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大村・諫早の活断層
*

はじらわに

1995年 1月 17日 の兵庫県南部地震は多 くの犠

牲者 と家屋や施設などに甚大な被害の爪痕を残

した。

地震にはプレー トの境界で起 こるプレー ト間

地震 と,プレー ト内で起 こるプレー ト内地震が

ある。プレー ト間地震が数十年から百年程度で

繰 り返 し起 こるのに対 し,プレー ト内地震は千

年から万年 (と きには十万年)程度 とかなり長

い くりかえし間隔をもっている。兵庫県南部地

震はプレー ト内地震であった。そこでは活断層

の一部が地表で観察され,一躍 この活断層 とい

う言葉が世間に知れ渡るきっかけになった。活

断層は,第四紀 (200万 年)以降に発生し,地表

にその傷痕を残 している断層である。

1988年西村暉希先生 (当 時,長崎県教育セン

ター指導主事)は ,空中写真の観察から多良火

山麓扇状地の上にリエアメントを見出し, これ

が断層であると指摘 した。その折,先生からは

大村中学校付近の断層地形や徳泉川内の露頭

(図版Ⅲ一③)を案内していただいた。

1995年長崎県立大村高等学校地学部が 1/2
万 5千地形図『武留路山・大村・多良岳・諫早』

の 4枚の地形図を使って地形の立体模型を作製

した。その立体模型の表面には,多良火山麓扇

状地の上にリエアメントが見事に表現されてい

た。 (写真 1)

*長崎県地学会 平成 7年度研究発表会において

講演 (平成 7年 6月 25日 )

貝J(大村高校)

彦 伏 村 市)

ちょうどその時期に,寺井邦久先生 (当 時 ,

島原高等学校勤務)か ら「新編 日本の活断層

(東京大学出版会 )」 のコピーを送っていただい

た。 これには,大村・諫早の多良火山麓扇状地

の上に数本の活断層が描かれていた。 このこと

からこの リエアメントが活断層であると確信 し

た。

「新編 日本の活断層」を参考にしてそこに示

してある活断層 と地形模型に表現された り■ア

メン トの位置 とを対比させた。

その後,現地調査を行い断層地形 (断層に沿っ

た谷地形や小凹地など)や ,褐鉄鉱脈の存在を

い くつかの地点で確認 した。

地形図にその位置を記入 してい く段階で,断

層の位置により下流側に断層に接 して比高10m

から20mの小丘陵が,西北西～東北東に直線的

に連続 してならんでいることに気づきその分布

図を作製 した (図 1)。 この小丘陵は断層地形に

特徴的な分離丘陵 (kernbut)*と よばれている

ものである。 この配列は地形の立体模型の表面

に残された断層地形 と一致 していた。分離丘陵

(kernbut)と は,崖の上部,下部 とも浸食地形

として残る場合に断層崖下では小丘陵が断層崖

に接 し,そ こに小凹地 (kerncol)を つ くって付

着することが多い。 このような丘陵が分離丘陵

である。

1。 断層の命名

大村・諫早の火山麓扇状地には少なくとも 4
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阪口 和則・高嶺 忠彦

写真 1 県立大村高等学校地学部が作製 した 1/2万 5千地形模型

本の活断層の存在が地形模型および,分離丘陵

の分布からわかった。

「新編 日本の活断層」によると,確実度 H,

活動度 Cの活断層が大村地域に 3本,諫早地域

に 3本示 してある。 (表 1)

[参考 ]

確実度 I……活断層であることが確実なもの

確実度 H……活断層であることが推定される

もの

確実度Ⅲ……活断層の疑いのあるリニアメン

ト

活動度 A・ ……平均 して1000年 に 1～10cmのず

れ

活動度 B……平均 して1000年 に10cm～ lmの

表 1 断層の特徴

ずれ

活動度 C……平均して1000年 に lm～10mの

ずれ

表 1の 2松尾という地名は現在 (1985)の 1

/2万 5千地形図には示されていない。 2松尾

とlA小川とlB広瀬は連続し, lC菅牟田は

lB広瀬から派生し,諫早市本野町谷川上流か

ら目代町小山さらに中田町中田へとのびる。私

たちは,地形模型に残るリニーメントをもとに

して新たにこれらの断層を北から南へ次のよう

に名づけた。

A 白木峰 (坊主谷～白木峰)断層

B 小サ||(徳泉川内～小川～谷川～正久寺)断層

[2松尾 01A小川と同じ断層]

(九州の活構造,1989よ り)

断 層 名 長 さ (km) 走 向 年代 (年 ) 縦ズン (m)

1  大似田

2  松 尾

3  向木場

4

1

3

NW

NW

NW

25× 104 S Ⅶ
r(20-30)up

SW (5-30)up

SW (5-30)up

lA 小 り||

lB 広 瀬

lC 菅牟田

1.3

1.5

2.7

NW

EW

NW

SW (20)   up

S   (20)    up

SW (20)  up
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C 向木場 (赤佐古～向木場～平松)断層

[3向木場 01C菅牟田と同じ断層]

D 大似田 (荒瀬～今富)断層 ?

