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研 究 報 告

長崎市西部小江原・稲佐山周辺の火山地質

布 袋   厚 (長崎市)

Volcanic Geology of Koebam and lnasayama Area,West of Nagasaki City

Atsushi HoTEI

I.は じめに                 Ⅲ.地質各論

長崎市の西海岸から背後の岩屋山・稲佐山に  1。 長崎変成岩類 Nagasaki Metamorphics

至る地域には典型的な長崎火山岩類が分布して   手熊町と柿泊町には本地域の基盤である長崎

いる。しかし,そ の具体的な層序区分はなされ  変成岩類の結晶片岩が分布する。竜ヶ崎層上部

ておらず,概略の地質図が西村 0長崎北高地学  火砕岩部層に不整合で覆われる。

部 (1969)や鎌田・堀口 (1974)に より発表さ  2。 竜ヶ崎層 Tatsugasaki Fomation(新 称)

れて以来,基本的な変更はない。         模式地 :白 浜海水浴場から竜ヶ崎にかけての

本報告では,長崎市西部地域において,長崎  海岸

火山岩類の層序区分を行ない,他地域との対比   分布 :上浦町・柿泊町から竜ヶ崎・丹崎を経

を試みた。さらに,従来から存在が知られなが  て立目の浦底に至る海岸沿い,お よび,牛の鼻

ら,全体像が明らかでなかった小江原断層 (鎌  ぐり (第 1図 ・第 3図 )

田,1998)に ついて検討した。          層厚 三100m以上

なお,今回は,肉 眼的な岩相による層序区分   本地域では,長崎火山岩類の最下部をなす。

を中心に進め,詳細な岩石記載は別の機会に譲  長崎変成岩類を不整合で覆う。 (単斜輝石)斜
ることにする。                方輝石角閃石安山岩質の火砕流堆積物が主体で

,

土石流堆積物などを挟む。岩相により,以下の

I.地質概要                 部層に区分される。

調査地域は長崎市の西海岸と中心市街地を隔  (1)最 下部火砕岩部層 Lowest Pyroclastic rock

てる300-400m級 の低山地である (第 3図 )。   Member(新称)

その北西部,手熊町付近には長崎変成岩類の結   模式地 :白 浜海水浴場南西端の海食洞門 (鵜

晶片岩が分布し,こ れを覆う角閃石安山岩質火  飼堂穴)の西100m(第 1図 a地点)の 海食台

砕岩類からなる竜ヶ崎層および上浦層が分布す  および海食崖 (写真 1)。

る。これを覆って,複輝石安山岩質の小江小浦   分布 :白 浜海水浴場北端から,竜 ヶ崎の南側 ,

溶岩 と岩屋山西部溶岩が分布する。これらを  400m東に至るまでの海岸沿い。

覆って,複輝石安山岩質の溶岩 0火砕岩類から   層厚 :15m以上

なる立岩層が広い範囲に分布する (第 3図 )。    岩石名 :軽石凝灰角礫岩～軽石火山角礫岩

上浦層はコン岳溶岩相当の角閃石安山岩の岩脈   下限は海中に没 し不明,上限は下部火砕岩類

に貫かれている。               に整合で覆われる。

洵汰の良くない塊状,非溶結または弱溶結の
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第 1表 層序対比表

本  報  告
城 山台

(布袋,1989b)

金比羅山

(布袋,1986)

小島・唐八景

(布袋,1991)

帆場岳。現川

(布袋,1993)

時津。長与

(近藤。梅野,1978

天竺山火山岩類

新期玄武岩類
後

期 唐八景礫岩層

長

崎

火

山

岩

類

中

期

立岩層

小江原溶岩Ⅳ

立岩累層

K層

金比羅山溶岩

浜平火山礫凝灰岩

浜平自破砕溶岩

江平溶岩

溶岩

自破砕溶岩

火砕岩類

小江原溶岩Ⅲ

岳火砕岩部層 」層

小江原溶岩Ⅱ
I層

H層

G層

F層

E層

D層

C層

火砕岩類 輝石安山岩および輝石

安山岩質火山角礫岩

小江原溶岩 I

小江火砕流堆積物
B層

A層

穴弘法溶結凝灰岩

坂本火山角礫岩

ユ削
期 福田層

小江小浦溶岩 浦上溶岩

行仙火山岩類

長崎火山岩類

川平閃緑岩類

岩屋山西部溶岩

早

　

