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研 究 報 告

はじめに

「日本の地質 9 九州地方 共立出版」の原

稿作成のため,1987年 4月 19日 に江口吉昭 (当

時県立佐世保南高等学校)と 寺井邦久 (当 時県

立西彼杵高等学校)の両氏 と共に西彼杵郡外海

町神浦を午前 7時30分に出港 して相ノ島,江 ノ

島,大立島,小立島の調査を行った。そのとき

の資料をもとにし露頭写真などを交えて長崎県

中生代花商岩の記載を行う。

長崎県の中生代花商岩類は五島灘の北部を東

西にのびる崎戸町江ノ島・大立島・小立島・色

瀬,大島町赤瀬・寺島の赤崎・寺島南部の兜瀬

などに分布 し,さ らに西彼杵半島の大瀬戸町高

帆山西海岸および高帆山東麓の低地に沿って点

在 している。この中生代花商岩類は江ノ島南方

や崎戸島南方の海底にも分布すると推定され
,

これらを橘 (1962)は西彼杵花尚岩類 とよんだ。

また野母半島北部の長崎市茂木町千′鳥および大

立石北海岸,西彼杵郡野母崎町樺島などにもわ

ずかに分布する。

長崎市田上町唐八景,西彼杵郡三和町蚊焼・

木場,野母崎町権現山西海岸・脇岬および三ッ

瀬などで変斑糖岩や結晶片岩などを貫 く花商岩

質の岩脈が存在するが中生代花同岩 との関係は

あきらかではない (大島恒彦,1987 私信 )。

研究史

1)岩崎 (1954)

長崎県の中生代花商岩類

一分布と岩石の記載―

阪 口 不日 貝J(長崎県立城南高等学校)

Mesozoic granits in Nagasaki prefecture   一 distribution and petrographic description一

Klazunorl SAKAGUCHI

野母崎町樺島東岸の桃瀬付近に分布する優

白色・中粒～粗粒で白雲母を含む微斜長石黒

雲母花同岩は周辺部で結晶片岩を不規則に貫

き,結晶片岩の一部に接触変成作用を与え,

狭い範囲で硬い片状構造をほとんど失った黒

雲母ホルンフェルスを生 じている。

2)オ喬 (1961a, 1962)

西彼杵花商岩類を定義 し,相 ノ島接触変成

岩はこの花商岩 と深い関わ りがあることを述

べた。

3)広川・水野 (1962)

野母半島の樺島,権現山南,三 ッ瀬,蚊焼

北方および三和町木場付近の花同岩類 と花尚

岩質岩脈について岩石学的な記載をしている。

4)儀見ほか (1971)

呼子ノ瀬戸断層は琉球弧内側の要素を持ち,

中央構造線に近い意義を持つ断層であること

を指摘 し,樺島桃瀬の花商岩は接触変成の規

模が相ノ島帯のものと違 うことを述べている。

5)片田他 (1972)

江ノ島の蛭子島のものは花商閃緑岩で,斜

長石 >カ リウム長石である。

大立島・小立島・色瀬のものは花商岩であ

り,カ リウム長石 >斜長石である。一部にペ

グマタイ ト質ないしアプライ ト質の部分が発

達する。

6)片田・松井 (1973)

相ノ島帯の変成度は北西から南東にゆっく

-1-



阪 口 和 則

り上昇する。変成作用 と花商岩の貫入がほぼ

同 じ時期であったことを示 している。相ノ島

黒雲母ホルンフェルスの年代は81moy。 (1968,

SHIBATA)で ある。相 ノ島南岸 に見 える岩

脈は花間はん岩である。黒島はエピドー ト角

閃岩相,江 ノ島は角閃岩相,相 ノ島は紅柱石・

菫青石・アルマンディンからなり,平衡な組

み合わせが完成する時間的な余裕がなかった
,

などを述べている。

7)広川 (1976)