[1大似田と同じ断層]

[  ]内は「新編,日 本の活断層」に示さ

れている断層

2。 断層の特徴

A 白木峰断層

あまり明瞭ではないが,そ の東南東延長

部の自木峰町椿原においてN70°W方向の

褐鉄鉱脈を確認した。

B 小川断層

明瞭である。断層の方向はN70°Wで,少

なくとも9.5kmは 地形模型から明ら力Jこ 追

諫早湾

跡できる。諫早市本野町円能寺付近から東

に向かって 2つ に分かれているように見え

る。[lC菅牟田]

諫早市の御手水観音付近に広 く分布する

安山岩溶岩の節理系もこの方向と調和して

いる。

C 向木場断層

明瞭である。断層の方向はN60°Wで,9.5

kmの長さをもちかなり長い。諫早市の平松

まで明らかに追跡できる。

この断層線上の大村市赤佐古町には昭和

20年代まで大村温泉 (田の平鉱泉,常盤旅

館)があった。

また,与崎にあった高屋真澄氏所有の温

泉はこの向木場断層線の 4 km南西にあたり,

大村 0諫早の活断層

萱瀬 ダム

／
↓

Cr

～

―

―

―

―

、

`
○は断層確認地点

り||

諌早市

図 1 多良火山麓扇状地堆積物上の分離丘陵 (Kern but)と 褐鉄鉱層の観察地点
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阪口 和則

C断層 と平行する未発見の活断層の存在が

推定される。

D 大似田断層

N45°Wの方向に延び,長 さは4.5kmで大

村市池田町で大村安山岩を,荒瀬では新期

玄武岩を切っている。

3。 地震の規模

「断層列島」の中で金折裕司 (1995)は 松田時

彦の研究から地表に現れた破壊面の長さと地震

のマグニチュー ドMと の関係式を示 している。

ただし,M=6以 上の地震で地表に長さ10km以

上の破壊面を生 じる断層を対象にした関係式で

ある。

日本の内陸では,M=6以 上の地震は地表か

ら深さ15kmま での地震発生層内で起 こるとされ

ている。

松田の関係式から,地表に現れた断層の長さ

から地震のMが推定される。

例えば

M=6 のとき

M=7 のとき

M=8 のとき

などである。

長さ 10km

長さ 20km

長さ 50km

大村 0諫早の活断層の長さはリエアメントの

長さから推定すると向木場断層,小川断層およ

び白木峰断層が9.5kmでM=6程 度 はあったの

かもしれない。大似田断層が 5 km前後なので,

M=6よ りももっと地震の規模は小さかった と

思われる。

4。 野外観察の特徴

番号①～⑨は図 1お よび写真図版Ⅲ,Ⅳの番

号 と一致させてある。 ( )内の数字は整理番号

を示 している。

① 諫早市白木峰椿原 (1458)

安山岩溶岩および凝灰角礫岩の風化帯で

ある。10m× 3mほ どの露頭に4本ほどの

幅数cmの褐鉄鉱 (針鉄鉱)脈がみられる。

本文でのべる活断層はすべてこのような

褐鉄鉱の脈 として観察されるものである。

高嶺 忠彦

果たしてこれが活断層の本体なのかあるい

は本体から派生 した褐鉄鉱脈の一部である

のか,こ れまでの調査では本体 と思われる

活断層を確認できていないので,こ れを一

応活断層の一部 と定義 して述べることにす

る。褐鉄鉱脈の方向は,N70°～80°W,50°

～ 70° Sで地形的に観察 される活断層の方

向とほぼ一致 している。(A 白木峰断層の

唯一の観察地点である。)

② 諫早市目代町仏供田 (1323)

多良火山麓扇状地堆積物を切って,N70°

W,78° Nの幅 4 cm,局 さ3mほ どの褐鉄鉱

の脈がみられる。脈は畑面からの高さ50cm

付近から上部が 2つ に分かれているように

見える。(C 向木場断層の唯一の観察地点

である。)

③ 諫早市本野町諫早農協穀類等乾燥貯蔵施

設付近の田圃 (1128)

農協の前の農免道路の筋向かいの低地は

最近圃場整備が進み,新 しくそれに沿った

農道がつくられた。幅 6m,高 さ3mほ ど

の露頭では 8本ほどの褐鉄鉱脈が観察され

る。N70° E,82° Nの方向を示す。そのほか

ここでは層理面をもった堆積物がみられ,

一部に褐鉄鉱の薄層がみられる。(B 小川

断層の一部である。)