　

期

上浦層
角閃石安山岩および角

閃石安山岩質火山角礫

岩

プロピライト類

竜ヶ崎層

上部火砕岩部層

中部火砕岩部層

下部火砕岩部層

最下部火砕岩部層

時津火山岩類 時津火山岩類

松浦玄武岩類

古第三系 長与層群

長崎変成岩類 長崎変成岩類 西彼杵変成岩類

火砕流堆積物で,模式地の100m東 で二次噴気

孔がみられる。模式地では,黄灰色～黄白色 ,

亜円礫,最大礫径1.5mの本質礫,こ れと同質

の基質からなり,灰黒色,亜角礫,最大礫径20

cmの 類質礫が混じる。

模式地以外で本質礫の最大礫径がしばしば 2

mを超え, ところによっては3mに達する。本

質礫には,流理がみられ,こ れに沿って節理が

発達している。本質礫の一部は黄白色～乳白色 ,

亜円礫～円礫,最大礫径80cmの 軽石に移化する

(長崎火山岩類の軽石は,肉 眼では確認できな

いほど,気泡が小さい)。 赤褐色の類質礫をほ

とんど含まない点で,下部火砕岩部層と区別さ

れる。

逆級化一級化のサイクルが2-3回程度認め

られ,礫径の小さい部分では,乳白色,塊状 ,

層厚10cm程度の軽石質火山礫凝灰岩となり,上

下の軽石凝灰角礫岩に移化する。また,下部火

砕岩部層 との境界では, しばしば灰白色,塊状 ,

最大層厚60cmの 火山礫凝灰岩に移化する。

(2)下部火砕岩部層 Lower Pyroclastic rock Mcm―

ber(新称 )

模式地 :白 浜海水浴場 中央付近の海食洞 門

(潜 り岩)南隣の海食崖 (第 1図 b地点)の下

端から高さ6mま での範囲 (写真 2)。

分布 :白 浜海水浴場北端付近から竜 ヶ崎の南

側,500m東に至るまでの海岸沿い。

層厚 三15m

岩石名 :軽石凝灰角礫岩～軽石火山角礫岩

最下部火砕岩部層を整合で覆い,中部火砕岩

部層に移化するか,整合または弱い不整合で覆

われる。

淘汰の良 くない塊状,非溶結の火砕流堆積物

で,下位から上位に向かって,軽石凝灰角礫岩
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竜ヶ崎
q

から基質支持の軽石火山角礫岩,さ らに礫支持

の火山角礫岩に漸移する。

灰色および赤褐色,亜角礫,最大礫径50cmの

類質礫,黄白色,火山礫サイズの本質軽石礫 ,

および黄灰色の基質からなる。

(3)中 部火砕岩部層 Middle Pyroclastic rock

Mcmber(新称 )

模式地 :竜 ヶ崎の南側,80m東 (第 1図 c地

点)付近の海食崖の露頭下半分 (写真 3)。

分布 :白 浜海水浴場中央付近から竜ヶ崎の南

側,500m東 までの海岸沿い。

層厚 :10m

岩石名 三凝灰岩～軽石凝灰角礫岩～軽石火山

長崎市西部小江原 。稲佐山周辺の火山地質

角礫岩,火山角礫岩

下部火砕岩部層から移化,あ るいは整合また

は弱い不整合でこれを覆い,上部火砕岩部層に

整合で覆われる。岩相に特徴があ り,有効な鍵

層 となる。

部分的にやや淘汰が良 く,大部分は淘汰が良

くない,成層 した土石流堆積物 (一部は河床堆

積物)で , しばしば明瞭な斜交葉理がみられ
,

削 り込みや逆級化一級化を伴 う。

灰色および赤褐色,最大礫径80cmの 亜角礫～

円礫 と灰色の基質からなり,単層によっては軽

石 (最大礫径10cm)を 多 く含む。礫種は下部火

砕岩部層のそれと同じである。

‖

/
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1-4.竜 ヶ崎層 (1.最 下部火砕岩部層  2。 下部火砕岩部層 3。 中部火砕岩部層 4。 上