西彼杵半島北西部西端の高帆山付近の花商

閃緑岩の黒雲母による K一 Ar年代は88moy。 で

あ り,領家のものとあまり隔た りがない。

橘 (1961,1962)は ,江 ノ島周縁の花商岩

類は層位的に第三紀以前の白亜紀のものとし
,

相ノ島変成岩はこの花商岩により接触変成作

用を受けたと考えた。相ノ島ホルンフェルス

は SHIBATA(1968)に よれ ば,K― Ar年 令

(全岩)は 81m.y。 である。このように,江 ノ

島層,相 ノ島層などが関門層群に対比される

なら,こ れに変成作用を及ぼした花商岩類は

北九州のものに相当し,筆者 (広 川)の仮説

から見ると,高帆山付近の花商岩より後のも

のということになろう, とした。また,野母

; 島原半島

ピ

＼、v″

∈) 中生代花 出岩類 の分布地域

0 中生代花 崩岩類 との直接の関係が明 らかでない

半島,樺島などで結晶片岩を貫 き,こ れに変

成作用 を与 えている花商岩類の小岩体 (岩

崎,1954,お よび広川・水野,1962)の所属

は今のところ明らかではない, としているこ

8)服部・井上・松井 (1993)

高帆山より西方海域の大立島,さ らに西方

の江ノ島南部まで広がっている花商岩類は一

括 して,西彼杵花商岩 と呼ばれた (橘 ,1962)3

この広い地域 は地体構造区分では相 ノ島帯

(儀 見ほか,1971)に 当たる。この中に点在

する花商岩類は,黒雲母の K一 Ar年代涸1定

値で岩相の差異にかかわらず,89。 2± 2.9-

9。 31± 3.2Maの 範囲にある (Hattori and Shi―

bata,1982)。 西方海域の大立島付近の花商

岩類 (片 田ほか,1972)が中粒黒雲母花商岩 ,

斑状黒雲母花同岩,斑状角閃石黒雲母花商閃

緑岩であり,浅所貫入相を示唆するのに対 し

て,高帆山周辺海岸の花商岩類は著 しいフォ

リエーションを有する角閃石黒雲母花商閃緑

岩であ り,深所貫入後変形作用を受けている

点で対照的である。高帆山周辺の花商岩類を

西方海域の花同岩類 と区別するため,新 しく

大瀬戸花商閃緑岩 と命名 した。

∫妙凩島
「/2尋ぎ

島

第 1図 長崎県における中生代花間岩類の分布 (断層の位置は,長濱春夫1964による)

-2-



I 中生代花商岩の記載

1 江ノ島の花商岩

先第三系の江ノ島層を貫 く蛭子島の花商岩は

やや緑色がかった灰色細粒 (1～ 2 mm)の角閃

石黒雲母花商閃緑岩で (図 版 I-1, 2),軽
い変質作用を受ていて角閃石の緑泥石化や斜長

石の絹雲母化などが見られる。岩体中にはアル

バイ ト双晶や累帯構造を示す斜長石 (一部緑簾

石・黒雲母・セリサイ トに変化 )・ カリ長石・

石英・褐色黒雲母 (一部緑泥石に変化)な どか

らなる,に ぎりこぶ し大の灰緑色の花商閃緑岩

の捕獲岩 (片 田ら,1972の 苦鉄質捕獲岩)や ,

幅10cm程 度の電気石を含むアプライ脈がみられ

る (図版Ⅳ-17)。 花商岩中には輝水鉛鉱 を含

む石英脈が発達する。捕獲岩は石英・黒雲母 (殆

ど緑泥石に変化 )・ 斜長石の大晶 (ア ルバイ ト

双晶,累帯構造 )・ 角閃石 (殆 ど緑泥石に変化 )

