
長崎県地学会誌 第60号 22-24(1996)

第168回 (平成 8年 4月 21日 )

平谷ヮ黒木 トンネル(仮称)の坑内見学と平谷温泉周辺の地質

(佐賀県地学同好会 との第 4回合同巡検会 )

地形図 1/25,000「多良岳」「古枝」

阪 口 和 貝J(大 村 高 校)

松 尾   司 (長崎北陽台高校)

当日は朝から終日良い天気に恵まれた。 9時

15分に東彼杵町中央公民館前の駐車場に集合し,

簡単な挨拶のあと早速移動した。平谷のトンネ

ルに10時30分までに到着しなければならない。

途中,隊列を見失った班が 2組あった。広川原

のキャンプ場の桜はちょうど満開である。標高

600mの この地点では平地よりも気温が低いか

らであろうか。今年の春は低温続きで,平地で

も桜の花見が 3週間にわたつてできたほどで

あった。

井上 司所長 (鹿島神崎産業建設共同企業体 ,

平谷黒木 トンネルエ事事務所)か ら説明があつ

た。単身赴任で奥様の手料理を頂 くのは年のう

ち 2割,後はトンネル現場近 くに建てられた事

務所兼宿舎のおばさんが作ってくれる食事が 8

割だそうだ。

トンネルエ事の進め方について次のような説

明があつた。掘削作業 (ト ンネルを掘る作業),

支保工事 (H型鉄骨で天丼を支える工事とコン

クリー ト吹き付け, ロックボル トによる岩盤の

固定),コ ンクリー ト́覆工作業 (ト ンネル内面を

コンクリー トで覆う作業)の手順の説明が詳し

くなされた。

現在,佐賀県側坑日から970m付近まで達して

いる。この付近は安山岩とその下位にあると推

定される玄武岩との境界にあたる位置である。

坑日から,600m付近で破砕帯に当たり,湧水が

ヽ  ノ

地質巡検ルートマップ

多かつた。 16° C位の水温で, 4～ 5t/分 の水

量である。 この工事は1997年 6月 には完成の予

定である。工事は24時間 3交代で終 日行われて

いる。などの説明をうけた。

今 日は工事が休みであるために坑内の見学が

で きた。坑内で も井上 さんの くわ しい説明が

あった。
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平谷,黒木 トンネル (仮称)の坑内見学 と平谷温泉周辺の地質

