
長崎県地学会誌 第65号 23-26(2001)

目1曜地質巡検会議事

開 会 :西村暉希 0副会長からあいさつの後 ,

江口先生よリカラーの地質図が付いた解説用の

冊子を用いて,現地の地質概略の説明があ り,

続いて田口より,佐々川断層の概略説明と地図

を用いて当日の行程説明を行いました。

移動 1:当初の予定 に加 えて,佐 々川断層 に

よって形成 したと思われる崖 (断層崖)の地形

第194回 (平成13年 5月 20日 )

佐々川衝上断層

石炭層・玄武岩
(断層露頭・河川の争奪)・

地形図 1/25,000「 江迎」

(佐世保工業高校 )

(佐世保南高校 )
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がよく観察できる場所があるとのことで,車 を

連ねて佐々町まで移動しましたが,途中で前の

車を見失い,は ぐれてしまう車が数台ありまし

た。しかし,結果的には,全員が当初の観察場

所①.に集合することができました。

移動ができたグループは,よ い観察ができた

ことでしょう。
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図 2 佐々川断層付近の地質断面図
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移動 2:当初予定の観察場所①  (吉井町の西

肥バスバス停 :松原)に て全員集合後,「河川

の争奪」の説明を田口より行いました。

遺跡で有名な福井洞窟付近を流れてくる福井

川は,こ の松原付近にて東西の流れが90度以上

の急角度で北南の流れに変わり,佐々川に合流

します。

福井川は,かつては,そのまま東西の流れを

続け,断層の西傾1か ら東西に流れる江迎川の上

流部分であったということです。

この松原のバス停から西側を眺めます と
,

佐々川衝上断層が形成したと思われる崖の列が

前方に見えますが,こ の断層運動 (逆断層)が ,

相対的に西側を高く,東側を低 くしたため,断
層崖により江迎川の上流部分 (現在の福井川)

がせき止められ,断層沿いを北南に流れながら,

佐々川に合流することになったということです。

このように,あ る川の流れの 1部が,他の川

の流れとして奪われてしまうことを「河川の争

奪」といいます。

ここには,福井川をまたいで,江迎川の方向

に延びる,古びて奇妙な形の松浦鉄道の高い鉄

橋 (2～ 30m程度の高さ)が通っていますが,

これも,断層崖の高さに到達するために必要な

鉄橋であることをお話ししました。

西村先生からは,こ の鉄橋が竹組みの工事で

建設された,竹骨コンクリー ト製であることが

説明されました。 (厳密には鉄橋 とは呼べない

でしょうか)

この鉄橋は,築 4・ 50年 を経過しており,現

在,その下を走る道路への崩落防止のネットが

設置されていますが,産炭地からの石炭輸送の

ため,こ のような大きな構造物を建設していっ

た往時の活気のあった雰囲気が伺えます。

移動 3:松 原のバス停から農道を北側に7～

800mほ ど登ると,平安時代～豊臣秀吉の時代

まで続いた志佐氏の居城であった直谷城址 (内

裏山)がありますが,こ この駐車場まで車で移

動しました。

(1)こ こから,100mほ ど南へ徒歩で戻ると
,

北北東の草ノ尾免へと延びる林道への分かれ道

がありますが,こ こに,地すべ り工事の説明看

板と水抜きを行うパイプを集めた施設がありま

す。これは,県北振興局林業部の「内裏地区地

すべ り防止工事」の事業で,平成11年 に完成し

たものです。施工者は佐世保市内の大栄開発けれ

でそこからの話によると,平成10年 より2か年

(1年間に3～ 4か月を2回 )の工事であった

こと,県北は,地すべ りの多い地域であり,こ

のような工事がいたるところで行われているこ

とをお話 ししました。

(2)こ の林道を200mほ ど登って行 き,本 日の

地質巡検会の目玉である,佐々川衝上断層の露

頭観察を行いました②。

まず,発見者の西村先生からその経緯と露頭

の説明をお話 し頂きました。10年 ほど前に道路

工事が行われているので通りかかったら,カ ッ

ティングされたばかりの露頭を発見されたそう

です。

露頭での断層は,N20° E,70° Wの北北東方

向へ延び,地質図上の断層方向と一致していま

佐々川断層
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佐々川衝上断層 (断層露頭・河川の争奪)。 石炭層・玄武岩

900806…6

佐々川断層の露頭

(内裏山西方台地へ上る道路の切割)

mainの佐々川断層

。`'   sandstone   .,1)・

図 3 佐々川断層露頭のスケッチ (西村暉希 1990)

