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佐世保市塔ノ崎の火砕流堆積物と針尾東町の面高礫岩層

長崎県地学会誌 第64号 21-24(2000)

(平成12年 9

迷走 した台風14号 も長崎には大風を残 したも

のの,大 した被害もなく五島列島の西を通 り過

ぎた。今日は,朝から秋晴れの良い天気に恵ま

れた。そして,多 くのメダルが期待されるシド

ニーオリンピックの第2日 目である。

今回は,案内状の発送が遅れたためもあり,

参加者が 8名 という寂 しい日曜地質巡検会に

なってしまった。

1。 佐世保市塔ノ崎のホテルローレライの裏に

ある火砕流堆積物

いわゆる,凝灰角礫岩の大きな露頭 (長 さ40

m,高さ15m)が ある。下見の段階で,長崎大

学の長岡信治先生は,こ れを火砕流堆積物であ

ると説明された。また,蛇紋岩の礫の下の白色
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の凝灰岩層が撓んでいることを発見され (写真

②),こ れがいわゆるbOmb sag(lag fall)で あ

ると説明された。

このようなことから,こ の露頭をそのような

目で検討することにしたが, 日の前の露頭が呆

たして火砕流堆積物であるのか確証がつかめな

いまま露頭を全員で眺めつづけた。そのような

折,河野重範さん (島根大学学生)がサージ堆

積物の中からピソライトの層を発見した (写真

③ )。 このことが,こ の露頭を火砕流堆積物で

あるという確信のもとに検討するきかっけを与

えてくれた。ピソライトは断面の長径が l cmほ

どの楕円形であり,周辺が褐色の薄い殻で包ま

れ,内部には同心円状の構造は見えない。ここ

で,河野さん父子を中心にしてどう

して球形でないのか,野島層群の中

のピソライトのように内部に同心円

状の構造がないのか,な どについて

討議 した。結論は持ち越す ことに

なった。また,蛇紋岩の大きな礫が

2つ ほど見つかっているのに結晶片

岩の礫がほとんど含まれないのはど

うしてか (午前の観察終了間際に近

藤先生が 5× 3 cmほ どの黒雲母片岩

の礫を発見した,こ れは貴重なサン

プルになりそうである)。 あるいは
,

サージ堆積物が乗 り上げているよう

に見える山形の地形はもともとの地

形か,傾斜したサージ堆積物は,そ
の後の傾動によるものではないのか,
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クロスラミナが見られた。また,厚 さ10

～20cm程度のピソライ トの層を 2層確認

できた。

A～ Eに含 まれる本質礫は斑晶の大 き

な黒雲母流紋岩 (阪 口・迎 1972の大崎

山流紋岩),黒 曜石,軽石 などで,外来

礫は砂岩,頁岩が最 も多 く,流紋のはっ

きりしたピンク色の流紋岩 (阪 口・迎

1972,の 松岳流紋岩)や ,わずかに,蛇

紋岩,結晶片岩の礫 を含む。

A層の厚 さは, 6m程度で,浸食され

図2 写真①の部分のスケッチ A～ Eの 5つ の部分に分 小さな山形の地形をつくっている。

かれる。縦の実線及び破線はほぼ東西方向で南落ち  B層 の厚さは, 2m程度で,A層 の起
の断層あるいは亀裂を示している。矢印は,蛇紋岩 伏を埋めるようにくさび状に分布する。
礫の bomb― sag

C層 の厚 さは, 3～ 4m程度で,B層
などについても検討 された。ボーリング資料に

よると,地下630m付 近から下に古生層である

結晶片岩が分布することがわかっている。第三

系の杵島層群の砂岩や,泥岩の礫はかなり多 く

含まれるのに対 して,結晶片岩の礫は極端に少

ないのはなぜだろうか。

[露頭説明](写真① )