11時から坑内にはいった,筆者は,少 し遅れ

て入坑 したために途中の説明はほとんど聞 くこ

とができなかった。9701YLと いうのはかなりの星巨

離であった。足元はぬかるんでいたが,広々 と

していて,切 り羽を除いては トンネル内は完全

にコンクリー トでおおわれていた。地下水を汲

み上げるポンプの音がつづき,天丼からも水が

滴 り落ちていた。

切 り羽は,玄武岩であろうとされている黒色

のやや板状の節理を示す火成岩からできている。

位置を確定するためのレーザーの反射板が数カ

所に置かれて,赤い光を反射 していた。 ここの

岩石は玄武岩ではな く,顕微鏡観察によれば,

角閃石―紫蘇輝石―安山岩である。斜長石の板

状のきれいな結晶がみえる。

12時30分から宮崎 と人吉を結ぶ加久藤 トンネ

ルの難工事の様子 をビデオで見せて貰った。

数ヵ月にもわたる60t/分にもおよぶ, ものす

ごい出水 と土石流 との悪戦苦闘の連続が続 く画

面に迫力があった。

昼食後, トンネル付近の地質を調べた。

①地点では,角閃石安山岩の岩脈が観察され

た。鏡下では,板状の斜長石と針状の角閃石の

斑晶からなり,量的には圧倒的に角閃石が多い。

石基は,流紋を示す針状斜長石とガラスからで

きている。

②地点は平谷温泉源で,幅1.5mほ どの破砕帯

がN83°W:85° Sで,対岸から河を横切ってい

る。地下からはポンプの温泉を汲み上げている。

③地点はそれより下流に当たり,玄武岩質の

凝灰角礫岩と玄武岩の溶岩が断層で接している。

④地点は安山岩と,玄武岩とが接していると

いわれている場所で,道路沿いに露頭がつづい

ている,標高の低い位置に玄武岩といわれる岩

石がある。肉眼的には両者の区別はむずかしい。

上位のいわゆる安山岩がやや板状節理が発達し

ているように見える。顕微鏡観察の結果,いわ

ゆる安山岩は,複輝石安山岩である。いわゆる

玄武岩も紫蘇輝石の多い普通輝石・紫蘇輝石安

山岩である。かんらん石の斑品は観察されな

かった。

恒例のミーティングは昼食時は時間不足でで

きなかったので,帰 りの途中,広川原キャンプ

場の駐車場で行った。自己紹介の中で,武内会

員から『炎の博』についての案内があった。ま

た,鎌田会長からは,創立35周年記念海外地質

巡検会の計画の進み具合と,巡検地の候補につ

いて話があった。アメリカ西海岸あるいは台湾

の海外コースと今年は県外巡検にして,来年海

外巡検を実施するという案が考えられているこ

と。それから,対馬金田城の整備にともなう石

垣の石の調査結果についてのひとつのアイデア

が示され興味があった。さらに,応用地質学会

記事に,九州,沖縄の地学関係同好会・普及施

設一覧がありそのコピーを示された。その中に

は長崎県地学会の紹介記事があった。

(参加者 27名,会員 22名,一般 3名,児童

生徒 2名 )

写真 1 平谷 0黒木 トンネルの平谷ロ 写真 2 切羽の状況を見学する会員
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阪口 和則 。松尾

写真 3 地点③ :玄武岩質凝灰角礫岩,侵食され

て深い渕をつ くっている。

参加者 27名

河野 隆重

吉田 利子

千北 靖雄

高原 幸一

小林  茂

高嶺 忠彦

阪口 和則

松本 由一

長岡 信治

(名簿記入順)

河野 重範

松尾浩太郎

古賀 英樹

山口 修弘

西村  進

小野 尚哉

原田 米一

石川 直衛

福田 尚武

河野憲二郎

宮崎 直人

辻  亮介

松尾  司

中山 澄男

石松 久明

鎌田 泰彦

武内 浩一

古川俊太郎
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長崎県地学会誌 第60号 25-26

第171回 (平成 8年 10月 27日 )

(1996)

康

昭

満

和山

迎

渕

北松炭田の地層と松浦玄武岩

地形図 1/25,000「江迎」・「佐世保北部」

コースと観察事項 (時刻)

①「佐世保北高 (集合)」 10:15

鎌田会長挨拶 0コ ース等の連絡

②「冬越峠」(世知原町)10:40

玄武岩台地の鳥敢・北松型地滑り

③「世知原町の炭層」11:20

石炭層 (「松浦三尺」)の観察

④「河川公園」(吉井町)「昼食・ミーティング」

12:00

ポ ッ トホールの観察・ 自己紹介 0近況報告・

事務局連絡

⑤「潜竜ヶ滝」 (江迎町)13:50

滝 と板状節理の観察

⑥「佐々町役場 (解散)」 15:00

佐々川断層に伴う地形の変化

天候に恵まれ気持ちの良い,1996年 を締めく

くる第171回「日曜地質巡検会」であった。

佐世保北高から出発し,最初は佐世保市と世

知原町の境界付近にあたる冬越峠で「玄武岩台

地」の観察を行った。峠ということで景観が良

く国見山から平戸 (田平)方面にのびる緩傾斜

の溶岩台地はダイナミックで,日 本でも「全国

規模」であること,厚さ,噴火の様式,北松地

区特有の地滑 りの説明の後,各 自の意見 (考

え)・ 質問等が交わされた。

次は,世知原町の石炭層の露頭の観察で,こ

れは世知原町の中心部にあり,当時「松浦三尺」

と呼ばれていた。平日は,世知原歴史民俗資料

館 (旧松浦炭鉱事務所の建物)も 開館しており,

(佐世保北高校 )

