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資料館ガイ ド

1 西海国立公園と鐙瀬ビジターセンター

西海国立公園 (昭和30年 3月 16日 指定,面積

24,653ha)は ,九州北西部の本土側沿岸の多島

海景観をもつ九十九島地域と,対馬暖流の影響

下の外洋性景観をもつ平戸島・生月島地域や五

島列島の島々を包含しいる。これらの地域の大

きな自然的特徴としては,沈水地形の溺れ谷や,

外海の強烈な波浪の侵食作用によって生じた海

食崖の発達があげられる。とくに五島列島に|お

ける,き わめて保存のよい玄武岩質の火山地形,

火山弾のような火山噴出物,玄武岩溶岩に生じ

た柱状節理やポットホールなどの発達は特質に

値する。

環境庁では,西海国立公園指定40周年記念事

業の一環 として,福江市の鬼岳南麓の鐙瀬溶岩

公園内に「鐙瀬ビジターセンター」を設立し,

平成 7年 7月 29日 に開所式を挙行した。ここの

施設では,五島列島をはじめ,福江島の自然と

しての,景観・地質・動植物 0海中生物などの

紹介を行っている。展示の企画や構成は学研l■l

が担当し,長崎県から委嘱された各部門の専門

家が監修や助言を行った。

景観や地質などの地学分野については,筆者

が原案の作成や監修を行ったが,お もに「五島

列島の生い立ち」を描いた変遷図の作成や,福
江島の島内各地の岩石標本の採集と展示に協力

西海国立公園・鐙瀬ビジターセンター

― 地学関係展示の解説 ―

鎌 田 泰 彦 (長崎大学名誉教授)
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――Explanation of geologic exhibition一

Yasuhiko KAMADA

した。

本稿では,それらの地学関係のパネルや標本

につけられの説明文を再録し, このビジターセ

ンター (資料館)の紹介としたい。

本展示計画を進めるにあたり,長崎県自然保

護課の村田孝道氏,学研lal環境メデア部堤 地

富,木崎公平の両氏には大変お世話になった。

ここに記して,厚 く御礼申し上る次第である。

2「五島列島の生い立ち」の解説文

タイ トル「湖で産声をあげた五島列島」

五島列島の生い立ちは,今からおよそ2,000万

年前にさかのぼります。アジア大陸の東縁に

あった,長さが100kmに もおよぶ大きな「古野島

湖」に土砂が流れこみ,五島層群 とよばれる厚

い地層ができました。

この五島層群は,地殻の変動を受けて隆起し,

山脈に成長していきます。地下の深い所では深

成岩が貫入し,地表には火砕流をともなった火

山岩が噴出しました。

その後,山脈の一部で流れやすい玄武岩の溶

岩が大量に噴出するハワイ式火山滑動が始まり,

鬼岳火山群などの多 くの火山地形が作られまし

た。

約 1万年前,最終の氷河期が終ると海面が上

が り,山脈の低い部分が海におおわれ,今の五
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五島列島、なかでも福江島には外洋の

荒波に削られた海食崖、複雑な海岸線、

特異な形の山地形等、壮大な景観が

数多く見られます。

涎圏哀 (れんこん)

さざ波でできた洗濯板
状の海底の化石です。

ボットホール
岩の害」れ目に入った

小石が長い間波で動
かされ、周りを削り、

大きな穴をつくりま
した。

…湖から生まれた五島列島…

約2000万年前、アジア大陸
の東の端にあった古野島湖
に土砂が堆積 し、地層 (五 島

層群)が誕生

約1500万 ～1000万 年前、五

島層群が隆起 し、花こう岩
などが地層に入り、地表に

も火山岩が流出。

約1000万～200万年前、五島

層群は大きな山脈に成長 し、

浸食 され、多 くの谷ができた。

1轟 l

・・  小値賀島火山

約1万年前、氷河期が終わり、

海面が上昇、山脈の低い部分
が海になり今の五島列島が

できた。

約200万～1万年前、山脈の南部

(後の福江島)と 北部 (後の小値

賀島)で 火山活動が始まり、鬼岳
などが誕生。

「鐙瀬ビジターセンター」の地学関係展示 (パ ンフレットより)図 1
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鎌田

島列島が誕生しました。

「五島列島形成の変遷図」

第 1期 湖で五島層群ができる(約2000万年前)

五島層群は,その分布やそこから見つかつた

タニシの化石 (奈留島や小佐々町野島産)な ど

の研究で,大きな湖 (古野島湖)に砂や泥が積

もったものと分かりました。

第 2期 火成岩の貫入と噴出 (約 1500～ 1000万

年前)

五島層群は,各所に深成岩の花こう岩,花 こ

う斑岩,閃緑岩などの貫入を受ける一方,火砕

流などによって溶結凝灰岩や流紋岩などの多 く

の火山岩に覆われました。

第 3期 山脈の形成 と侵食 (約 1000～ 200万 年

前)