厚さ20cm

厚さ30cm

灰色

植物化石片多し

(3)こ こから100mほ ど林道を登ると,10cm強

程度のものが数枚重なり, 5mほ ど上部にも薄

くあらわれる石炭層の露頭が観察できます。

ここでは,大学で石炭地質学を専攻された
,

長崎東高校の鶴田先生より石炭の形成メカニズ

ムや熟成度の違いなど,基本的な石炭地質学の

知識を教:え て頂きました。

寺井先生の小学生の子供さん 2人は,実際に

燃やしてみると,張 り切つて石炭を持ち帰って

いました。未来の地質学者のこれからが楽しみ

です。

この石炭層がどの層に属するかについては
,

事前調査の不足のため,説明できませんでした

が,参加された方々からの観察の結果を総合し

て考えますと,地層の傾きやその他から,断層

の西側に露出する相浦層群のいずれかに属する

のではないかということでした。

この観察ルー トの詳細について, もう 1度調

査 し,ま とめてみる必要がありそうです。

(4)こ こからさらに100mほ ど林道を登ると
,

玄武岩の露頭があらわれます。ここでの玄武岩

は50cm程 度の幅で柱状節理の様式をあらわして

います。
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す。断層の西側 (露頭の左側)で は,北西落ち

の傾斜を,断層の東側 (露頭の右佃1)で は,南

東落ちの傾斜を示 し,特 に,断層の東側では
,

断層面に引きず られる形で地層面が上側にカー

ブをしてお り,こ の露頭の素晴らしさを際立た

せています。

この断層の東倶1の 地層では,植物化石片が多

量に含まれる層があ り,佐世保南高の地学部の

生徒 さんたちは,化石を発見 しようと頑張って

いました。

県教育センターの寺井先生からは,九州地方

の地質構造はその多 くが引っ張 り系の正断層で

あるのに対 し,こ の佐々川衝上断層は圧縮形の

逆断層であ り,珍 しく,露頭 として意義深いこ

とを教えて頂 きました。

田日からは,同 じ地層の属する石炭層であっ

ても,断層の東西では石炭の熟成度が違い,乗
り上げている方の西側がより熟成 した石炭であ

ると報告 されているという話をしました。

参加者の方々からは,佐々川衝上断層につい

て,「本当に露頭で見 られるとは思わなかった。

感激 した。有意義であった。」などの感想が出

てお りました。
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=図 4 世知原町歴史民俗資料館 明治45年頃ヮ

松浦炭坑事務所として建てられたもので,洋
風石造物で学術的にめずらしく,昭和50年に

県文化財の指定を受けた。

田日からは,柱状節理が溶岩の冷却・1又縮の

際生 じる割れ日であることを説明 し,長崎県 と

佐賀県の県北一帯に広がる広大な玄武岩地帯の

一部であること,その成因についての学説など

をお話 ししました。

移動 4:玄武岩の観察終了後,駐車場 まで下 り

そこから天然の城山であった,内裏山直谷城址

③ までの登 り道を数分歩 き,史跡の説明を簡単

に行いました後,午後 1時 をまわっていました

ため,ま ずは昼食にし,恒例の自己紹介・近況

報告を行いました。

当日は天候に恵まれた巡検 日和で,参加者 も

多 く,佐々川衝上断層の露頭 も好評であったた

め,不慣れな案内ながら,参加者の方々は,来
て良かったとの感想を口々に述べておられまし

た。

歴史に浸 りながら,短時間で したが,参加者

田 口 康 博 。江 口 吉 昭

の方々の交流を深めることができました。

移動 5:午後 2時過ぎに直谷城を出発し,最後

の目的地である世知原町栗迎免にある世知原歴

史民俗博物館に車を連ねて移動し, 2時 30分ご

ろ到着しました。

案内者の江口先生に段取 りをして頂き,世知

原町の教育委員会とボランティアの計 3名の方

から世知原町の炭坑の歴史についてお話しを聞

くことができました。

炭鉱名は飯野炭鉱株式会社松浦鉱業所で,そ
の春日坑の坑内平面図の説明や機械の説明をし

ていただき,世知原町の炭鉱の歴史をまとめた

ビデオの鑑賞や,産出した石炭や化石の標本の

見学などを行うことができました。

博物館の方々には,休 日で本来閉館のところ

をわざわざ開けて,お世話いただき,感謝をい

たした次第です。

閉会 :博物館の方々に感謝を申し述べ,午後 3

時過ぎに,こ の博物館の出口にて閉会行事を行

いました。

副会長の西村先生からは,こ の会が盛会で

あったことの喜びが述べられ,巡検会を無事終

了することができました。

閉会後 :時間がある方は,博物館裏に炭層と坑

口があるので観察をと申しましたところ全員の

方が移動されました。坑内には入れませんでし

たが,お のおの石炭層の観察をされ,後は流れ

解散となりました。
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長崎県地学会誌 第65号 27-30(2001)