(猶 興 館 高校)

当時の採炭方法を復元した展示物の見学や旧坑

道 (三坑)の中にも入れるが,当 日は坑道入口

横の石炭露頭の観察だけになってしまった。非

常に保存の状態が良く,「一目瞭然」であった。

炭層を挟んで下部の泥岩層の毛根の化石が含ま

れ,上部の泥岩層には葉片の化石は含まれても

毛根はまず含まれないなど相互関係や,他地域

との炭質 (品質)の比較 0生成のメカニズム等

の解説があり,植物化石の採集やライターによ

る石炭の燃焼実験などそれぞれ興味深げにいろ

んなことに取り組んでいた。

河川公園では,ポ ットホールの観察で,こ れ

は,砂岩層の河床に形成されたものである。以

前巡検のテーマとして扱っているということで

あったが,参加者の入れ替わりも考えられるこ

とから今回も対象とした。主にポットホールの

成因と,河床の侵食の時間的なスケールの考察

(大洪水の頻度と侵食速度)。 方向性・河岸段丘

に分布する意義等の説明があった。

昼食・ ミーティングでは,恒例の近況報告を

兼ねた自己紹介があり,その後事務局からの連

絡として会員名簿・長崎県の地学関係の出版物

の紹介,台湾巡検会の日程変更の予定,参加の

要請が鎌田先生からなされた。

午後からは,潜竜ヶ滝で,玄武岩質溶岩の産

状の観察で,通常は「柱状節理」を生じるが,

板状節理が顕著で興味深いものであった。

最終地点の佐々町役場では,佐々川断層を扶

んで地形的な変化,断層の特徴などを地質図を
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迎 満康・渕山 和昭

ノJi llt llij

だ

ヽ
し

もとに考 えた。15時30分 頃解散 とい うことに

なった。

全体的に的の絞 りにくい巡検であったことを

反省 してお ります。

各地点の鎌田先生の説明の中で,「天然記念物

の指定がなされていない。申請があれば…。」と

いう話がありました。なかなか地元のAと 接す

る機会はありませんが,生徒を介 して (授業の

中で)ア ピールをしていきたいと思います。

今回の巡検会では,鎌田先生には資料の準備

までしていただいて,大変迷惑をおかけしまし

た。なお「鷲尾岳地滑 り資料館」は,閉館 して

お り見学できませんでした。当館は,江迎町志

戸氏 (し とのうじ)バス停前にある公民館に併

設しています。機会があれば計画したいと思い

ます。コース決定のアドバイスなど事務局の方

にもお世話になりました。どうもありがとうご

ざいました。

参加者 17名 (50音順)

岩尾雄四郎   岩永 聡輔   内村  巌

鎌田 泰彦   河野 隆重   河野 昌子

河野 重範   田口 康博   田嶋 俊彦

田中 順市   長岡 信治   西村  進

原田 米一   渕山 和昭   松本 大介

松本 由二   迎  満康

正会員・一般 15名,学生 0生徒 2名

第171回 日曜地質巡検会ルー トマップ
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長崎県地学会誌 第60号 27-29(1996)

長崎県地質学会 第171回  日曜地質巡検会参加記録

― 北松炭日の地層 と松浦玄武岩 ―

と き :平成 8年 10月 27日 (日 )一快晴―

ところ :佐世保炭田地域 (世知原・吉井・江迎)

集 合 :長崎県立佐世保北高等学校

世話人 :迎  満康 (佐世保北高校)

渕山 和昭 (猶興館高校)

