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大村市萱瀬炭小屋付近の角閃石安山岩り野岳湖周辺
大谷のガラス質安山岩及び鉢巻山のスコリア

地形図 1/25,000「 多良岳」・「武留路山」

阪  口  和  則 (大村城南高校 )

高 嶺 忠 彦 (大村市)

当日は,良い天気に恵まれた。大村市役所前

の駐車場に10時 に集合 した。挨拶の後,す ぐに

萱瀬ダムバス停留所の展望台①に移動 した。

世話人から行動予定を説明した。コースの一

部に考えていたダム左岸の地質については,ダ
ム嵩上げに伴う取 り付け道路の突貫工事のため

に現場に入ることが許されなかった。

このことについて少し詳しく説明を加える。

事前調査の段階で,熊谷組の現場事務所に調査

の許可をお願いに行った。そこでは,諫早土木

事務所河港課ダム建設班に連絡してもらいたい

とのことであった。鎌田会長に連絡して交渉を

お願いした。その折,佐藤和則専門幹を紹介し

ていただいた。すぐに連絡を取 り, 5月 6日 現

地で落ち合って検討してもらうことにした。専

門幹の話では,工事が差し迫っており,工事に

入っている16社のうちいくつかが日曜日でも作
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位置図 実線は河川を表 し,点線は野岳湖までの道路を示 している。

写真 l ① 萱瀬ダム左岸の取り付け道路の突貫
工事現場の遠望
安山岩質の凝灰角礫岩,火砕流堆積物および角
閃石安山岩の溶岩などが分布する。

業をする予定があるので,今回は我慢 していた

だきたいとの意向であった。 9月 からは,貯水

試験などが行われる予定だそうである。
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阪 口 和 則

① 展望台から観察できるダム左岸の地質は
,

次のとお りである。

1 ニギリコブシ大の多孔質の安山岩質亜角

礫からなる暗褐色の凝灰角礫岩 と同質の溶

岩の薄層との互層で,明瞭な層理を示す火

砕流堆積物が大 きな崖をつ くっている。

2 その下位には,明 るい黄褐色の複輝石安

山岩質の凝灰角礫岩及び同質の溶岩が分布

する。角礫は新鮮で破面は黒色のガラス質

である。これは,黒木,鹿島ルー トの道路

沿いの標高360m付近 まで広 く分布 し,岩

屋観音付近では大 きな崖をつ くっている。

3 -部 に,角 閃石安山岩の露頭 も見られる

が,前二者 との関係を明らかにする露頭は

見つかっていない。

その後,上流にある,郡川砂防公園に移動 し

た。そこで車を降 りた。

② 公園の近くにある石切り場の跡 (写真 2)

正面は赤っぽい色をした複輝石安山岩質の凝

灰角礫岩で,高 さ約30m程の垂直な崖になって

いる。その南倶1は 角閃石安山岩 (黒雲母紫蘇輝

石角閃石安山岩)の崖が連続する。良 く注意 し

てみると両者は厚さ30cmと 50cmほ どの少なくと

も2枚の板状の角閃石安山岩の岩脈で接 してい

る,その方向はほぼ南北である。赤っぽい色を

した凝灰角礫岩に接 している板状の溶岩は黒色

のガラス質になっている。この右側に接する角

閃石安山岩の溶岩は幅は50mほ どで角閃石安山

岩質の凝灰角礫岩 に変化 している。足場が悪

かったので,何人かしか崖の直下まで行 くこと

ができなかった。そこには,猪が本の根を掘 り

返 した跡がい くつも見られた。

③ 炭小屋,板川内橋50m上流川床 (写真3)

川床は風化の進んだ角閃石安山岩質溶岩ある

いは角礫岩からできており,それを不整合にお

おって複輝石安山岩 (斑晶と石基がはっきり区

別される)の厚さ4mほ どの溶岩が崖をつくっ

ている。ここの角閃石安山岩溶岩は,松本征夫

(1973)に よると,山陰系角閃石安山岩に属し,

多良火山区では最も新しい溶岩であるとされて

高 嶺 忠 彦

写真2 ② 公園の近くにある石切り場の跡
正面上部に角閃石安山岩の板状貢入岩体が見え
る。貢入岩体の右は角閃石安山岩の溶岩ヮ左側
は複輝石安山岩質の凝灰角礫岩である。

いる。松本の考えと層序的に矛盾する大切な露

頭である。

ここから,郡川砂防公園にもどり昼食にした。

付近の田んぼでは水が張られ田植えの準備が行

われていた。恒例の自己紹介があった。鎌田会

長からは,「太田一也聞書,普賢岳鳴動す,吉
田賢治著 西日本新聞社」の紹介や,こ の黒木

の谷は典型的なV字谷地形を示しているなど侵

食地形の特徴などの説明があった。さらに,6月

27日 (第 4日 曜)に予定されている定期総会並

びに研究発表会の案内があった。寺井会員から

は,教育センターでの環境教育の現地講習の実

習地としてこの黒木の谷を利用していることと
,

このような活動を通して自然環境の保全への関

心を高めたいという決意が示された。

④ 岩屋橋下川床 (萱瀬ダム建設記念会館裏の

川床)(写真 4, 5)

