
長崎県地学会誌 第63号 15-22(1999)

研 究 報 告

はじめに

1997年 4月 9日 に大村市教育委員会文化課の

大野安生氏から,大村市今富町岩名遺跡の トレ

ンチからアカホヤと思われる地層がでてきたの

で案内します,と いうお電話をいただき早速現

地を見せてもらった。サンプルを分析 した結果 ,

その中からかなりの量のbw型火山ガラスを見

いだした (図版Ⅷ)。

なお,本文は,平成10年 度 (1998年 度)長崎

県地学会総会・研究発表会において阪口が口頭

発表したものであるが,その後内容をより充実

させるために田島と共同研究したものである。

1 火山灰の産状

岩名遺跡の トレンチの位置は大村市今富町段

の北200mの 田回の中にあ り,い わゆる大村扇

状地の北を流れる郡川と北から流れ込む佐奈川

内川 との合流地点に近 く,む しろ佐奈川内川の

河口域 に当たる (第 1図 )。 大村扇状地形成期

の一時期には郡川の流路であったところである。

火山灰層は地表か ら50cmほ どの深 さにある

(図版Ⅶ-1)。 トレンチの北面 (図版Ⅶ-2)
には60～ 70cmほ どの堀込みが見 られる,こ れは

弥生時代に堀込まれた柱の跡 と考えられ,こ の

層 (Y層 )か ら弥生後期のカメ棺が発見されて
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第 1図 大村市今富町岩名遺跡の位置
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いる。土壌は黒土である。

その下には明るい40cmほ どの褐色の層 (ア 層

とK― Ah層 )が見える,そ の上部の20cmほ ど

のやや黒みを帯びた層 (ア 層)は火山灰 と河川

堆積物 との混合層であ り,下部の厚 さ20cmほ ど

の赤味の強い層 (K― Ah層 )が今回筆者 らが

問題にしている火山灰層である。 (ア 層)と (K

一Ah層 )の 区別は野外で も困難であ り, 1枚
の火山灰層のように見える。 しか し,考古学で

は色調の微妙な違いと遺物の含まれ方などから

この 2つ の地層 を区分 している。 (ア 層)の よ

うに人の生活の場であった地層は黒 く汚れる傾

向があるという興味深い話を大野氏から聞いた。

(K― Ah層 )の下位にはやや黒みを帯びた厚

さ30cmほ どの層 (イ 層)があ り,粒の大 きさが

l mmほ どのゴマ塩状の白い岩片が多 く見られた。

図版Ⅶ-2の (ア 層)の下部 と (K― Ah層 )

の境界付近からは縄文晩期の土器が,(イ 層 )

からは縄文早期の押型文土器が掘 り出されてい

る。なお,(イ 層)の下部は非常 に堅い無遺物

層になっている。発掘 された土器片の写真は未

発表試料 ということでここに掲載できなかった。

新井房夫 (1994)に よると,九州地方におい

て K― Ah(鬼界 アカホヤ火山灰)の 上層か ら

出土する縄文土器は,轟式,曽畑式 とよばれる

ものであ り,K一 Ahの 下層か ら発見 される縄

文土器には塞ノ神式,平杵 式,押型文,前平

式,吉田式,石坂式などである。

また,K― Ahを境にした両土器様式は,土
器の器形,文様の連続性など多 くの点で異なっ

たものであり,別の系統の縄文人がもたらした

ものと考えることができるとしている。

2 鬼界アカホヤ火山灰 (K―Ah)に ついて

鬼界アカホヤ火山灰の放射性炭素年代は6.3

Kaに 集中する (町田,1991)。

また町田 (1978)に よると,「 アカホヤ」は

火山ガラスがからみ合い固くしまった火山灰土

で,地方によってアカホヤ,イ モゴ,オ ンジ
,

アカボコ,ア カボッコなどとよばれ,侵食や耕

作に抵抗 し,作物の根を容易に下へ通さない典

田 島 俊 彦

型的な不良土であって,遊離アルミナに富んで

いる。北は大分県から南は鹿児島県まで40～ 10

cmの 厚 さで分布する。ガラス質で重鉱物は両輝

石である。

また,ア カホヤ火山灰の記載岩石学上の特徴

として次の事実をあげている。

1)鉱物組成の点では,火山ガラス (薄板状 )