露頭は,下部から大 きくA～ Eの 5つ の岩層

に分けることがで きる (図 2)。 すなわち,A
は火山礫凝灰岩層,Bは凝灰角礫岩層,Cは凝

灰岩層,Dは凝灰角礫岩層,Eは火山礫凝灰岩

層である。

A,Eの 火山礫凝灰岩は,白色ないしクリー

ム色,塊状で,明瞭な層理は見 られない,含ま

れる角礫は小さくほぼ均一である,平均はゴル

フボールくらい,礫の大 きさは最大で50cmく ら

いのものもあるが量的には非常に少ない。

B,Dは ,黄褐色の凝灰角礫岩は乱雑な堆積

物で,礫の大 きさは平均でソフ トボールくらい
,

径が20cm～ 30cmほ どの大 きさの礫が 目立つ。不

明瞭ながら,連続性に乏 しい層理が見られる。

Cは ,自 色の凝灰岩で特徴的である。厚 さ 1

cm程度の単層の集合からなり,明瞭な層理が観

察される。地層の傾 きは緩 く,N50° E,4° N
～N40° E,10° Nで ,南 ほ ど傾斜 が大 き く

なっている。この中の一部に南に緩 く傾斜する

をさらにおおうようにくさび状に分布する。

D層の厚さは, 1～ 2m程度で,C層 をおお

う。下の地層の起伏をならすように分布 し,上

面はほぼ水平になっている。

E層 の厚さは, 4m以上で,さ らに露頭の上

を走る道路脇にも2mほ どの厚さで分布する。

平 らな板状の地層で,不明瞭な層理が見られる。

昼食は,ハ ウステンボスが 目の前に見えるホ

テル裏の高台でとった。

参加者の近況報告や,事務局から今回の日曜

地質巡検会の案内状の遅れについてお詫びが

あった。

2.針尾東町江上バイパス針尾インター

ハウステンボスから兎島を通って針尾東町に

ぬける江上バイパスが建設されている。その針

尾インター付近にすばらしい露頭が出現 した。

そこには写真④,⑤及び図3の ように,面高礫

岩層,葉 山玄武岩,西海凝灰角礫岩の順に重なっ

ている。この ことか ら東免砂礫層 (阪 口・

迎,1969)は ,現実には存在せず,阪口・迎が

東免砂礫層としたものは,面高礫岩層に相当す

る地層であることが確認された。

この礫層は,第三系の杵島層群,早岐層を不

整合におおう。下部は,厚 さは2m以上で,流

紋岩,砂岩,チ ャー ト,花商岩,結晶片岩を主
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とし,わずかに安山岩,玄武岩の円礫からでき

ている,マ トリックスは粗粒の砂である (写真

⑥ )。 上部は礫の少ない均一な砂礫層からなり,

厚さは4mほ どである。一部にクロスラミナが

見られる。

その上位に厚さ10mほ どの玄武岩が乗る,玄
武岩の下部には 1～ 2mの赤色のスコリアある

いは風化帯がある。

さらにその上位には複輝石安山岩の大きな角

礫を主とする西海凝灰角礫岩が乗っている。

ここは,面高礫岩層,葉山玄武岩層,西海凝

灰角礫岩層の三者の関係を一時に見ることがで

きる非常に貴重な露頭であるが,間 もなくコン

クリー トなどを吹きつけられて観察できなくな

る。面高礫岩の豊富な礫種は,北松の八ノ久保

砂礫層と非常に似ていることを再確認した。八

ノ久保砂礫層の礫の由来がいつものように問題

になった。河野さんはこの中から哺乳動物の化

石がでる可能性があると説明された。礫の配列

にインブリケーションが認められないかとの指

摘を受けたが,明瞭な構造を確認することはで

きなかった。

葉山玄武岩は,かんらん石普通輝石玄武岩で

ある。

3.西彼町伊ノ浦郷道路工事現場 玄武岩の露

頭

平成10年 11月 から工事が始まった江上バイパ

ス (西海パールライン)が第二西海橋をわたっ

て通 り抜ける対岸の西彼町伊ノ浦郷道路工事現

場を見た。山が切 り取られて大きな玄武岩の露

頭が続いている。普通輝石かんらん石玄武岩で

ある。平たい岩石片をたたくとサヌカイトのよ

うな金属音を発する。このあたりでは,玄武岩

と安山岩が交錯 して分布し,肉眼的に判別しに

くい。

4.西彼町小迎郷 別当段丘礫層 (阪口・迎,

1969)