からなる。ここでは南北方向の節理をはじめ細

い節理が発達するc黒雲母の K― Ar年代は89。 2

-92。 4Ma(Hattori and Shibata,1982)で ある。

江 ノ島層 (下 部白亜系,関 門層群)を 貫いている。

2 大立島・小立島・色瀬の花商岩

大立島は江 ノ島の東方にあ り,島全体に共通

な節理系はN70° E,45～ 80° Sを示 し,北西

端の海岸に面 した絶壁にはその節理系に沿って

えぐられた海蝕洞が発達する。島の中央部西斜

面の一部 には方状節理の発達 した白色・細粒

(2～ 4 mm)で黒雲母 と微細な有色鉱物がごま

塩状に散在する黒雲母花商岩 (O-1)が あ り

(図版 正-30Ⅳ -18),そ こでは電気石お よ

び石墨様の有色鉱物の脈状集合を含む幅10cm程

度の ピンク色・粗粒 のペ グマ タイ ト脈 (O―

2)や NW～ SE方向の細かい圧砕構造が見ら

れる (図版 I-4)。 灯台西海岸には電気石 を

含む幅50cm以 上のペグマタイ ト脈が発達する。

また北端付近 (O-3)で は優白色でやや桃色・

細粒の花同岩 (有色鉱物が少ない)が幅10m以

上にわたり大規模に圧砕 され角礫状になってい

る (図 版 I-5)。

小立島は直径約150m以下の小島である。南

側斜面はN80° E,60° Sの節理系 と,こ の節

長崎県の中生代花商岩類一分布と岩石の記載一
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第 2図 崎戸町大立島

理系にほぼ直交 し北へ傾斜する別の節理系があ

る。中粒白色 (3～ 10mm)の黒雲母が目立つ黒

雲母花同岩からなり不規則な形状を呈するペグ

マタイ トが散在する (図版 Ⅱ-6)。 また20×

30cm大の緑黒色細粒の石英閃緑岩の捕獲岩がみ

られる。この捕獲岩は黒雲母,カ リ長石 (労開

が著 しい),石英からなる。

北西の色瀬はほぼ東西に並んだ 2つ の瀬から

なり,桃色カリ長石 と黒雲母の斑晶状結晶が 目

立つ,大立島・小立島に比べるとやや粗粒の花

商岩である。

黒雲母の K― Ar年代は色瀬で92.6Ma,小 立

島で93.lMa(Hattori and Shibata,1982)で あ

る。筆者等は上陸 して確認 していない。

3 西彼杵半島の花商岩

寺島圧砕花商岩は呼子ノ瀬戸付近の兜瀬,寺

島東海岸の赤崎および赤瀬など小区域に分布 し

赤崎層群に不整合におおわれている (図 版 Ⅱ―

7)。 肉眼的には優 白・粗粒の角閃石黒雲母花

商岩で, 5 mmよ り大 きなピンク色の長石 と石英

の結晶をもち,有色鉱物 としては少量の緑黒色

の黒雲母 と角閃石が認められるだけで有色鉱物

のすべては緑色鉱物に変化 している (図 版Ⅳ一

19)。 すべて著 しい圧砕作用 をうけ,に ぎりこ

ぶ し大の破砕礫になってお り,大型のサンプル

が採集できない。完品質で主成分鉱物はカリ長

石・石英・黒雲母であ り,多量の方解石・緑泥

石・鉄鉱を伴っている。

高帆山西麓の海岸に分布する花商閃緑岩 (服

部 ら,1993の 大瀬戸花商閃緑岩)は完品質で緑

色角閃石の大 きい結晶 (2 cm)・ 石英・斜長石・
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黒雲母 (一部緑泥石に変化 しているが,全体的

には変質は少ない)を 含む,暗色・中粒～粗粒

(5～ 20mm)の透明感のある角閃石黒雲母花商

閃緑岩である (図 版 Ⅱ-8・ Ⅳ-20)。 その中

には長さ10数cm～ 数10cmの黒色細粒のレンズ状

暗色塩基性岩 (細粒角閃石黒雲母石英閃緑岩 )

の捕獲岩が片麻岩状の配列を示す部分もある。

鏡下ではやや鉱物の配列性が見 られる。また石

英が波動消光を示 し,黒雲母の労開線が弯曲す

るなど変形が認められる。南部ほど圧砕作用が

大 きく,捕獲岩や花商閃緑岩を貫 くアプライ ト

脈が多 くなる傾向が見られる。アプライ トはピ

ンク色を帯び,大 きなカリ長石が 目立つ。黒雲

母の K一 Ar年代 は88Ma(河 野・植 田,1966)