が圧倒的に多い,重鉱物 としては,斜方輝石 ,

単斜輝石,強磁性体鉱物が含まれる。

2)火 山ガラスは姶良 Tn(AT)火山灰のそれ

と酷似するが,良 くみると姶良 Tn(AT)火
山灰 より薄 く,そ して色がついているものが

ある。アカホヤを噴出 したマグマは姶良 Tn

火山灰のそれよりも珪酸分が少ない。

3)ガ ラスの屈折率 は1。 505～ 1。 514(中 央値

1.510～ 1。 511),こ れ も姶 良 Tn火 山 灰 の

1。 500± よりはるかに高い。一般 に珪酸の含

有量が減少するとガラスの屈折率は増加する

関係にある。

4)斜方輝石の最大屈折率は,1.707～ 1.713(中

央値 1。 709～ 1。 711)で ある。

さらに,宇井 (1973)は軽石の発泡が非常に

良いことなどから,火山ガスの量が きわめて多

い低密度の流動性をもった珍 しい火砕流の産物

であ り,降下軽石→火砕流→降下火山灰 という

層序をもっていることを明らかにしたと述べて

いる。

3 火山灰の粒度分析

次に,火山灰の粒度分析の結果を示す (第 2

図)。 火山灰 を水 に溶 き 1時 間経過 しても沈澱

しなかった懸濁物を除くという作業を5回繰 り

返し,乾燥させて,標準ふるいにかけその重量

を測定し,重量%を求めた値である。

この火山灰には粒度の大きなもの (粒径 l mm

以上)の重量が37%と かなり多く含まれ,粒径

1/2～ l mmの 部分では9%と 少なくなってお

り, 2つ の山に分かれている。

粒径 l mm以 上の部分は河川堆積物の混入によ

ると思われる。
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第 2図 岩名遺跡 (K一 Ah)層の粒度組成

4 火山灰の分析

1)bw型 火山ガラス *瀾

(K― Ah)層 を乾燥 して約 18メ ッシュのふ る

いを通 し,時計皿 を使 ったバ ンニ ングによリバ

ブル ウ ォール (泡)型 火 山 ガ ラス (以 下,bw
型火山ガラス と略称する)を 残 して軽鉱物 と濁

りを流 し去 り,重鉱物 (磁鉄鉱 など磁性鉱物 は

強力 なネオジウム磁石で除去 した)と bw型 火

山ガラスの多い試料を作成 し,その中から摘出

した bw型火山ガラスの屈折率を測定 した。

bw型火山ガラスは,主 に珪長質 (高粘性 )

マグマの火山で,ウ ル トラブルカニアン,プリ

エアン,フ レア トマグマテイック (マ グマ水蒸

気爆発)タ イプの激烈な爆発を伴 う噴火活動時

に火山灰 (火山砂～火山礫など)と ともに膨大

な量が大気中に放出される。これらが降下―堆

積 したものは降下テフラ (降下軽石,降下スコ

リア,降下火山灰など)と 呼ばれている。

降下テフラ中の bw型 火山ガラスは,町 田・

新井 (1992)に よりY字状 (bw一 Y),平板状

(bw― p)に 分類 されている。また,古いテフ

ラ [長崎県の口之津層群 (180万 年)や松岳流

紋岩 (230万 年)な ど]の bw型火山ガラスは

変質 して灰色に濁っているが,西九州で観察さ

れ るAso-4,ATあ るい は K一 Ahな どの bw

型火山ガラスは透明で立体的な美 しい形をして

お り,岩名遺跡の bw型火山ガラスもこのいず

れかに属 している可能性がある。また,大 きさ

は,約 2 mm～ 10μ m以下 くらいで,飛来 した状

態に近いもの (natural size)と 破砕 されて小片

(bit)に なったものに区分 し,サ イズ (sizc)

はマイクロメーターで測定 した。

さらに火山ガラスの色 (color)は ,非常 に

淡い色のため表現に客観性 を失うおそれがあっ

たので,MIYACHI M.and KARAKIDA Y(1979)

のジルコン群色の表現を参考にして以下のよう

に識別 した。すなわち淡褐色 (pale brown),淡

灰褐色 (pale grayishbrown),淡黄土色 (pale ocher),

淡灰紅色 (pale grayish pink),無 色透明 (color―

less)な どである。厚 さ (thickness)は ,約 30μ m
より厚い (直交ニコルで周 り混在 している斜長

石片が黄白色以上の)も のをthick,そ れ より

薄いものを thinと した。

岩名遺跡の bw型火山ガラスは,図版Ⅷのよ

うにすべて破片状である。光学的には等方体で

あるので偏光顕微鏡の直交ニコルでは見えなく

なり,明 るく見える異方体の斜長石小片などと

は容易に識別できる。

また,bw型火山ガラスを放出 した火山は
,

それぞれ固有のマグマ組成 (火山ガラスの屈折

率)を 持っている。bw型 火山ガラスはマグマ

が急冷 した微少な固体であるから,こ れらの屈

折率を測定 し,比較・検討することによって
,

bw型火山ガラスを放出した火山とそのマグマ

組成をおおよそ推定することができる。

図版Ⅶ-2の 部分の (K一 Ah層 )の 試料 か

ら無作為に抽出 した50イ固の bw型火山ガラス小

片 (図版Ⅷ)の屈折率を浸液法で測定 したとこ

ろ,屈折率 レンジ n=1.508～ 1。 517,モ ー ド三

1.513,ア ベ レージ≒1.513, を示 した (第 3図 )。

町田・新井 (1992)に よれば,鬼界アカホヤ

テフラ (K― Ah)の 屈折率 レンジは n=1.508

～1。 516で ,bw型火山ガラスの継 ぎ目などの厚

い部分では,n=1.500の低屈折率を示す ものと

n=1。 520の高屈折率を示す ものもわずかにある

としている。

岩名遺跡の bw型 火山ガラスは図版Ⅷのよう

に透明で立体的な美 しい形をしてお り,屈折率

*注)bubble wall glass(バ ブルウォール型火山ガラス=bw型火山ガラス)マ グマ中の気泡がはじけてできる火山ガ

ラス片で,電球を割った時にできるガラス片に似ている。
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度数