針尾島から小迎郷にかけて広 く分布する段丘

礫層で,安山岩質礫の中に石英の礫を多 く含む

のが特徴で,一部には,チ ャー ト,結晶片岩 ,

図3 写真④のスケッチ
Aは面高礫岩層,Bは葉山玄武岩,Cは西海凝灰
角礫岩

砂岩,黒曜石,サヌカイト,玄武岩を含む。安

山岩はほとんど風化していわゆるクサリ礫の状

態になっている。

5.佐世保市針尾島明星ノ鼻水族館明星の鼻安

山岩 (阪口・迎,1969)

明星ノ鼻安山岩の板状節理を観察するために

水族館前の浜までおりたが,潮が満ちていてそ

の現場まで歩 くことができなかった。

今回の巡検では,火砕流堆積物をゆっくり観

察できたこと,針尾島の火山層序を確認できた

ことが大きな収穫であった。午後 3時 に水族館

前で解散した。

(参加者 8名 )
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阪口和則・近藤 寛 :佐世保市塔ノ崎の火砕流堆積物と針尾東町の面高礫岩層 図版 Ⅸ

①ホテルローレライ裏の火砕流堆積物
中央部には白色・層状の火砕サージリ
紋岩礫の bomb一 sagの位置

矢印は,蛇 薄い白色の火砕サージ堆積物がたわんでいる

■■|‐
■■|‐ ■●11‐ ■■:||■

⑤針尾インター付近の大露頭
面高礫岩層の下半部は礫の多い部分,上半部の白
色の部分は礫が少ない

| =■|
④針尾インター付近の大露頭

下位から面高礫岩層,葉山玄武岩,

岩層の順に重なる

⑥面高礫岩層
流紋岩ヮ砂岩,チ ャートヮ花商岩,結晶片岩を主
とし,わずかに安山岩,玄武岩の円礫からできて
いる,マ トリックスは粗粒の砂である

③火砕サージ堆積物の中のビソライ
楕円形の断面を示すピソライ トヮ
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長崎県地学会誌 第64号 25-28(2000)

日1曜地質巡検会記事

(平成12年 10月 15日 )

北松浦玄武岩類の産状

地形図 1/25,000「 江迎」

本

田

松

山
直 弥

好之助

(西海地研側 )

(藤永地建m)

13北松浦玄武岩類

佐世保市北部から,北松浦郡・松浦市にかけ

ての地域の地質は,大 まかに言えば,第三紀層

基盤岩を高所で玄武岩類が覆う地質構造となっ

ている。この玄武岩類は「北松浦玄武岩類」あ

るいは「松浦玄武岩類」と呼ばれ,第三紀層堆

積後に起こった火成活動により噴出したもので
,

県北地域に我が国でもめずらしい広大な溶岩台

地を造 り出している。放射年代測定によれば 6

～10× 106年 の値が得 られてお り,新第三紀中

新世後期に相当する。今回の巡検は,北松浦玄

武岩類の様々な産状 を観察することを目的とし

て開催 した。

2.北松浦玄武岩類の基底部 (落合ノ滝 )

10三 30 松浦鉄道MR吉井駅前に,世話人を

含め12名 の参加者が集合 した。北風がやや強い

ものの晴れ～快晴で,寒 くも暑 くもない絶好の

第191回

図 1 位置図
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巡検 日和 となった。

まず,北松浦玄武岩類の基底部を観察するた

めに,吉井駅から北へ進み子産坂 トンネルを経

て,志佐川沿いの松浦市「落合 (お てや)ノ 滝」

へ移動 した。

落合の滝は県道から少 し奥まった所にあるが ,

県道沿いには玄武岩類 と第三紀層の間に挟 まれ

る「八ノ久保砂礫層」が露出している。前回針

尾島での巡検でも,八ノ久保層に対比される砂

礫層を観察 してお り,参加者一同で礫種などを

確認する。

滝自体は高さが10m弱 で,下部に第三紀層 (野

島層郡大屋層)の砂質頁岩および頁岩が分布 し,

その上を硬い玄武岩溶岩 (松浦玄武岩類の最下

部層Bl)が 覆っている。玄武岩直下の厚 さ約

lmの頁岩は軟 らかいため侵食されえぐれてお

り,溶岩がオーバーハ ング状にせ り出している。

(写 2)

滝の横では頁岩の部分が奥深 く削 られて地蔵

堂 となっている。たぶん削 りやすいために人為

的に掘 り広げられたものと思われるが,その中

へ足を踏みいれると,天丼にまさに北松浦玄武

岩類の基底部を観察することができる。(写 3)