で,西彼杵層群板浦層および蛎ノ浦層に不整合

におおわれ,玄武岩に貫かれている。

高帆 山東 麓 を走 る多比 良―瀬 戸 断層 (井

上,1964)に 沿って柳南部・清水北部・徳行付

近などにわずかに分布する花商閃緑岩は著 しく

圧砕作用を受け風化がはげしい。

4 野母半島の花同岩

野母崎町樺島東岸の桃瀬付近に分布する優白

色・中粒～粗粒で白雲母を含む微斜長石黒雲母

花商岩は周辺部で結晶片岩を不規則に貫 き結晶

片岩の一部に接触変成作用を与え黒雲母ホルン

フェルスを生 じている (岩崎,1954)。 またア

プライ ト岩脈を伴っている (図版 Ⅱ-9・ Ⅳ―

22)。 ここにはNNW～NW方 向の ミロナイ ト

を伴 う断層群があ り,海蝕洞ができている。ま

た,E～ W方向の節理 も観察される。灰曹長石・

微斜長石・石英・黒雲母・白雲母のほか方解石

(脈 )を伴い,有色鉱物は目につかない。斜長

石内には絹雲母が散在 し,石英は一部波動消光

し,カ リ長石は微斜長石構造を示す。副成分鉱

物 としてきわめてうすい桃色のザクロ石が見ら

れる。黒雲母の K― Ar年代 は77。 lMa,白 雲母

で93.OMaで ある (Hattori and Shibata,1982)。

茂木町大立石北方500mの 黒雲母花商岩は結

晶片岩類を貫 く長石の斑晶が大 きな塊状・優白

色粗粒の岩石で,緑色の黒雲母を含み,陶磁器

のような白さを示す (図 版 Ⅱ-10・ Ⅳ-21)。

石英 0へ き開の発達したカリ長石・斜長石の大

斑晶 (2 cm)を 多く含み,斑状組織をもつ。黒

雲母はすべて緑泥石に変化している。岩脈の方

向はNNW～ SSEを 示 し細かい節理が発達する。

結晶片岩の捕獲岩や暗色包有物 (30× 20cm)を

伴っている。黒雲母のK― Ar年代は52。 8Ma(猪

木・柴田,1976b)で ある。茂木町千′鳥の花向

岩はフェリーの発着場がつくられたため現在で

はその露頭を見ることができない。

橘 (1961)は野母半島の結晶片岩類を不整合

におおう上部白亜系や古第三系の下部層には野

母半島に分布する花尚岩類をはじめ黒雲母花向

岩・白雲母花商岩・複雲母花商岩・複雲母角閃

石花商岩・電気石微文象花商岩・文象花商岩・

電気石花商岩など他の多くの種類の花商岩礫が

含まれている。特に,電気石花商岩や電気石岩

が20cm大の円礫 として含 まれることや,ひ ん

岩・安山岩・粘板岩その他江ノ島層や相ノ島層

に関係のある礫 も含まれているのが特徴である
,

と述べている。

Ⅱ 花商岩質岩脈の記載

中生代花商岩と直接の関係がわからない花商

岩質岩脈は,南松浦郡有川町相ノ島,西彼杵郡

崎戸町江ノ島,長崎市田上町唐八景,西彼杵郡

三和町蚊焼長瀬,野母崎町木場,権現山西海岸 ,

三ッ瀬などに小範囲に分布する。大島 (1964)

は,野母崎町脇岬にも花商岩質岩脈の存在を記

載しているが,筆者は現在まで確認していない。

1 南松浦郡有川町相ノ島

相ノ島南海岸や西部の灯台付近および北部の

船着き場の神社西などでは,ほ ぼN45° E方向

の貫入岩体が観察される。橘 (1961a)は相ノ

島南部に露出する花商岩質岩脈は石英ひん岩質

岩脈で,礫岩層の層理に斜交してほぼ垂直に貫

入する。岩脈の幅は1。 5m前 後である (図 版Ⅱ

-11)。 このほかひん岩ないし安山岩質岩脈が

見られる。これらはいずれも熱変質を受けてお

り,熱変質を与えた花商岩の逆入以前に貫入し

た ものであろうとしている。また,片 田 ら

(1973)は この岩石を花尚斑岩とし,次のよう

阪 口 和 則
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に記載 している。斑晶は斜長石,石基 は斜長

石・石英 0カ リ長石・黒雲母・普通角閃石で微

文象組織を示 している。筆者等は,波が高 くこ

の場所でサンプルを採集できなかった。

このほか西部の灯台付近および北部の船着 き

場の神社西ではひん岩岩脈が見 られる (図 版Ⅲ

-12)。 鏡下では,短柱状斜長石 (セ リサ イ ト

に変化 )・ 有色鉱物は殆 ど微細 な緑簾石・緑泥

石・磁鉄鉱等に変化 している。

2 長崎市田上町唐八景

肉眼的には,自 色・中粒で,長石 (陶 土化 )

