回  堀口 承明  林田 輝雄  西田 大輔

る姿でいっぱいであった。           山川  続  山川  舞  原田 米一

高 原 を つ く る岩 石 名 は (Ho)‐ 01… Au‐  西村  進  武内 浩一  石松 久明

Andesiteで ある。      (参 加者 24名) 河野 隆重  河野 昌子  河野 重範

河野憲二郎  松尾  司  高嶺 忠彦

参考文献          阪口 和則  内村  巌  大岩 芳智

小倉  勉 (1919):多 良岳火山地質調査報文  松尾 泰博  松尾 靖子  松尾 浩子

震災予防調査会報告 90号, 1-49.    松尾 龍一  松尾 達馬  石川 直衛
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阪口 和則・高嶺 忠彦 :小長井町の ASO― と山茶花高原のスコリア 図版 I

|.佐賀県太良町牟田 力二御殿駐車場

玄武岩溶岩 (風化)を おおうASO-4
(白 い層とその上の層 )

玄武岩溶岩 (風化)を おおうASO-4
-部に炭化木を含む無層理の火山灰層

5。 古場名 山ノ神

火山弾を含むスコリア層、上半部は細粒になってい

る。

2.小長井町長戸海岸

玄武岩溶岩 (風化)を おおうASO-4
ASO-4の下部がやや層状を示す。

4。 田原溜池南西

よく淘汰されたスコリアの厚層

(正面の崖で高さ5m)

6.古場名 山ノ神

5の近接写真、粗粒のスコリア層と火山弾

火山弾が下の層にめり込んでいる。

小長井小学校横
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長崎県地学会誌 第59号  7-10

第 165回 (平成 7年 3月 19日 )

(嬉川内ヮ

地形図 1

当日の朝は 7時頃は晴で,今日の日曜巡検会

はうまくいきそうでほっとしていた。ところ力`,

7時30分頃から,にわかに曇ってきて雨が強 く

降りだした。 2, 3の会員から今日は実施でき

るかの問い合わせがあったほどである。 9時頃

には上がり,晴れ間も見えてきた。天気予報で

は曇のち晴であった。

寒風の中,10時 15分 に東彼杵町中央公民館前

の駐車場に集合し,挨拶と本日の行程について

の説明の後,現地に移動した。

① 藤永地研の東彼杵グリーンテクノパーク水

源開発ボーリング

ここでは,日 曜日にも関わらず仕事が続けら

れていた。世話人の一人である永濱さんが早 く

から現地に出向いて,ボーリングコアを道路沿

いに並べていただいた。

深さ150mま でのコアが採取されていた。コア

の岩質はすべて角閃石安山岩で,120m付近には

50cmほ どの厚さで流理が見られ,さ らに,直径

が 2～ 3 cmほ どの不規則な形の白色岩片が含ま

れていた。多分下位の俵坂珪藻土層の一部であ

ろう。その後,こ の自色岩片の粉末X線回折の

結果が,参加されていた武内さん (長崎県窯業

技術センター)か ら寄せられたので紹介する。

『俵坂産珪藻土はクリストバライ トとハロイ

サイ トで構成されていました。今回の試料は長

石がかなり多 く含まれていますが,珪酸鉱物 と

しては石英ではなくクリストバライトですし,

中山)

//25,000

古 りH

阪 口

永 濱

低温鉱物のスメクタイ トを含んでいますので,

やはり珪藻土の捕獲岩片 と考 えたい と思いま

す。』参考のために,添付されたチャー トを図 4

にしめす。

工事は深度350～ 400mの深さまで掘 り進む予

定だそうである。調査孔は小口径のコアはワイ

ヤラインエ法が採用され,本掘削は,大国径の

トリコンビットによって進められ,岩石はスラ

イムとして外に出される。その後,深 さ400mで

工事が完了 したので,図 2.bに その柱状図を

示す。

② 福田地研の中尾水道水源ボーリング(試錐)