目1曜地質巡1検会記事

第196回

井

口

寺

阪

と き :平成14年 3月 17日 (日 )一快晴一

ところ 三北高来郡小長井町遠竹小学校の周辺

集 合 :」 R諫早駅西口

世話人 :阪 口和則 (長崎総合科学大学付属高校 )

寺井邦久 (長崎県教育センター)

開 会

阪日会員,寺井会員あいさつの後,諫早駅か

ら小長井町遠竹名までの207号 線のルー ト説明

をする。参加者15名 は 8台の車に分乗 し,10三

20に 出発する。遠竹まで約25kmで 30分 の行程で

あるc小長井町に入 り,車の隊列を再編成するc

l.小長井町遠竹名毘沙天岳駐車場 10:50
遠竹周辺は道が狭いので,昆沙天岳駐車場に

止めて,徒歩で巡検 したほうがよい。車は20台

程度駐車できる。

2.阿蘇 4火砕流の露頭

場所 :遠竹に入る」R長崎本線ガー ド下の崖

阿蘇 4火砕流堆積物が幅20m,高 さ8mにわ

たって観察できる。灰白色の基地に数cm～ 20cm

の発泡のよい軽石が散在する。また黒色の類質

岩片 も含む。非溶結でハンマーなどで簡単に採

取できる。角閃石は基地の部分に少量含むが ,

軽石にはほとんど見 られない (写真 2)。

3.ス コリア層と岩脈

場所 三遠竹小学校の裏手の丘陵地

遠竹小学校 を過 ぎてさらに登ると,正面に赤

く焼けた崖が 目に入って くる。駐車場に車を止

(平成14年 3月 17日 )

毘沙天岳の割れ目噴火

地形図 1/25,000「 肥前大浦」

非6 ;久 (長崎県教育センター)

和  貝J(長総大附属高校 )