④ 諫早市本野町谷川上流,農免道路脇

(1174)

露頭の幅は15m,高 さは 3mほ どである。

N50°～40° E,85° Nの方向を示す。下部の幅

は30cm,上部が80cmの上に広がった褐鉄鉱

の脈が観察される。さらにその脈は上位の

厚さ lmほ どの堆積物に不整合におおわれ

ている。断層活動の後に扇状地堆積物がお

おったものと考えられる。興味のある露頭

である。 (B 小川断層の一部である。)

⑤ 諫早市本野町谷川上流 (1127)

堀切の両側に露頭があり,最 も良い観察

地点の一つである。 (図 2)

堀切の北側露頭⑤一aは幅が100m近 く,

高さは7mほ どあり, 8本以上の褐鉄鉱の
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大村 0諫早の活断層

82W´

図2 ⑤諫早市本野町谷川上流 (1127)

脈が観察される。脈の幅はいずれも数cmか

ら数十cmで ある。

堀切の南側露頭⑤―bは幅が50m近 く,高

さは7mほ どあり,ゴヒ側露頭 と連続する。

N70°～50° E,60° Sの方向を示す。(B 小

川断層の一部である。)

⑥ 大村市小川内町 (1175,1330,1491)

最も良い観察地点の一つである。大きな

畑になっており,畑の崖で少なくとも平行

な 3本の褐鉄鉱の脈が観察できる (図 3)

いずれ もN60°～70°W,80° Sで ある。 (B

小川断層の一部である。)

C‐ 東大村一丁目狩野食品販売裏

食品工場の裏にあたり現在では観察でき

ない。図版Ⅳ―⑦のようなN60°W,89° Sの

方向の幅 5 cmほ どの褐鉄鉱の脈が観察でき

る。付近では層理の明瞭な扇状地堆積物が

観察できる。(B 小川断層の一部である。)

③ 大村市徳泉川内町 (50)

大村市徳泉川内町の露頭の写真を図版Ⅳ

―③に示す。

図版Ⅳ―③は,1995年 当時の写真である。

断層の傾きは,N58°W,36° Sである。断層

を境にしてゴヒ側 (写真では左側)はかなり

風化の進んだ安山岩溶岩で,南側は数cmの

数多くの褐鉄鉱の脈が観察できる

泥質の薄い層をはさむ角礫凝灰岩からなる

扇状地堆積物である。(B 小川断層の一部

である。)

⑨ 大村市坂口町池田ノ堤東農免道路脇

(1556)

幅20m,高さ 4mの安山岩の風化帯の露

頭である。幅数cmの褐鉄鉱の脈が 4本見 ら

れる。N40°W～ EWの方向を示す。(B 小

川断層の一部である。)

[参考 ]

⑤諫早市本野町谷川上流 (1127)の赤褐色の褐

鉄鉱脈の分析結果 (1995。 7 長崎県窯業試験

所の武内浩一氏分析)は図 4の とおりで,ハ ロ

イサイト,緑泥石,針鉄鉱 (goetite)か らでき

ている。なお,針鉄鉱は (FeO・OH)の化学式

で表される褐鉄鉱の一種である。

5。 活断層発生の年代

以下,入手できた資料をもとにした考察の過

程を順を追って述べる。

この多良火山麓扇状地がいつ形成されたのか,

それを直接知る手がかりはない。松本 (1977)

は,多良火山区で最も新しい年代 として五家原

岳溶岩のフィッショントラック年代を0.25m.y.