工事

ここでも休日返上の仕事が続けられていた。

180mほ どの深さまでのコアが古川の指示で,道

路脇に並べられていた。寒風の中,コ アの検討

を行った。

福田地研さんからは温かい缶コーヒーとお茶

のサービスをいただいた。深 く感謝したい。

深度22mほ どまで新期玄武岩 (阪 口,迎 ,

1982)で ,そ れより下,深度84mま では,嬉川内

角閃石安山岩 (阪 口,迎,1982),さ らにその下

位には松浦玄武岩 (阪 口,迎,1982,の 岩屋川内

川玄武岩)が深度180mま で続 く。 (図 2.a)
この新期玄武岩のコアはじっかりした溶岩の

部分 と,赤色に風化したり破砕されたりしてい

る部分に分かれている。鎌田先生が,こ のこと

は溶岩が時間をおいて何回も流出したことを示

(1995)

東彼杵町中山付近の地質 とボーリングコア

の検討

「彼杵」

俊太郎

和 則

伸 也

(福

(大

(藤

市 )

校 )

建 )

岡編
剛
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東彼杵町中尾水源試錐柱状図

(1995.3)

古川俊太郎・阪口 和貝J。 永濱 伸也

図 1

|

嬉川内角閃石安山岩

岩屋川内川玄武岩

一２０　　　▽言

一３００　　　　
▽Ｔ

図 2 ボーリング地質柱状図
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東彼杵町中山付近の地質 とボーリングコア (嬉り|1内,中山)の検討

図 3 貫入か、スラス トか

していると,オ旨摘された。

③ ボーリング位置から約200m西の川沿いの

畑の崖には固結度の低い礫岩層が見られる。こ

の礫岩は俵坂礫岩層 (阪 口,迎,1982)で鹿谷凝

灰角礫岩層 (阪 口,迎,1982)と 同時異相の関係

にあると考えられ,こ の付近では川沿いの低地

に分布している。

水平的にも鉛直的にも層相の変化が激しい。

観察した露頭では,角閃石安山岩に由来する砂

あるいは細かい礫を主とする堆積物に,ゴルフ

ボール大からニギリコブシ大の亜円礫を一見不

規則に含む。_L部 には部分的にシル トの薄い層

も見られ,それも細かい数セットのグレイディ

ングが見られる。

鎌田先生から,こ のようにシル トや砂の中に

亜円礫が散在するという堆積相はどのような環

境によって形成されたものか, という問題点の

指摘があった。

昼食 露頭の近 くの日溜まりで昼食をとった。

日がかげると寒い。

昼食の後,鎌田会長から新しく刊行された地

質図幅「福江地域」,「福岡市」の紹介があった。

嬉野町加杭 右側が第二系

その後,恒例の自己紹介 と近況報告があった。

阪神大震災についての報告がい くつかなされ,

興味深かった。最後に,事務局行事係の小田先

生から,今後の地質巡検の予定について説明が

あった。

④ 県境をこえて,岩屋川内ダム直上のこの地

点では竜頭泉安山岩溶岩の下に鹿谷凝灰角礫岩

層 (阪 口,迎,1982)が観察される。安山岩質の

凝灰角礫岩層である。層状をなし,バレーボー

ル大の角礫を多 く含む。マ トリックスは黄褐色

の安山岩質の細礫である。

⑤ 岩屋川内川沿いの加杭,こ こでは,N30°W
40° SEの面を境にして見かけ上,第三系が百津

安山岩 (阪 口,迎,1982)の上に乗っている。(図

3)

まず,こ この百津安山岩としたものがはたし

て安山岩であるか,岩石の色が非常に自っぽい

こと,流理が見られることなどから,流紋岩で

はないかという意見が多かった。世話人の一人 ,

阪回は岩石薄片の観察からこの岩石の中には石

英の斑晶を観察できなかったとや,野外での百

津安山岩との連続性を挙げて安山岩であると考
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古川俊太郎 0阪口 和則 0永濱 伸也

21-APR-95  13:07
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図 4 角閃石安山岩中の捕獲岩片の粉末 X線回折チャー ト