め,南側から観察を始める。赤い崖は淘汰のよ

い降下スコリア層である。 l cm前後のスコリア

が膠結 よく堆積 している (写真 1)。

降下軽石層

この露頭の最下位には黄白色の中程度に発泡

した降下軽石層が約 1。 5mほ ど露出 している。

軽石は亜角れき,大 きさは 2～ 5 cm程度で 2～

3 mmの角閃石を含む。下部の基地にはほとんど

細粒物を含まずハンマーで簡単に壊すことがで

きる。上部には土壌化 したような細粒物が隙間

図 1.位置図
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寺 井 邦 久 。阪 口 和 則

を埋め,堅 く膠結 している。礫の形状,大 きさ

などから,噴出点はかなり近いと推定される。

多良岳火山には基底部 と山頂部に角閃石安山岩

の分布が知 られているが,こ のような降下軽石

層の分布は極めて珍 しい。今後の研究が待たれ

る。

マグマー水蒸気爆発に伴 う堆積物

その上位には厚 さ20cm程度の暗褐色の膠結の

よい堆積物がある。黒色 2～ 5 mmの玄武岩質の

本質岩片よりなり,マ トリクスを泥状の細粒物

がうめる。粒子間には所々空隙があ り,水蒸気

などが抜けた後のように見える。長岡会員より

マグマー水蒸気爆発に伴って水が関与 した堆積

物である可能性が指摘 された (写真 4)。

降下スコリア層

スコリア層の直下は下位の降下軽石層の風化

土壌 を挟む。スコリア層の最下部は厚さ10cm程

度の細粒物からなるサージ堆積物を挟む。噴火

初期に,マ グマー水蒸気爆発を起こしたと推定

される。この上に重なるスコリア層はこの露頭

では 8m程度の厚 さがあ り,北 に向かって緩 く

傾斜 している。スコリアは 1～ 2 cm程度で淘汰

がよく,よ く酸化されて全面は赤褐色を呈 して

いる。地形的に見ると,毘沙天岳方向から供給

された可能性が考えられる (写真 1)。

玄武岩の岩脈

降下軽石層,降下スコリア層 を幅 2～ 2。 5m
長さ約30mに渡って玄武岩の岩脈が南北に貫い

ている。その南延長は昆沙天岳の尾根線に連な

り,昆沙天岳から伸びる割れ目噴火の一部 と考

えられる。一段高い北側の畑からはスコリア層

を貫 く岩脈の様子を詳 しく観察することができ

る。岩脈が貫入の際にスコリア層を引きず り上

げている様子が観察される。またスコリア層は

接触部から幅30cmに わた り,高温加熱により赤

く焼けている。岩脈の両側には10cm程度の急冷

周縁層が見 られる。以上の関係からこの岩脈は
,

スコリア丘形成後に貫入 し,地表に達 し噴出し

たものと考えられる。この岩脈から,こ の一帯

に分布する玄武岩マグマの活動は割れ目噴火を

したことが推定される (写真 5)。

4.ス コリア層にのる玄武岩の溶岩流

場所 :遠竹小裏の69m高地の北側

ここは土砂置 き場で,広 く丘が削 り取 られて

お り,露頭 も広い。下位にはスコリア層が成層

してお り,その上に玄武岩溶岩がのる。スコリ

ア層 との境界にはほとんど時間間隙は認められ

ず,下位スコリア層 と上位溶岩流は一連の活動

と見 られる。溶岩流の下部はブロック化 した溶

岩況でできてお り,上位にい くにしたがって塊

状の溶岩になる。塊状の溶岩は節理を通 して風

化が進んでお り, タマネギ状構造から分離 した
,

球状の岩塊 として産する。この溶岩流は層序的

に見て, 3で 見た岩脈が地表に噴出したものか

もしれない。溶岩は暗灰色で輝石の斑晶が大 き

く,一見すると安山岩に見える (写真 6)。

5.毘沙天岳と土井崎の低地

場所 三毘沙天岳 161。 4m,駐車場か ら徒歩10

分

駐車場から尾根線に沿って登山道が整備 され

ている。途中の公園には公衆 トイレもある。昆

沙天岳はその名前からもわかるように,信仰の

山で,各所に岩脈から作 られたと考えられる
,

摩崖仏や祠が見られる。山頂までは10分足 らず

で到着する。山頂下の岩場からは土井崎の低地

が,有明海に一部を開いたクレーターとして観

察できる。このクレーターは 3。 の岩脈の南の

延長上にあ り,ク レーター内の土井崎の南西方

l kmの 採石場でもスコリア層が観察される。ま

た 2。 で見たマグマー水蒸気爆発の堆積物の存

在から,こ のクレーター状の地形は爆裂火日と

考えられる。つまり南北に伸びる割れ目噴火が

活動 した際,南端では海水あるいは地下水にマ

グマが接触 してマグマー水蒸気爆発を起こし,

このクレーター状の地形ができたと考えられる

のである。今後この周辺での噴出物の調査で
,

確認 してい く必要がある。

この土井崎の低地は柳新田と呼ばれている。

ここは戦国の終わ りから,江戸時代にかけて干
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寺井邦久・阪口和則 :毘沙天岳の割れ目噴火

写真 1 遠竹小学校の西の畑地③,厚いスコリア層
とそれを買く玄武岩の岩脈

図版Ⅲ

写真2 釜付近の線路脇②り阿蘇4火砕流堆積物ヮ
発泡の良い軽石を多く含む

写真3 遠竹小学校の南,事務所の裏①,ス コリア

層を不整合におおう阿蘇4火砕流堆積物

写真 5 遠竹小学校の西の畑地③,厚いスコリア層

とそれをほぼ南北に買く割れ目噴火に伴う玄武岩

の岩脈ヮ写真 1の上の畑地

写真 4 遠竹小学校の西の畑地③ヮ厚いスコリア層

の下位にある黄白色の降下軽石層,上部の暗褐色

の膠結の良い堆積物はマグマ水蒸気爆発によると

考えられる堆積物である
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拓工事が試みられたが失敗続きだった。当時湾

口に潮止め堤防を築こうと試みたが,潟土が深

く築いても築いても沈下崩壊 したらしい。その

後,諫早氏の努力の甲斐あってようやく干拓工

事は成功し柳新田ができた。当時の様子は「ガ

タが深 く,底なし井戸のようにいくらソダや土

石を打ち込んでも千尋の海底に呑まれるばかり

であった」と伝えられている。このことは,爆

裂火日と関係があるのかもしれない。

6.竹崎街道

4eの溶岩流露頭から昆沙天岳に至る農道は

竹崎街道と呼ばれ,江戸時代に利用されていた

寺 井 邦 久 。阪 口 和 則

街道である。諫早街道は湯江の宿から多良の宿

までが,多良越えと呼ばれる難路のため,老人

や子どもや荷物のある人は,湯江から小長井を

通って大浦の竹崎港から船で糸岐に行 くか,直

ちに佐賀の早津江に上陸する昔の平坦路があっ

た。これを竹崎街道という。この遠竹地区に残

る竹崎街道は道幅が約 2～ 3mで未舗装の部分

も残され,往時の風情を感じることができる。

解 散

15時,駐車場で解散した。

参加者11名 ,会員外 4名 (生徒 2名 )
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