開  会

渕山・迎理事 0鎌田会長あいさつの後,渕山

理事より本日の巡検コースの概略について説明

があり,鎌田会長からは,佐世保炭田の模式地

質柱状図を配布・説明いただきました。

本国の参加者は17名で10台 の自家用車で出発

しました。佐世保ゴヒ高校を出発して,ま もなく

大野～知見寺と過ぎ～冬越峠の展望台に到着し

ました。

1.冬越峠の展望台から松浦玄武岩類の溶岩台

地を展望

冬越峠の標高451m付近に建てられた展望

台から四方に展開した松浦玄武岩類の溶岩台地

を展望しました。鎌田会長からは, ここから見

る松浦玄武岩類の溶岩台地は日本一の広さを誇

るものであることや,こ の溶岩台地は何回もの

火山活動で流出した厚さ20～30mの溶岩類が何

枚も重なり合って構成されていること等の説明

がありました。また,溶岩台地斜面には,有名

な世知原茶が広 く栽培されているとの説明もい

ただきました。冬越峠展望台駐車場の前には世

知原茶宣伝のための巨大な “きゅうす"Teapot

が青空高 く飾ってありましたが,そ の様子がど

ことなくのどかで,微笑ましい風景でした。

冬越峠展望台からの展望を終え,上野原～矢

櫃～世知原～世知原歴史民俗博物館に到着。歴

史博物館には松浦炭鉱関係の資料が展示されて

田 島 俊 彦 帳崎市)

いますが,本国は臨時休館日でした。

2.佐々川対岸の松浦炭鉱の旧三坑

坑道入 り口に発達 した佐世保層群柚木層上

部層に挟 まれる松浦三尺層 =強粘結炭層 と世知

原層の境界付近を鎌田会長からいただいた佐世

保炭田模式地質柱状図を片手に観察 しました。

ここでは,石炭層の形成機構や炭層の上下の泥

岩層の識別法について鎌田会長からご説明いた

だきました。

例 えば,松浦三尺層の場合 ;

①浅海性の炭質物や分級の良い粗粒砂質～砂

質～泥質堆積物が堆積する。

②その上位に細粒砂岩～泥岩が堆積する。

③炭層直下の泥質堆積物中には,植物の細い

根の炭化物が層理に直交する状態で挟まれ

ている。

④この上に層厚70～90cmの石炭層圭松浦三尺

層が堆積している。

⑤松浦三尺層を被って約50cmの 灰黒色炭質の

泥質粗粒砂岩が堆積している。

⑥さらにこの上には約40cmの 灰色泥質細粒砂

岩が堆積している。この泥質細粒砂岩中に

は植物化石 (葉)が多く挟まれていて,こ

の部分は,層理の方向にたいへん割れやす

い状態になっていることなどを学びました。

⑦松浦三尺層の約90cm上位から世知原層に変

わ ります。

③沢田秀穂技官 (1958)の北松炭田地質図に

よります と,松浦三尺層は柚木層上部層の

最上部に扶 まれています。柚木層上部層は

層厚約180m± くらいで,そ の中に 5回のサ

イクロセム cyclothem(堆積輪廻)が認めら
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田島