(武内浩―氏による)
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えていることを説明したが,流紋岩の斑晶中に

必ずしも石英は見られないという大島先生の指

導もあって,今後の問題 として残った。

さて,安山岩にせよ,流紋岩にせよ新しい岩

石が古い岩石の下にあることをどのように解釈

するか。

現地では,第二系に火成岩が貫入したとする

意見と,逆断層 (ス ラスト)説の二つに分かれ

た。はじめは貫入説が優勢であった,その根拠

は接触面に沿って赤褐色の厚さ 5～ 10cmの接触

変成を受けたと思われる部分が帯状に存在した

ことである。第二系の堆積構造は大きく乱され,

構造の確定ができない。また,下位の火成岩も

接触部付近の 1～ 2mの範囲でかなり乱されて

いる。

接触面の近 くでコブシ大の安山岩の円礫が発

見され,掘 り出された。この段階からスラスト

説が優勢になった。断層に伴う鏡肌は観察され

ていない。このことも,結論は出ないままに

てしまった。

予定の終了時刻になっていたので,今回

検会 は多 くの疑問点 を残 して終了するこ

なった。

参 加 者  24名

武内 浩一  永濱 伸也  古川俊太郎

大島 恒彦  富岡 好満  内川 義高

西田 大輔  松本 由一  千北 靖雄

千北 祐子  喜重  博  河野 隆重

河野 昌子  河野 重範  河野憲二郎

内村  厳  松尾  司  高嶺 忠彦

阪口 和則  原田 米一  浜田 七郎

鎌田 泰彦  小田 忠昭  林 譴次郎

正会員・一般    19名
生徒・児童     2名
佐賀県地学同好会  3名

なっ

の巡

とに

試 料 名 東彼杵町ホ・ リ̈ングコア中の白色包有物

測定条件 管球 :Cu, 出力 :40KV… 30mA
スリット系 : 1/2° -0。 2mm-1/2°

モノクロメター :有 り。 測定モード:1

測定結果 C:ク リストノ`ライト
S:スメクタイト
※その他のビークは長石に同定されるが、
種類は判別できない。

備  考
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長崎県地学会誌 第59号 11-16(1995)

第 166回 (平成 7年 10月 22日 )

当日は快晴, この快晴はここ数日続いていた。

集合場所の東彼杵町公民館前の駐車場は,町の

剣道大会のため使用できないことがわかり,隣

の歴史民族資料館の駐車場を使用するように指

示された。そのため,一部の参加者には駐車場

の変更のために迷惑をかけた。

今回は,地下水調査のためこの地域を細かく

調査している古川の案内を中心に巡検をおこな

うことにした。

① 道路脇に 9台 の車を駐車して,道路沿いと

川の中の露頭を見てもらった。道路沿いには凝

灰角礫岩 (鹿谷凝灰角礫岩層,1982,阪 日,迎 )

と角閃石安山岩 (嬉川内角閃石安山岩,1982,

阪口,迎)が観察される。

川の中では,川の中央に角閃石安山岩が高さ

2.5mほ どの高まりをつくっている。川岸には角

閃石安山岩をおおって竜頭泉安山岩の下位にあ

る鹿谷凝灰角礫岩層が見られる。礫はニギリコ

ブシ大からバスケットボール大で礫種は大部分

が輝石安山岩である。この凝灰角礫岩層の中に

角閃石安山岩の礫が含まれることから両者の関

係は不整合であると考えられる。

② 玉すだれの滝付近では鹿谷凝灰角礫岩層が

川の両岸に見られる。その厚さは5mに達する。

その上位には竜頭泉安山岩がかぶさっている。

東 彼 杵 町 千 綿 川 付 近 の 地 質 と

ボーリングコア (い こいの広場)の検討

地形図 1/25,000「彼杵」

古 川 俊太郎 (福

阪 口 和 則 (大 岡
嚇

市 )

校 )

③ 中野 (鯉料理屋)の近 くでは再び角閃石安

山岩の露頭が見られる (こ れは1995年 に古川が

確認した)。 橋を渡って100mほ ど上流の川の中

では図版H-1, 2の ような関係が観察された。

角閃石安山岩の上に80cm程度の凝灰岩層 (?)

