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呼子ノ瀬戸断層系 (と くに外海断層)の検証と
「こども博物館」の見学

はじめに

うららかな春の陽気とまでいかないまでも,

まずまずの天気で,10時 には第 1集合場所の長

崎市畝刈 (長崎新漁港入口)に集まる。開会の

挨拶は,第 2集合場所の「こども博物館」前で

ということで,早速バス利用者とマイカー組と

が合流 して出発し,国道202号線を北上する。

①沖ノ瀬海岸の結晶片岩と砂岩の転石

予定通 り10時30分 に「外海町立こども博物

館」 (外海町出津)前 を出発 し,徒歩で国道の

「砥石ケ浜道路公園」から海岸に下る。

海岸には,新鮮な結晶片岩の転石が散在 して

いる。ここで,初心者のために,結晶片岩の解

説を行う。西彼杵半島は長崎変成岩類で構成さ

れるが,大部分は結晶片岩である。この地域の

結晶片岩は,一般に黒色片岩とか雲母片岩とよ

ばれているが,変成岩の研究者は原岩の岩質に

基づいて,泥質片岩とか砂質片岩とよんでいる。

泥質片岩には,石英,自雲母,石墨が含まれる。

石墨はもともと泥岩に含まれた植物質などの有

機物であり,炭化作用が進行するにつれて,石
炭をへて石墨になる, といった説明をする。

この海岸の転石には,結晶片岩に混じって
,

わずかであるが真っ白な砂岩の岩塊が転がって

いる。多分,沖合に浮かぶ沖ノ瀬の岩礁から運

ばれたものであろう。地質調査所の地質図「神

浦」によれば,沖 ノ瀬は含炭層の崎戸層となっ

ている。含炭層の砂岩には,こ のような石英砂

よりなる白色砂岩 (糖状砂岩といわれる)が多

いものである。

②玄武岩岩脈と海食台 (ベ ンチ)

結晶片岩の岩盤,片岩礫が集まった礫浜,粗
い粒子の砂か集まった砂浜とが,交互に続 く海

浜を北上する。岩盤の結晶片岩の片理面は,南
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北性の走向と,西方に30° 前後の傾斜 をもって

いる。

やがて,ア オサにおおわれた広い平坦なベン

チがあらわれる。この岩盤は岩脈状の玄武岩で

あ り,結晶片岩 との接触部は急冷相のために級

密な堅硬な岩石 となり,侵食に抵抗 して盛 り上

がっている。

昼食後のミーティングの祭に,長崎大学の長

岡信治助教授 (自 然地理学)は ,こ の現象につ

いて,海岸地形の発達の立場からさらに詳 しく

解説された。これまで「波食台」 とよばれたこ

のような海岸地帯の平坦面は,必ず しも波の破

壊作用だけではなく,海水の化学的作用によっ

て形成されることが考えられ,「ベンチ」とよ

ぶのがふさわしいと指摘された。波食台はwave

c̈ut benchの 訳語であるので,波の営力以外の

原因があれば,海食台 marine abrasion platform

を用いるのがふさわしいと思われる。

③外海断層の断層破砕帯

オラビ瀬の付根の海岸に,断層破砕帯が露出

している。これが「呼子ノ瀬戸断層」の南部に

あたる「外海断層」の露頭である。断層面の走

向は N15° ～20° wで ,傾斜はほとんど垂直で

ある。この破砕帯では,断層角礫岩や断層粘土

がほとんど垂直に配列し,堅硬な変成岩をも挟

みこんでいる。破砕帯の幅は,露出している部

分だけでも約20mはあった。

付近には,貝化石の破片や結晶片岩礫が密集

した礫岩や,タ マキガイ GヶッZιrJSの 殻が密

集した,い わゆる「蛇の目砂岩」の転石が数個

見つかった。これは沖合のオラビ瀬に露出する

板浦層 (西彼杵層群最下部層)に由来するもの

であろう。

④国道202号線に架かる三色旗の鉄橋
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予定した海岸地帯の地質巡検を終えて,海岸

堤防道路を横切って,国道にむかって急傾斜の

小道を一気に登る。国道202号線にでてから出

津 (し つ)に戻る途中で,青色に塗装した四谷

河内橋 (し やごうちばし)を 渡る。これより北

にむけて,外海町の役場のある神浦までの間に

は,さ らに,白 く塗った鉄橋と赤 く塗った鉄橋

がある。

外海町の出津地域は,フ ランス人のマルコ・

マリー 0ド ・口神父が,慶応 4年 (1868)に長

崎に渡来し,大正 3年 (1914)に亡 くなるまで,

伝道と社会福祉事業に貢献したところである。

そのため,現在では「出津文化村」として, ド 0

口神父記念館をはじめ,歴史民俗資料館,こ ど

も博物館などを整備している。また,フ ランス

のボスロール村と姉妹都市縁組をし,フ ランス

語講座を開講するなど,フ ランスとはきわめて

縁が深い。国道の鉄橋の塗装を3色 に塗り分け

たのも,フ ランスの三色旗に因んだものである。

⑤こども博物館

「こども博物館」に戻 り,見学することにな

る。ちょうど,こ の日から1週間開催される特

別企画の「若田さん宇宙から還る」展が始まっ

たところで,記録写真や宇宙服などの展示も見

ることができた。また,宇宙食の試食コーナー

もあり,乾燥アイスクリーム, きなこ餅,お か

ゆなどを食べてみる。出口では,こ れらの宇宙

食の即売もしており,購入した人が結構多かっ

た。常設展示では,池島炭鉱の海底下の坑道模

型などは,地元の地下資源開発の様子を紹介す

るのにふさわしいものである。

むすび

今回は,本年最初の巡検会であり,久 しぶり

に会員相互の交流を深めるのによい機会であっ

た。また,今回の地質巡検会の行事案内で,「 ご

家族,同僚,友人をお誘いの上,ふるってご参

加 ください」とつけ加えたが,会員のご家族や

知人の方が大勢参加されたのは大変よかった。

このようなお誘いは,地学の普及活動の一環と

して,今後とも続けていきたいものである。
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(平成 9年 5