と石英が見え,有色鉱物は少なくほとんど鉄鉱

化 している。鏡下では石英・アルバイ ト双晶を

示す斜長石 と l mmほ どのもやもやとしたカリ長

石および白雲母が観察される。

3 西彼杵郡三和町蚊焼長瀬

細粒・白色 0糖状の花向岩質岩石が,細粒 ・

緑色の緑色片岩を捕獲 し,緑灰色の縞状あるい

は緑灰色の角礫状の捕獲岩の間隙を充填するよ

うな産状を示し,両者ともに非常に堅い (図版

Ⅲ-13)。

鏡下では,花商岩質岩石は,0。 1～ 0。 2mmあ る

いはそれ以下の破砕 された石英や,0.2～ 0.5mm

ほどの粒状の斜長石 と一部微斜長石構造やカー

ルスバ ド双晶を示すカリ長石からなり,カ リ長

石は変質 してセリサイ トを生 じている。その他 ,

わずかに自雲母・黒雲母・緑泥石・ステルプノ

メレンを含む。捕獲岩は,多量の緑簾石・緑泥

石からなリスチルプノメレンやわずかに石英・

斜長石 0角 閃石を含み,片理が見える。

広川 ら (1962)は ,そ れを次のように記載 し

ている。

蚊焼のものは白色・中粒・不等粒で,塩基性

の捕獲岩を包有 している。主要構成鉱物は斜長

石・石英・カリ長石 (微斜長石構造を示す)・

緑色角閃石および黒雲母である。斜長石は内部

に絹雲母を生 じ汚濁 しているが,外縁は新鮮で

ある。半自形～他形で,外周は凹凸に富む。角

閃石や黒雲母は針状～繊維状 を呈 し,黒雲母は

鏡下では黄褐色で等状～束状に集合 している。

4 三和町木場

広川 ら (1962)は次のように記載 している。

三和町木場付近に帯緑白色で, きわめて片理

にとむ細粒の岩石があ り,主 として斜長石・石

英・緑泥石・絹雲母からなるが,原岩は明らか

でない。

筆者はこれを現地で確認 していない。

5 野母崎町三ッ瀬

三ツ瀬は花商岩質岩脈 と変斑楯岩からなるい

くつかの瀬でできている。灯台のある瀬をつ く

る花商岩岩脈 は白色で,NNW― SSE方向に不

規則な多 くの節理が発達する。変斑糖岩を貫 き,

あるいは捕獲 している (図版Ⅲ-14)。

広川 ら (1962)は それを次のように記載 して

いる。

三ツ瀬のものは帯緑灰色で,肉眼的に組織に

方向性がある。粗粒で圧砕構造を示す。主 とし

て,斜長石・石英・角閃石からなり,副次的に

緑簾石・絹雲母・ソーシュル石などが見 られる。

斜長石 は灰曹長石～曹長石で,部分的にソー

シュル石化 し,割れ目や,結晶内の一部に絹雲

母片がみられる。双晶片は撓曲または変位 して

いる。石英は波動消光を示 し,一部小粒化 して

いる。また割れ目に絹雲母や物簾石脈が見られ

る。角閃石は淡緑色でしばしば撓曲する。

6 野母崎町権現山

権現山西海岸にはひん岩 と花商岩質岩脈が見

られる。門口川付近にはピンク～クリーム色の

変質 したひん岩の岩脈が観察される (図 版Ⅲ一

15)。 それは変斑糖岩 を貫いている。幅は約 5

mの ほぼ垂直で,N80° Eの 方向を示す岩脈で

ある。完品質で短冊～長柱状の斜長石が多 く,

長柱状の褐色角閃石はへ き開がわん曲し波動消

光を示す。輝石は骸晶を示 し,ほ とんど褐色鉱

物あるいは緑泥石に変化 している。変質 したか

んらん石 もわずかに見 られる。有色鉱物は殆 ど

緑泥石に変化 している。そのほか燐灰石 0イ ル

メナイ ト・磁鉄鉱を含む。

また,門 口川南200mの 海岸では,三 ッ瀬の

ものと同様な花商岩質岩脈が変斑糖岩を貫いて
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いる (図 版Ⅲ-16)。 石英は波動消光 しカリ長