が見られる。この層は,大部分がバレーボール

大の角閃石安山岩の真っ白い風化礫 とそれを取

り囲むようにチョコンー ト色の凝灰岩層 (筆者

は風化粘土層と考えている)か らできており,

中ほどには l cmほ どの厚さの褐鉄鉱層が見える。

このことから,案内者の一人,阪回は,こ の80

cmほ どの厚さの地層は,下位の角閃石安山岩の

風化帯が土壌化した部分であると考えている。

その一部に褐鉄鉱層が存在することから,浅い

沼地のような環境があったと想像している。

その上位には①地点の鹿谷凝灰角礫岩層 (亜

円礫)が 3mほ どの厚さで分布する。礫の大き

さはニギリコブシ大で粒がそろっている。その

上には竜頭泉安山岩の溶岩が高さ10m以上の断

崖を造って迫ってくる。

[昼食]

車道の終点にある,山の家の駐車場に車を置

いて少し上流の呑空淵の上の広い川床をつくる

安山岩の上で昼食にした。
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古川俊太郎・阪口 和則

大野原玄武岩

龍頭泉安山岩

図 1 東彼杵町千綿川流域地質図

鹿谷凝灰角礫岩

嬉川内角閃石安山岩

N
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砂質土

(Hb),Au,Hy一 Andesite

凝灰角礫岩

(Hb),Au,Hy― Andesite
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01-basalt

凝灰角礫岩

(Hb),Hy,Atl― Andesite

図 2 竜頭泉いこいの広場ボーリング柱状図

西海地研帥施工,1995

1500m
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東彼杵町千綿川付近の地質 とボーリングコア (い こいの広場)の検討

そこでは,ま ず,筆者があらかじめ購入して

いた「大地の動きを知ろう 日本質学会編」の

紹介と販売をした。その後,恒例の自己紹介と

近況報告を行い,親睦をはかった。鎌田会長か

ら,最近行われた「長崎県北松型地すべりに関

するシンポジウムと現地検討会,地すべり学会

九州支部,関西支部主催」の内容の紹介と会員

の河野さんのご子息の研究が学生科学賞の佐賀

県審査で最優秀賞をとり,中央審査に出品する

ことに決定したという嬉しい紹介があり,会員

から拍手が沸き上がった。

川床は,安山岩の岩盤でできており,小さい

ながらポットホール様のくぼみがいくつか見ら

れる。秋の紅葉の時期はいいだろうなあという

話が聞こえた。川の流れと,す ぐ下の滝の音を

聞きながらの昼食の一時はちょっとした風情が

あった。このころから少し雲が出て暑い陽射し

をやわらげてくれた。

④ 河川堆積物 (段丘堆積物)

露頭で観察される全体の厚さは約 4m程度で

上位は崖錐堆積物に被われている。北にわずか

に傾斜した砂礫層からなる。砂層の中程には長

さlm,厚 さ30cmほ どのレンズ状の炭化した植

物片の集合が見られた。 (図版Ⅲ-3)

田島会員から覆瓦構造が見られるという指摘

があり,そ の説明がなされた。現在の上流から

下流への流れと同じ向きであることがわかった。

⑤ 山の家の前には多孔質玄武岩 (かんらん石

玄武岩)が水平距離で20m,高さ3m程度の小

範囲に分布する。初めてこれを古川会員から指

摘されたときはその存在に疑いを持ったが,薄

片観察の結果,玄武岩であることがわかった。

大野原玄武岩のたれ下がりか,あ るいは竜頭泉

安山岩の溶岩を貫 く貫入岩体なのか,さ らにい

ままで定義していなかった新手の玄武岩の岩体

なのか。いこいの広場のボーリングコアでは深

度93mか ら125m(標高では330mか ら270m)ま

でかんらん石玄武岩がでてくる。標高からすれ

ばこのかんらん石玄武岩と対比される。そうす

ると,こ の千綿川流域でははじめての古い玄武

岩で,嬉野の岩屋川内玄武岩と同じ時代のもの

になる。その後の調査 (1996.3.10)で 赤色風化

粘土層をはさんですぐ上に竜頭泉安山岩の溶岩

が乗っていることがわかった。このことから,

この玄武岩は竜頭泉安山岩の溶岩の下位に来る

新手の玄武岩の可能性が高い。 (図版Ⅲ-4)