を報告している。したがって,25万年よりも新

/■一一P肩
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しい。

高島勲ら (1994)は TL(サ ーモルミネッセ

ンス)年代測定の結果,雲仙火山周辺部の火山

麓扇状地を形成する火山麓扇状地堆積物の主部

は,約30万年以降の様々の時代の溶岩 ドームの

成長 と崩壊の繰 り返しによって形成されたと考

えられるとしている。その中で多比良町瑞穂付

近で最も若い年代 として66× 103年 を得ている。

多良火山麓扇状地堆積物の年代もおおよそ,そ

れ位の年代だと推定すると,活断層が活動した

年代は30万年より新しいことになる。

多良火山麓扇状地の一部,④諫早市本野町谷

川上流付近では,小川断層の一部である褐鉄鉱

層が,厚さ 1～ 2mの より新 しい多良火山麓扇

状地堆積物で被われているところがある。 この

ことから,多良火山麓扇状地が形成されつつあ

る時期にはすでに活断層の活動が始 まっていた

と考えることができる。一方,多良火山麓扇状

地より低い位置にあり,非常にゆるやかな傾斜

(傾斜角 1°)で広がる大村扇状地上には活断層

と関係があると思われるリエアメントの延長は

空中写真では確認できないことから少な くとも

弥生時代 (約2000年 )よ り古い。

おわ りに

最近の研究によって,次々に新たな事実が明

らかになり,多良火山麓扇状地上の活断層の姿

がようや く見えてきたような気がする。 この活

断層の年代がかなり若いということは,ま さに

活 きている断層であると実感 させ られる。縄文

以降の3000年より若い時代の地震の痕や歴史記

録などの採集 と分析が今後必要になって くると

思われる。

謝  辞

西村暉希先生には,こ の研究のきっかけをつ

くっていただいた。

1995年諫早,大村にまたがる多良火山麓扇状

地に走 る活断層を知 り,調査を始めた折,寺井

邦久先生には「新編 日本の活断層 (東京大学

出版会 )」 のコピーを早速に送っていただき,活

妨ミ②

図3 ⑥大村市小川内町 (1175,1330,1491)

平行な3本の褐鉄鉱の脈が観察できる

断層の位置を地図上で確認することができた。

また,長崎県窯業試験場の武内浩一氏には,採

集した褐鉄鉱の分析を快 く引き受けて頂きまし

た。

ここに深 く感謝の意をささげます。
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阪口 和則・ 嵩嶺_忠彦 :大村・諫早の活断層

① 諌早市白木峰椿原
3本の褐鉄鉱脈 N70° W～ N88° E 60° S

③ 諫早市本野町諫早農協穀類等乾燥調整貯蔵施

設付近の田園 (1128)

数本の褐鉄鉱脈 付近に厚 さ 5 cmほ どの褐鉄

鉱層が Zら る。  N70° E～ N80° E 76° S～ 82° S

数本の褐鉄鉱脈

N32'E～ N60° E 60° S～ 90°

図版Ⅲ

② 諌早市目代町仏供田 (1323)

幅40cmヮ 高さ3m上部が 2つに分かれている

ように見える N70° W 78° N

④ 諫早市本野町谷川上流 (‖ 74)

新しい堆積物におおわれる 下部は30cmヮ 上

吉『は80cm N 40° Eハ‐N50° E 85° N

)  ⑤―b諫早市本野町谷川上流 切り割り南面(1127)

幅50cmの褐鉄鉱脈
N50° E 70° S
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⑤―a諫早市本野町谷川上流 切り割り北面(1127)
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褐鉄鉱脈が下部で 2つ に分かれているように

見える

上部は新 しい堆積物でおおわれる

図版 Ⅳ

⑥―b 大村市小川内町 上段の畑 (断層②)

N60° W～ N70° W 80° S

褐鉄鉱脈が奥の垂直な崖 まで30m以上伸びて

いる

③ 大村市徳泉川内町 1985年撮影
左は大村安山岩ヮ右は多良火山麓扇状地堆積

物

接触面 は N58° W 36° S 断層面か,不整

合面か

① 大村市東大村―丁目

幅 5 cmほ どの褐鉄鉱脈

狩野食品工場裏

N60° W 89° S

① 大村市坂口町池田ノ堤東農面道路脇 (1556)

4本の褐鉄鉱脈 N40° E～ N80° E 80° N

③―a 大村市小川内町 下段の畑 (断層①)

N60° W～ N70° E 80° S
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⑤諌早市本野町谷川上流 (1127)の赤褐色の褐鉄鉱脈の分析結果
(1995.7長崎県窯業試験所 武内浩―氏分析)

0。 0

図 4

同大会予稿集

渡辺 光 (1962):現代地理学体系 I,自然地

理 0応用地理,第 1巻 地形学,古今書院

[備考]断層地形の認定 (渡辺 光,1962に よる)

断層地形……地殻の顕著な差別運動に基づく地

形

a)崖の延長が直線的

b)崖が断層系 (fault system)あ るいは断層網

(fault net)な どと同一系統のものの 1つで

あること

C)断層段 (fault bench)と 階段断層崖の場合

が多い

d)三角末端面 (terminai facet)と その前面の

扇状地の発達

扇状地をつくっている河川が,山地中で幼

年谷の状態のときは山地の上昇を示し,山

麓線を境 とする差別運動を示す

崖の上部,下部 とも浸食地域 として残る場

合に,断層崖下では小丘陵が断層崖に接し,

そこに小凹地 (kerncol)を つくって付着す

ることが多い,こ のような丘陵が分離丘陵

(kernbut)で ある

g)平行状  (paraHel pattern)河り||

h)地質・岩石の連続

そのほか

欠床谷……谷底平野 (valley floor)を 欠 く

床谷 (sohlental)¨ …・谷底平野が開けてい

る谷

e)
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