10
測定試オ斗:50イ固

柱状図内の数値 :度数

1.508

第 3図

屈折率(n)の アベレージ=1.51278≒ 1.513
屈折率(n)のモード=1.513
レンジ :1.508～ 1.517

1.512 1 1.513 1 1.514 1 1.515 11.516 1 1.517 屈折率(n)

岩名遺跡 (K一Ah) 層の bw型火山ガラス屈折率ヒス トグラム

第 1表 岩名遺跡 (K一Ah)層の重鉱物

物鉱 大きさ 里 徴特

斜 方 輝 石

単 斜 輝 石

角  閃  石

酸 化 角 閃 石

英

　
石

　

石

長

　

曜

石
　
斜

　
黒

0.5mm

l.0

0.6

0.2

0.7

1.5

1.1

多い

少ない

少ない

少ない

多い

多い

多い

周t化いている

風化 している

オパサイ ト

新鮮

新鮮

風化・白色

新鮮な小黒曜石が多い
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レンジやモー ドが,町田・新井 (1992)の値に

よく一致するので約6300年 前に鬼界カルデラか

ら放出された鬼界アカホヤテフラ(K一 Ah)と 同

定する。

ちなみに各地で K一 Ah層 の下位 にある姶良

Tnテ フラ (AT)層 (約 2.5万 年前)の 屈折 率

レンジは n=1.498～ 1。 501(モ ー ド=1。 499～

1。 500)と K― Ahよ り低 く,き わめて狭い範囲

を占めるので,鬼界アカホヤテフラ (K― Ah)

と容易に判別することができる。

また,K― Ahが淡明橙色であるのは,bw型
火山ガラスとともに含有 される軽石～スポンジ

質火山ガラス中に微量の鉄・アルミニウムの水

酸化物・酸化物が含まれているためである。

2)岩名遺跡火山灰 (K― Ah)層 の重鉱物

重鉱物組成は,表 1の とお りである。斜方輝

石,単斜輝石,角 閃石,磁鉄鉱,が含まれる。

いずれもかなり新鮮である (図版Ⅸ)。

そのほかに,磁鉄鉱,イ ルメナイ トを多 く含

んでいる。なお,本来の降下火山灰層ならば ,

たいていはジルコン結晶を含むが,こ の試料に

はそれが含まれていないので,河川堆積物起源

の中粒～粗粒の火山性砂質層ではないかと推定

される。

おわりに

今回,大村市今富町で見いだされた火山灰層

は,含まれるbw型火山ガラスの屈折率および

重鉱物の組成から鬼界アカホヤ火山灰であるこ

とがわかった。また,重鉱物のジルコンがほと

んど含 まれないことや粒度組成の分布が粒度 1

mm以上の粗粒のものがかなり多いことから,降

大村市今富町岩名遺跡のアカホヤ火山灰

下堆積層そのものではなく,河川の影響を受け

た二次堆積物であろうと推定した。また,野外

において,こ の層を境にして縄文早期と晩期の

土器の出土を確認できたことは印象的であった。

また,こ の鬼界アカホヤ火山灰層の発見は大村

扇状地の形成の時期や,さ らに多良火山麓扇状

地の上に残されている活断層の活動の時期を推

定するのに大きな手がかりになると期待される。

現地にお誘いいただき,こ の火山灰について

研究をするきっかけをつくっていただいた大村

市教育委員会文化課の大野安生氏に感謝します。
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阪口和則・田島俊彦 :大村市今富町岩名遺跡のアカホヤ火山灰 図版 Ⅶ

1 岩名遺跡 トレンチの全景
地表から約50cmの深さに (K一Ah)層が見える。

2 岩名遺跡 トレンチ北面の写真
(K一Ah層 )はアカホヤ火山灰層
(ア層)か らは縄文晩期の土器が,(イ層)からは縄文早期の押型文土器が掘り出されている。
(Y層 )は弥生時代の柱の跡を含む土壌である。
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阪回和則・田島俊彦 :大村市今富町岩名遺跡のアカホヤ火山灰
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阪口和則 0田 島俊彦 :大村市今富町岩名遺跡のアカホヤ火山灰

opx:斜方輝石 cpx:単斜輝石
ox"ho:酸化角閃石

図版 Ⅸ

購p鷺

岩名遺跡 (K―Ah)層の重鉱物
ho:普通角閃石 il:イ ルメナイ ト bi:黒雲母 opq:不透明鉱物

醸翼繭鰊機
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