⑥ いこいの広場ボーリングコア

竜頭泉のすぐ上にあるいこいの広場は多 くの

遊具を備えた町営の広場で,若い人たちの姿が

多い。ここに着いたのは午後 2時30分近 くで

あった。工事を担当している西海地研の浦野部

長は朝の10時からここで待機して居られたそう

で,連絡が悪かったことを申し訳なく思った。

これより先に,こ の巡検のためにあらかじめ問

題になりそうな部分のコアを送って頂いて薄片

にして検鏡をしておいた。

資料 として配布された柱状図の中にその結果

を書き込んで頂き,それをもとにしてコアの検

討をしていただいた。あらかじめ検鏡しておい

たのは正解であった。

すべての行動を午後 3時には終了することに

していたのでコアの観察が不十分に終わったよ

うな気がして反省している。

ここでは,溶岩の風化部分と凝灰角礫岩との

区別をどうしたら良いか, という疑問や,深度

100m付近の玄武岩が ドレライ ト (Dolerite)で

あるという田島会員の発言があり,それについ

て討論された。また,試錐孔がかなりはげしく

空気を吸い込んでいることについても意見がた

たかわされた (こ の空気吸入のためにここでの

ボーリング作業が中断された)。
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ドンライ ト(Dolerite)で あるかどうか意見が分

かれたので,問題の深さ118.80mの コアを持ち

帰って,検鏡した結果,ふつうの玄武岩の溶岩

であり,doleritic(粗粒玄武岩質)textureは見

られなかった。

* 参考のため,岩石学[1](青山信雄 1955

p166)よ リドレライトについて引用する。

玄武岩の噴出型のものではなくて,貫入型

のものに対して輝緑岩 (Diabase)と いう名を

用いている。故に米国で云う輝緑岩は,英国

でいうドレライ ト (粗粒玄武岩)Doleriteに

相当するものである。

* 偏光顕微鏡と岩石鉱物 [第 2版]黒 田吉

益 諏訪兼位 共著

共立出版 p234

Dolerite(粗 粒 玄武岩 質,オ フィチック

(ophitic), 輝緑岩1質 (diabasic)texture)は

輝石の大きい結晶中に自形の斜長石が多数取

り込まれている組織で粗粒玄武岩,輝緑岩に

典型的である。

予定していた 3時を過ぎたので,今回の巡

検会を終了することにし,希望者はすぐ下の

竜頭泉の滝を見て帰ってもらうことにした。

参 カロ者  15名

河野 隆重  河野 昌子  河野憲二郎

高嶺 忠彦  阪口 和則  原田 米一

古川俊太郎  田口 康博  佐崎謙一郎

鶴田  匡  内村  巌  大岩 芳智

鎌田 泰彦  松本 由一  田島 俊彦

正会員 0-般  14名

生 徒     1名

古川俊太郎・阪口 和則
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古川俊太郎・阪口和則 :東彼杵町千綿川付近の地質とボーリングコア (い こいの広場)の検討   図版Ⅱ

2.1の近接写真

嬉川内角閃石安山岩上部の風化粘土層ヮー部に褐鉄鉱層を爽む

白色の部分は角閃石安山岩の風化
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古川俊太郎・阪口和則 :東彼杵町千綿川付近の地質とボーリングコア (い こいの広場)の検討   図版Ⅲ

3.①地点の河川堆積物

炭質物と覆瓦構造が見える

4.⑤地点の竜頭泉安山岩とその下位の岩屋川内川玄武岩

水路付近の風化帯が境界
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