部火砕岩部層)5。 海食崖  6。 道路 7.岩 石の変形 (伸 びの方向)8。 断層面の走向・傾

斜 と条線の方向 0プランジ 9。 横ずれのセンス 10。 断層露頭 (r.逆断層 n.正 断層 )

11.逆断層 12.正 断層

第 1図 竜ケ崎付近の詳細図
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(4)上部火砕岩部層 Upper Pyroclastic rock Mem―

ber(新称 )

模式地 :中 部火砕岩部層の模式地 (第 1図 c

地点)と 同一露頭 (写真 3)の上半分。

分布 :上浦町・柿泊町の内陸から竜ヶ崎・丹

崎の海岸,立 目の浦底,お よび牛の鼻 ぐり付近。

層厚 :60m

岩石名 :軽石凝灰角礫岩

下限は,柿泊町北部・上浦町では長崎変成岩

類を不整合で覆い,白浜海水浴場以南では中部

火砕岩部層を整合で覆う。上限は上浦層に不整

合 (一部は整合)で覆われる。

淘汰の良くない塊状,非溶結～弱溶結の火砕

流堆積物で,弱 く成層している。柿泊町の一部

(第 3図 A地点)で は強溶結している。

白色,乳白色～黄白色,亜円礫～円礫 (丹崎

から立目の浦底にかけては角礫～亜角礫),最

大礫径30cm(立 目の浦底では40cm)の軽石と灰

色または黄灰色の基質からなり,灰色および赤

褐色,最大礫径50cm(と きに直径 2-3m),
角礫～亜角礫の類質礫を含む。最下部付近でし

ばしば,軽石の濃集層 (層厚 2m前後)がみら

れる。

丹崎の150m北 から250m北 にかけての一帯

(第 1図 e地点付近)で は,最上部不整合面か

ら0.5-lmの 隔たりを置いて,地層が3-5
m以上の厚さにわたり,酸化されて桃色を帯び

ており,その下位に炭化木を含む。丹崎から立

目の浦底にかけての一帯をはじめ,模式地付近

や白浜海水浴場東の上限付近など各地で,二次

噴気子Lがみられる。

以上 4つ の部層の境界面は c地点から東側

100mに わたって典型的に見られる。また,上

位の上浦層との境界面模式地は, c地点の80m

南東 (第 1図 d地点)の 断崖である (写真 4)。

3.上浦層 Kamiura Fonnation(新称)

模式地 :上浦町の県道,上浦橋付近から東北

東～東側,約500mの 範囲にある農道沿い,お
よびその南東,標高200mに いたる斜面。

分布 :上浦町・柿泊町の内陸から竜ヶ崎・立

目の海岸沿い,お よび,小江小浦から牛の鼻ぐ

り。

厚

層厚 :100m

下限は竜ヶ崎層を不整合 (一部は整合)で覆

い,上限は上浦町北部で岩屋山西部溶岩に覆わ

れ,上浦町南部では立岩層岳火砕岩部層に不整

合で覆われ,宇都付近では立岩層小江火砕流堆

積物に不整合で,白浜海水浴場の南東では小江

小浦溶岩に覆われ,ま たは貫入を受け,立 目で

区分不詳の複輝石安山岩質火砕岩類に弱い不整

合で覆われる。上浦町東部では岩屋山西部溶岩

を挟む。

(単斜輝石)斜方輝石角閃石安山岩質の成層

した火砕岩類で,土石流堆積物を主体とし,数
層準の火砕流堆積物と,そ の二次堆積物を挟む。

岩相はきわめて変化に富み,塊状無層理の凝灰

岩,ラ ミナの発達した凝灰岩,凝灰角礫岩,基

質支持の火山角礫岩,礫支持の火山角礫岩など
,

さまざまで,削 り込みや斜交葉理,覆瓦構造を

伴っていることがある。

礫は灰色または赤褐色,最大礫径20cm-lm,
亜角礫または亜円礫の場合が多い。基質は灰褐

色・灰色・黄灰色・黄褐色など変化に富み,砂

質が多い。火砕流堆積物は非溶結まれに弱溶結

で,火 山礫サイズ (ま れに直径20cm),白色・

乳白色・黄白色の軽石,灰色 (と きに桃灰色～

赤灰色)の基質からなる。

4.福田層 Fukuda Formation(新称 )