石の双晶はわん曲している。長柱状の輝石 と緑

泥石の中に粒状の干渉色の高い緑簾石が見 られ

る。細かい石英脈が鏡下で観察される。

おわりに

本文では,長崎県の中生代花商岩の分布 と記

載を主にし,長崎県の中生代花商岩の特徴 を細

か く分類 した り,他県に分布する花商岩類 との

関連などについては検討 していない。最近,ス

トロンチウム同位体比などから九州に産する白

亜紀花同岩の成因を探る研究が深められつつあ

る。今後新 しい情報に注 目しながら, もっと広

い視点からの花商岩の学習・研究を続けてゆき

たい。
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阪口和則 :長崎県の中生代花商岩類一分布と岩石の記載―

1 人物より手前が角閃石黒雲母花商閃緑岩ヮ後ろ

が江ノ島層 (下部白亜系 )。 (崎戸町江ノ島蛭子島 )

3 ベグマタイト脈を伴う黒雲母花商岩で方状節理

を示す。(崎戸町大立島南海岸 (0-1))

5 圧砕された黒雲母花商岩 (崎戸町大立島北海岸

(0-3))

図版  I

2 角閃石黒雲母花商閃緑岩 を買

くアプライ ト脈。 (崎戸町江ノ島

蛭子島 )

4(0-1)中 に見られるベグマタイ ト脈。 (崎戸

町大立島南海岸 (0-2))
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阪口和則 :長崎県の中生代花商岩類一分布と岩石の記載―

6 不規則な形のベグマタイトが散在する黒雲母花

商岩。(崎戸町小立島)

図版 Ⅱ

7 赤崎層群と断層で接する圧砕 された角閃石黒雲

母花商岩 (右 )。 緑色片岩の捕獲岩を伴 う。 (大島

町寺島東海岸 )

8 高帆山西海岸の角閃石黒雲母花商閃緑岩。レン

ズ状の暗色塩基性岩の捕獲岩を含み西彼杵層群に

不整合におおわれる。 (大瀬戸町高帆山西海岸 )

9 黒色の結晶片岩 (中央の暗色部)を貫く微斜長

石黒雲母花商岩。(野母崎町樺島)

10 長石の大斑晶を含む黒雲母花商岩。(長崎市茂  11 幅約1.5mの石英ひん岩の岩脈。礫岩層の層理に

木町大立石北)                 斜交してほぼ垂直に貫入する。写真中央で水平から

右上がりの白い脈。(南松浦郡有川町相ノ島南海岸)
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阪口和則 :長崎県の中生代花商岩類一分布と岩石の記載―

12 礫岩層を貫くひん岩脈。(南松

浦郡有川町相ノ島西部灯台下)

15 変斑糖岩を買くひん岩脈。 (野母崎町権現山西

海岸 )

図版 Ⅲ

13 緑色片岩 (暗色の部分)を不規則に貫く圧砕され

た花商岩質岩脈 (白色の部分)(三和町蚊焼長瀬)

14 節理の発達した花商岩質岩脈。変斑糖岩 (暗色

の部分)を捕獲している。(野母崎町三ツ瀬)

16 変斑糖岩 (中央の暗色の部分)を貫く花商岩質

岩脈。 (野母崎町権現山西海岸 )
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阪口和則 :長崎県の中生代花商岩類一分布と岩石の記載―

17 角閃石黒雲母花間閃緑岩。軽い変質作用を受け

角閃石が緑泥石に,斜長石の一部がセリサイ トや

緑簾石に変化 している。 (崎戸町江ノ島蛭子島 )

19 寺島の圧砕花商岩。角閃石や黒雲母は緑泥石に

変化 している。長石はピンク色を呈する。 (大島

町寺島 )

図版 Ⅳ

20 高帆山の角閃石黒雲母花商閃緑岩。完晶質で,

緑色角閃石の大きな結晶を含み透明感がある。(大

瀬戸町高帆山西海岸 )

21 大立石の黒雲母花商岩。緑色の黒雲母を含みヮ

長石が多いため陶磁器のような白さを示す。(長

崎市茂木町大立石 )

22 樺島の微斜長石黒雲母花商岩。白雲母が多く含

まれる,有色鉱物は少ない。(野母崎町樺島桃瀬)

〔写真のスケールは1つの縞がl cmで ある。〕
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