ここでは,角 閃石安山岩 (斜長石の斑晶が大

きい紫蘇輝石黒雲母角閃石安山岩)と 複輝石安

山岩質凝灰角礫岩がN80° E～ N80° W,40° S

の傾斜で接 してお り,それから下流に100mほ

ど連続 して同じような関係が観察される。また,

これは黒木の谷を流れる郡川の流れの方向とほ

ぼ一致し,さ らに,公園の近くにある石切 り場

の跡②の角閃石安山岩の貫入方向とも一致して

いる。この両者の関係が,不整合なのか,角 閃

石安山岩の貫入なのか非常に興味があるが現在
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大村市萱瀬炭小屋付近の角閃石安山岩,野岳湖周辺大谷のガラス質安山岩及び鉢巻山のスコリア

写真 3 ③ 炭小屋,板川内橋50m上流川床
角閃石安山岩質の溶岩を複輝石安山岩質の溶岩
がおおう。

写真 5 ①の岩屋橋下川床より50m下流
角閃石安山岩質の溶岩あるいは角礫岩と複輝石
安山岩質角礫岩ははっきりした面で接している。

の段階では結論に達 していない。この方向と黒

本の谷の方向とがほぼ一致 していることは,何
か構造 との関係を暗示 しているようでおもしろ

い。この地点のす ぐ上にあるダムから上流は複

輝石安山岩質の凝灰角礫岩が川沿いに大 きな崖

と淵をつ くっている。

⑤ 野岳湖東の大谷 (写真 6)

黒木の谷から,郡岳のすそをめ ぐって野岳湖

まで通 じる狭い林道を通ってゴルフ場脇の大谷

に到着 した。この付近には,下流にある裏見の

滝の安山岩の溶岩 (斑晶は少なく,石基は流状

を示す針状斜長石からなる,紫蘇輝石普通輝石

安山岩)の断崖 と連続する溶岩が観察され,そ
の一部はガラス質の溶岩に変化 している。この

写真 4 ④ 岩屋橋下川床 (萱瀬ダム建設記念会
館裏の川床)

角閃石安山岩質の溶岩あるいは角礫岩をおおう
複輝石安山岩質角礫岩。

ス質安山岩の産状
岩石の表面には細かい雛状の凹凸があリヮ節理
に沿つた風化がはげしいため溶岩の崖をつくっ
て産出することは少ない。

サヌカイ ト様のガラス質の溶岩は,こ こから北

へ大野原付近まで分布する非常に特徴のある岩

石である。この場所では道路わきの崖錐の一部

として観察され,大 きな溶岩のブロックとして

は観察できなかった。野岳湖の周辺の大部分は

この紫蘇輝石普通輝石安山岩の溶岩からできて

いる。西側の一部には鉢巻山の玄武岩が分布す

る。

⑥ 鉢巻山スコリア (写真 7)

バス停付近の駐車場に車を止めて,徒歩で鉢

巻山に向かった。この山は普通輝石かんらん石

玄武岩からできており,こ こから噴出した溶岩

流はJR松原駅付近まで達しており,こ の辺 り

一帯では溶岩やスコリアなどの火山噴出物を観

写真6 ⑤ 野岳湖東の大谷リサヌカイト様ガラ
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高さ4m以上あるスコリア層が緩やかに傾斜し
ている。中央には断層が観察され,北側が 5 cm

ほど落ちている。

察することができる。鉢巻山の北側の堤の近 く

にある人家の裏でスコリア層を観察 した。この

露頭では,高 さ4m以上あるスコリア層が観察

できる。ttcmか ら10数cmの 薄い層の積み重なり

からできてお り,何回もの噴出でつ くられ地層

であることがわかる。スコリアの大 きさはアズ

キ大からソラ豆大が大部分で一部にソフ トボー

ル大の礫がわずかに見 られる。スコリア層はN
20° E,26° Eで緩やかに傾斜 している。また ,

一部に断層が観察 され,そ の傾 きはN50° W,

45° NWで北側が 5 cmほ ど下がっている。時間

がなかったので,予定 していた鉢巻山から360°

の展望 (写真 8)ができなかったのは残念であっ

た。

阪 口 和 則 高 嶺 忠 彦

写真 8 鉢巻山山頂からの展望 (一部 )

大村扇状地が眼下に展開する。遠景は長崎火山。

最後になりましたが,朝から大村駅まで参加

者の出迎えに出て頂いた林祀次郎会員には深 く

感謝いたします。今回は突然の世話人の個人的

な都合のために,観察地を一部省略したり,ゆ っ

くり現地で検討する時間を確保できなかったこ

となどについて,深 くお詫びをいたします。

参加者 18名 (名 簿記入順)

林 謹次郎   鎌田 泰彦   原田 米一

永藤 哲哉   永藤 森哉   八木  繁

寺井 邦久   寺井由紀子   寺井 賢治

寺井 普幸   田中 徳子   木下 誠二

喜種  博   阪口 和則   高嶺 忠彦

河野 隆重   田島 俊彦   武内 浩一

正会員13名 一般 2名 生徒 3名

写真7 ⑥ 鉢巻山スコリア
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