れると記載 しています。

⑨長栄ボーリングlalの 松本由一社長さんは,

お若い頃ここ北松炭田にお勤めだったそう

で,こ のあたりの石炭については大変お詳

しく,い くつかの面白い話を伺いました。

その 1:松浦三尺層から掘 り出された石炭

は強粘結炭で発熱量が7000カ ロ

リーと高 く,低カロリーの石炭と

混ぜて使用していたということで

す。

その 2.松浦三尺層の強粘結炭ばかりをス

トーブで焚 くと,そのスラグがベ

タベタと溶融 してロス トルが詰

まってしまって燃やせなくなるそ

うです。そのために非粘結炭を混

ぜて焚かないといけなかったそう

です。

⑩同じ松浦三尺層の石炭でも,佐々川衝上断

層を挟んで,その北西側から産出するもの

は強粘結炭になっているが,南東側から産

出するものは粘結炭になっていないという

ことです。この不思議な現象は,今日の石

炭学でもいまだ解明されていないというこ

とでした。

3.吉井町河川公園のポットホール(お う穴)群

渕山理事の案内で,正午ころに佐々川流域

踊瀬の河川公園に到着。河川公園では,佐々川

の現河床面に直径 lm大のポットホール群 (低

位段丘面に生じた新しいもの)があり,ま た,

佐々川現河床面より約 5m上位の氾濫原面にあ

たる踊瀬にも,直径 3m大のやや浸食の進んだ

おびただしいポットホール群 (中位段丘面に生

じたやや古いもの)が観察できました。これら

の氾濫原面ポットホール群には,洪水時の川水

や雨水が貯えられていてその中にはハゼ類が生

息していました。これらのことから,氾濫原面

ポットホール群が形成されてから現在までの間

にこのあたりは,約 5mほ ど隆起したことにな

ります。なお,佐々川の現河床面および氾濫原

はすべて世知原層の砂岩によって構成されてい

俊彦

ます。また,迎先生からお伺いしたことですが

踊瀬の砂岩層には,佐々川衝上断層に斜交する

ようなWNW一 ESE方 向の小断層がありまし

た。

4。 踊瀬の世知原層砂岩に腰をおろ し昼食

昼食後 ミーティングがあり恒例の自己紹介

をしました。鎌田会長からは事務連絡や台湾旅

行のお誘いがありました。 ミーティング後,秋

晴れのもと記念撮影をしました。撮影後写真代

としてお一人あた り¥150を 集めましたが,松本

社長さんより多額のご芳志をいただきましたの

で,同封のような大半Jを配布できました。ほん

とうに有 り難 うございました。

5。 潜滝ヶ滝

午後,潜滝炭坑跡を通 り潜滝 ヶ滝に登 りま

した。松井和典・古川俊太郎・沢村孝之助技官

(1989)の佐世保地域の地質 によります と,潜

滝 ヶ滝付近には広 く松浦玄武岩類 B4が分布 し

ています。 このあた りでの松浦玄武岩類 B4は ,

下位 より層厚約30mの下部溶岩流が流出し,そ

の上の滝壺のあた りには層厚約 4m± の赤褐色

～黄白色の降下堆積物が見 られます。さらに,

それらの最上部には,滝の上限あた りまで,層

厚約30mの上部溶岩流に被われていました。

6.佐々町役場前の広場

鎌田会長は,古川俊太郎技官 (1970)佐世

保北部地域地質図を車のボンネット上 に広 げ

〔その間,貴重地質図はビリビリと小さく破ける

音をたてていた〕ながら,佐々川衝上断層につ

いて説明してくださいました。また,長岡先生

からは,佐々川衝上断層の活動 した時代につい

て,九大の酒井治孝博士や長浜春夫博士の考え

方を紹介されました。その活動期間 とは…前期

中新世の前期,佐世保層群最上部の加勢層堆積

後から野島層群基底の大屋層堆積前までの期間

の運動…だそうです。 このころに日本海ができ

始めた といわれています。
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鎌田会長の閉会のおことばをいただいて,

解散となりましたが,本日は,渕山・迎先生の

行き届いたご案内で,北松炭田地域 と松浦玄武

岩類溶岩台地を広 く詳しく観察することができ,

堆積学や火山層序を学ぶ上で大変勉強になりま

した。まことに有 り難うございました。本日の

ご案内・ ご指導にたいし,一同あつく感謝申し

上げます。…この日は珍しく晴天で, このまま

帰宅してしまうのはもったいなく,河野社長さ

んご一家と岩永さん,松本さん,長岡さんの 7

日曜地質巡検会参加記録

名で神崎の大屋層や九州島最西端の地で小島崎

凝灰岩層等の見学にでかけました。大屋層の発

達 した神崎海岸に到着するなり,…河野社長さ

んご一家は,ツルのものらしい大 きな足跡の化

石をい くつも発見されました。

九州島最西端の地の水面に夕日が映える頃,

大屋層の野島化石帯の火山性砂岩 0ラ ピリス

トーン～火山性泥岩互層や蓮痕・ タニシ類, ド

ブガイ類化石などを観察 しなが ら帰途につきま

した。
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踊瀬のポッ トホール群上にて
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