櫂曲や断層など地殻変動を受け,大きな山脈

になりました。その後の侵食で福江島の七ツ岳

の尖った尾根,山内盆地,後にリアス式海岸に

なる多 くの谷ができました。

第 4期 ハワイ式火山活動による鬼岳などの形

成 (約200～ 1万年前)

山脈の南部 (後の福江島)と 北部 (後の小値

賀島)を中心に,流れやすい溶岩を噴出するハ

ワイ式火山活動が始まりました。

溶岩流が作った溶岩台地の上に鬼岳など,多

くの砕屑丘 (火山礫,火山弾,火山灰なこの火

山砕暦物が積もった丘。地質学では砕暦丘,地

形学では臼状火山という),溶岩 トンネル,楯状

火山など,今日見られる独特の火山地形がこの

時作られました。

第 5期 海の侵入と五島列島の完成 (約 1万年

前)

氷河期が終わり,地球規模で約120mも 海面が

上昇し,山脈の低い部分が海でおおわれ, 5つ

の島にわけられました。こうして現在の五島列

島ができあがりました。

3 展示岩石類の解説文

福江島の各地から採集した岩石 0鉱物の標本

の解説です。

(1)堆積岩類

泰彦

① 砂岩 (五島層群)[産地 :玉之浦町頓泊]

砂岩は地層をつくる代表的な岩石で,地球上

の堆積岩の約75%を 占めます。砂岩は,粒径が

2 mmか ら0。 0625mm(=1/16mm)の 間の砂粒が集

まった岩石です。粒の大きさによって粗粒・中

粒・細粒などに細分されます。五島層群の大部

分は砂岩よりなり,福江島においては,福江市

北東部や,三井楽・玉之浦町の海岸地帯に分布

します。

② 泥岩 (五島層群)[産地 :玉之浦町頓泊]

泥岩は,砂岩より細かい粒子が集まった堆積

岩です。もともと,海や湖の底の,水流のゆる

やかな所で堆積した泥が固まったものです。泥

岩には,植物の葉や茎の破片や繊維が含まれる

ことが多いですが,葉の形のわかる化石が発見

されることもあります。泥岩が強 く圧縮されて

薄 くはがれる状態になると,頁岩とよぶことが

あります。

(2)深成岩類

③ 花こう岩 (五島花こう岩類)[産地 :福江市

樫ノ浦]

花こう岩は,マ グマが地殻の深い所でゆっく

り冷えて固まった岩石で,比較的に粗い結晶が

集合し,岩石の色は白～灰が普通です。岩石を

つくる鉱物 としては,石英・長石類・黒雲母が

主成分となっています。五島列島の花こう岩は,

球状の石英をもって斑点状をしめす特徴があり

ます。生成年代は1,000～ 1,500万 年前です。

地表近 くでは,深層風化によって砂質の真砂

土となるのが普通ですが,未風化の部分が新鮮

な状態を保ったままで玉石となっていることが

よくあります。

④ はんれい岩  [産地 :岐宿町姫島]

はんれい岩は,緑黒色～暗緑色の粒の粗い結

晶が集合した深成岩です。成分鉱物には斜長石

と輝石があり,時にカンラン石を含みます。岐

宿町の沖合に浮かぶ姫島は,全島がはんれい岩

でできており,以前には石材 として採掘され,

福江市内で加工されていました。この岩石は,

中通島の有川町の丹那山や,有川ダムの北側の

桜ヶ岳にも分布しています。
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鱚)火山岩類

⑤ 安山岩 [産地 :福江市椛島]

安山岩は日本においては,も っとも普通の火

山岩です。斑点状の結晶 (斑晶)が,微細な結

晶の集まった下地 (石基)に散在して,斑状組

織をつくる特徴をもっています。斑品には,自
色の斜長石と,黒色～緑黒色の輝石をともない

ます。石英が入るとデーサイ ト (石英安山岩)

とよばれます。福江港外の椛島 0ツ ブラ島,奈
良尾町の三盛山・砥石山などに分布し,デーサ

イ トとよばれる場合もあります。

⑥ 溶結凝灰岩 (福江流紋岩類)[産地 :玉之浦

町中須]

海 国 立 公 園

図 2 福江島産展示岩石標本産地

溶結凝灰岩は,火砕流で運ばれた軽石0岩片・

火山灰などが,高温の状態で粘性を保ったまま

堆積し,重力のために圧縮されて気泡を失って

固まった岩石です。黒曜石などはレンズ状に長

く引きのばされています。福江島では福江流紋

岩類の一部に含まれ,玉之浦町の中須川の下流

域,岐宿町の浦川や ドンドン渕滝には,非常に

硬い岩石として露出します。

⑦ 玄武岩類

玄武岩は,溶岩流や岩脈として生じる火山岩

です。黒～暗灰色をしたきめの細かい岩石であ

り,比重は大きく,2。 8～3.1を もっています。

造岩鉱物には,斜長石・輝石 0カ ンラン石があ
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ります。溶岩流が重なって,福江島では福江・