北松浦玄武岩類は県北地域に広 く分布 してい

るものの,第三紀層 との境界 を直接観察できる

露頭は比較的少ない。この滝は境界部 と玄武岩

基底部の状況を容易に観察できる貴重な露頭で

ある。

3.中期玄武岩類の堆積状況

次に福井峠へ移動,地形的には溶岩台地の上

面に当たる産業廃棄物処理場の り面で玄武岩類

の堆積状況を観察 した。このの り面には,中期

玄武岩類 B6に 含 まれる,20m程 度の厚 さの溶

岩流が 3枚認められ,それぞれの溶岩流内部で

の岩質の変化が観察できる。

基底部から中央部までは塊状の溶岩,上部は

紫褐色の自破砕状 となり,最上部には褐色～黄

褐色の凝灰岩が形成されている。溶岩流の間に

は地質時代の崖錐層が挟 まれている所 もあった。

ただ,露頭全体に風化が進み,崩壊 した土砂が

露頭の肝心な部分を覆っていた りして,十分に

観察できない所 もあったのが残念だった。 (写

4)

4.白岳高原

江迎町の白岳高原へ移動し,公園の芝生の上

で昼食,そ して恒例の自己紹介。北風は白岳で

遮られ,陽射しがフ亡ヽ地好い。

白岳高原の園地一帯には先程観察したB6層
が分布する。B6層は一連の玄武岩層の中でも

風化開析が進んでいて,玄武岩台地上面の平坦

面を形成する。この平坦面を利用して多 くの溜

池が造られ,公園としても利用されている。

白岳の山体は北松玄武岩類の最上部層に当た

る後期斑状玄武岩類B7～ 8層 よりなり,柱状

節理の発達した岩体を湖畔より遠望する。 (時

間の関係で今回は白岳山頂までは登らず,眺め

ただけ。)

5.潜竜ヶ滝

次に最後の観察地点,潜竜ヶ滝へ移動する。

しばらく台地上の平坦面を走った後,台地の端

にさしかかり,九十九折 りの急な道を一挙に降

りる。途中で,谷の対岸にある採石場を遠望c

柱状節理が発達した玄武岩の様子を双眼鏡で観

察する。

急斜面を降り切った所は, もう第三紀層 (柚

子層)の分布地である。そこから上流の滝を目

指す。最寄 りの駐車場から約10分 ,散策路を登っ

て滝へ到着。この部分での台地の側面には主に

初期玄武岩類B4層が分布しており,そ の一角

に江迎川の源流が見事な懸崖を造 り出している。

県北では最も見事な滝である。途中で見た採石

場では柱状節理が卓越していたが,滝では一部

に板状節理も認められる。

6.最後に

潜竜ヶ滝で予定の時刻となり解散。好天に恵

まれ無事巡検を終了することができた。満足の

い く案内がで きたか否かは疑問 もあるもの

の,20世紀最後の巡検会のお世話をさせていた

だくことができて感慨深い。遠い所を参加いた

だいた鎌田会長をはじめ参加者のみなさんに御
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北松浦玄武岩類の産状

礼申し上げたい。なお,本稿の中で使用 した地

質名は,「佐世保地域の地質」 (松井・古川・沢

村1989)に よった。

参加者12名 (全員が会員):鎌田泰彦,阪口

和則,田口康博,永松 景,浜田七郎,原田米

一,松本直弥,松本由一,宮原宏明,本山平二

郎,山 口修弘,山田好之助 (五十音順,敬称略)

文責 :松本直弥

写真 1 白岳高原での参加者の集合写真 (バ ックは白岳 )

後列左から 山口,鎌田,松本 (由 ),永松,山田ヮ田ロヮ松本 (直 )

前列左から 本山,阪口,浜田,原田,宮原
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松本直弥 0山田好之助 :北松浦玄武岩類の産状 図版 X

写真 2「落合 (お てや)ノ 滝」
での野島層群 と玄武
岩類との境界

写真 3「落合 (お てや)ノ 滝」
での玄武岩類の基底

部 (弱 い柱状節理が

見られる)

写真 4 産業廃棄物処理場の

り面 で"中 期玄武岩

類の堆積状況
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