長崎県地学会誌 第62号 23-25(1998)

日曜地質巡検会議1事

第174回 月25日 )

波佐見町の地質

さつき晴れの 5月 25日 ,川棚駅前に集合し波

佐見町の県窯業技術センターに移動後,開会式

を行った。

まず最初に,Aso-4火砕流の分布としては
,

最西端と思われる露頭を観察した。現場は「岩

崎」のバス停がある所で,県道の北佃1約50mに

わたって分布している。数年前,法面の工事で

大きく削られた時に,高 さ約10mの斜面全体が

火砕流堆積物であることが確認された。巡検で

は西端の露頭で,風化して軟弱になった軽石やフ

Aso-4火砕流の特徴である長柱状の角閃石結

晶を観察した。また微かではあるが,層理と思

われる構造が認められた。

露頭の北側は道路工事中で,本層の基底部を

見ることができた。本層は青灰色の粘土～シル

ト層の上に堆積 している。基底部には,数mm大

の岩片や長石粒子を含む厚さ数cmの 層があり,

鉄鉱物が沈着して褐色になっていた。その上に

軽石を含む,火砕流堆積物本体が乗っていた。

ここで長崎大学の長岡先生から,火砕流の構造

と堆積メカニズムについて解説をしていただい

た。当時この場所が湿地あるいは沼地であり,

火砕流が泥質層の上部を削剥しながら流れたこ

と,基底の粗粒子はベースサージの堆積物であ

り,こ の部分にはしばしば地下水中の鉄分が沈

殿して,褐鉄鉱の層が形成されることなどの説

明があった。

次に野々川ダム下の道路に現れている,かつ

ての波佐見鉱山の鉱脈①を観察した。現場は発

破作業を伴う工事中の露頭であったが,事前調

査の時に現場責任者に了解をとり,ま た発注者

地形図  1/25,000「 嬉野」

浩 一 (長崎県窯業技術センター)

康 博 (佐世保工業高校)

である県北振興局にも見学の許可を得ていたの

で,ゆ っくりと観察ができた。この場所は「屏

風岩ヒ」と言われるNW系鉱脈の北端にあたり,

ほぼ垂直と西に約30度傾いた緩傾斜脈の,二系

統の石英脈群が見られた (写真)。 約30mの露

頭全面にわたり,幅 10cm以下の網状脈帯となっ

ていた。工事で出てきた岩石は既に片付けられ

ており,鉱石鉱物の採集はできなかったが,晶

洞に群生する大小の水晶が多 く採集できた。

昼食時間となり,昨年の「炎の博覧会」の会

場となった「やきもの公園」に向かった。昼食

後のミーテイングでは会員から,現在の理科教

育の問題点や,巡検会の意義などについて発言

があった。

午後からは佐賀との県境にある永尾林道で
,

簡単な地質調査を行った。この林道は永尾 トン

ネル前から始まり,波佐見町鬼木郷で広域基幹

林道虚空蔵山線と結ばれている。しかし地形図

にはまだ途中までしか書かれておらず,現在位

置の確認が困難であったcこ こでは下部に古第

三紀の杵島層群大塔層が分布するが,②では小

さな谷をはさんで安山岩が出現する。両者の関

係を調べるため周辺を精査 した結果,断層の可

能性が考えられた。この場所は本地域の主要構

造線である,湯無田断層の南東延長に位置して

いる。次の露頭でこの安山岩 (百津安山岩 ?)

を観察中,参加者が塊状で気孔に富んだ部分に
,

晶洞鉱物を発見した③。気孔の形は偏平に引き

延ばされており,幅数mm,長 さ数cmの気孔が多

数見られた。気孔の中には皮殻状～半球状の
,

白色～褐色の鉱物が認められた。この産状は東
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彼杵町川内郷の,安山岩中に見られる菱鉄鉱 と

大変 よく似ている (武 内,1996)。 後 日行 った

塩酸による反応試験でも,泡 を出しながらゆっ

くりと溶けることから,菱鉄鉱に近い炭酸塩鉱

物であると考えられる。この鉱物については
,

あらためて報告を行う予定である。

最後の露頭では,流紋岩の複雑な産状を観察

した④。塊状の流紋岩と,同 質の砕屑粒子によ

る淘汰の悪い堆積層が,断層で接 しており,そ
れらを貫いて安山岩質の岩脈が貫入していた。

断層は岩脈も切っていた。この露頭で地史を組

み立てようと試みたが,な かなか複雑であるこ

と,ま た暑い中での調査に疲労も蓄積して,残
念ながら時間切れに終わった。

以上今回は第三紀層からAso-4ま で,波佐

見町内の地質を駆け足で観察した巡検会だった。

武 内 浩 一 田 口 康 博

地質巡検露頭位置図
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波佐見町の地質

網状石英脈の露頭
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