富江・岐宿の溶岩台地や,三井楽の京ノ岳の楯

状火山がつくられています。厚い溶岩流には,

柱状節理がよく発達することがあります。

(a)玄武岩溶岩 [産地 :岐宿町河務,鰐川採石

場]

厚い溶岩流の中心部の玄武岩は均質で,コ ン

クリー トの骨材に適しています。生成年代は70

万年前と測定されていますふ

(b)多孔質玄武岩溶岩 [産地 :福江市鐙瀬海岸]

溶岩流の表面近 くでは, とけたマグマに含ま

れるガスがたやすく抜けでるために,気泡 (ガ

ス孔)を生じて岩石は多孔質になります。

③ スコリア (岩滓)[産地 :富江町只狩山]

スコリア (岩滓)は ,玄武岩質の火山から噴

出する大小さまざまな砕屑物であり,流紋岩質

の軽石に相当します。火日から吹き飛ばされた

赤～赤黒色の溶岩のかけらは,閉 じこめられて

いたガスが抜けでるので,無数のガス孔をもつ

スコリアとなります。

福江市の鬼岳では「火山涙 (ペ レーの涙)」 が

産出するといわれてきましたが,ハ ワイで知ら

れているような典型的なガラス質の火山涙は,

まだ発見されていません。

⑨ 火山弾 [産地 :富江町只狩山]

展示された富江町只狩山の火山弾は,富江中

学校の社会科や理科の先生方によって採集され

たものです。

(4)有用資源鉱物

⑩ ダイアス・ろう石 (蟷石)[産地 :福江市二

里木場五島鉱山]

福江島の中央部の五島鉱山では,古 くから耐

火材や製紙クレー原料 としてダイアス (ダイア

スポア)や ろう石が採掘されています。ダイア

スは,淡灰・淡褐色の酸化アルミニウムの鉱物

です。ろう石はつるつるした感じがあり,昔は

石筆 として使われていました。比重の差によっ

て,ダイアス (3.3～ 3。 5)と ろう石 (2.8～ 2.9)

は選別されています。

展示された標本は,五島鉱山lalか ら提供を受

けたものです。

幅)現世堆積物

⑪ 海浜の砂 (浜砂)

砂浜の砂は,一般に外洋に面して波の荒い浜

では粒が粗 く,上ヒ較的に波のおだやかな内湾の

浜では,粒が細かい。また,暖流の影響によっ

て,石灰質の殻をもつ海の生物が豊富な海岸近

くでは,石灰分 (Cac03)の 多い真っ白い砂浜

となります。福江島では香珠子や高浜の海岸で

は白砂の浜がよく発達しています。福江島以外

では,宇久町の大浜,小値賀町の野崎島,有川

町の蛤浜などがあります。

a)石灰質浜砂 [産地 :福江市香珠子浜]

福江市の香珠子 (コ ウジュシ)海岸では,さ

んご礁をつくる種類のさんごの殻がたくさん打

ち上げられ,浜砂 も真っ自で,石灰分の高い値

の含有量をもちます。

b)石灰質浜砂 [産地 :三井楽町高浜]

河田清雄・鎌田泰彦・松井和典 (1994):福江地

域の地質 地域地質研究報告 (5万分の 1

地質図幅)鹿児島 (15)第 8号 地質調査

所

国立公園協会 0日 本自然保護協会 (1989):日 本

の自然公園 (環境庁自然保護局監修)講
談社 (東京)

松井和典・鎌田泰彦 0倉沢 一 (1977):富江地

火山弾は,玄武岩質の火山噴出物には普通に   三井楽町の高浜や白良ヶ浜は,福江島を代表

含まれているもので,球形・卵形0紡錘形どいっ  する白砂の海浜です。干潮時には,真っ白な遠

た,かなり規貝J正 しい形をもつものをいいます。 浅の砂浜が沖合にむかって広がります。

福江市の鬼岳,富江町の只狩山,新魚目町の赤

岳,小値賀町の番岳や大島などにたくさん産出  【主要参考文献】

します。三井楽町の嵯峨ノ島の男岳から産する  鎌田泰彦 (1987):長崎県の地質の特性 と地すべ

火山弾には,赤鉄鉱が結晶した「鏡鉄鉱」が含    り 長崎の地すべり9-36,長崎県林業コ

まれるのは珍しい現象です。            ンサルタント

鎌田 泰彦
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域の地質 地域地‐質研究報告 (5万分の 1

地質図幅)鹿児島 (15)第11号 地質調査

所

長崎県自然保護協会 (1996):大地は語る 一ふ

るさとの風景の歴史一

西海国立公園・鐙瀬ビジターセンター
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