複輝石安山岩質の溶岩で,以下の部層に区分

される。

(1)岩屋山西部溶岩 Iwayasan west Lava(新 称 )

模式地 :岩屋山山頂から舞岳に延びる尾根の

南斜面,標高200-250m付 近で,等高線に沿っ

て連続する急崖。

分布 :上浦町の北部,東部。

層厚 :100m

岩石名 :複輝石角閃石安山岩

上浦町北部では上浦層を覆い,立岩層岳火砕

岩部層に覆われ,東端は手熊川沿いの断層のた

め途切れる。上浦町東部では上浦層に挟まれ
,

北端は同断層のため途切れる。

上浦町北部の溶岩は,下部は灰色,塊状 (mas_

siveの 意味,以下同じ)で ,い ろいろな方向に

緩 く傾斜する流理を伴い,上部は灰黒色で,不
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規則な節理を伴 う。最下部約20mは灰褐色～赤

褐色の塊状～凝灰角礫岩状で,手熊川沿いの断

層付近では,最大礫径 lmの礫支持円礫岩状 と

なっている。

上浦町東部の溶岩は層厚20mで ,灰赤色～灰

褐色,塊状,ま たは不規則な節理を伴い,広範

囲で凝灰角礫岩状,ま たは円礫岩状 となってい

る。

大型 (最大 7 mm)の 斜長石斑晶を含み,肉 眼

的に他の溶岩 と区別できる。

(2)/1ヽツエ/1ヽ浦1容岩  Kockoura Lava(新称 )

模式地 :小江小浦から小江川河口に至る国道

202号線沿い,標高90m以下の斜面。

分布 :柿泊町南の稜線,立 目,小江小浦,小

江川河日付近,福田本町,小浦町,梁川町。

層厚 :140m以上

岩石名 :角 閃石複輝石安山岩

上浦層を覆い,ま たはこれに貫入 し,立岩層

小江火砕流堆積物に不整合で覆われる。

不規則な節理が発達 した,灰色,黄灰色,ま

たは褐色の溶岩で,広い範囲で凝灰角礫岩状 ,

火山角礫岩状,塊状の自破砕溶岩 となり,その

一部は赤褐色～赤紫色に変化 している。全体が

変質 している3

5.立岩層 (再定義 )

複輝石安山岩質の溶岩および火砕岩からなる。

本層は長崎火山岩類西部地域で最上部の地層で
,

布袋 (1989b)の立岩累層に相当する。以下の

部層に再区分 し,下限を定義する。

(1)小江火砕流堆積物 Koc Pyroclastic■ow de中

posit(新称 )

模式地 :小江川河口から1。 5km上 流の西側 ,

標高80m以下の道路沿い,山麓斜面。

分布 :柿泊町・小江小浦 0小江・福田本町・

小浦町・金堀 町・立岩町・竹 の久保 町・春木

町・梁川町。

層厚 :80m

岩石名 :角 閃石複輝石安山岩質軽石凝灰角礫

岩

立岩層最下部の地層で,布袋 (1989b)の立

岩累層A層 ・B層 に相当する。小江小浦溶岩を

不整合に覆い,ガ 江ヽ原溶岩 Iに よって覆われる。

宇都付近では上浦層を高さ50mに達するアバ ッ

ト不整合で覆い,岳火砕岩部層に弱い不整合で

覆われる。特徴的な岩相や広い分布により,有

効な鍵層となる。

塊状,弱溶結～非溶結の火砕流堆積物で,自

色～乳白色～黄白色,最大礫径 5 cm(柿泊町・

小江小浦・小江のそれぞれ一部では10cm)の軽

石,灰色～灰褐色の基質からなり,灰黒色,黄

褐色,ま れに赤褐色,最大礫径20cm,角礫～亜

角礫の類質礫 を含む。最下部には小江小浦溶岩

に由来する黄褐色の岩片からなる層厚10mの基

底礫層がある。

(2)小江原溶岩 I Koebaru Lava I(新 称 )

模式地 :小江町小江の南東の斜面,標高130

-220m。

分布 :柿泊町・小江小浦・小江・福田本町 0

/1ヽ 浦 町

層厚 :100m

岩石名 :角 閃石カンラン石複輝石安山岩

本地域最大規模の溶岩で,広がりは直径 3 km

に達する。小江火砕流堆積物を覆い,ガ 江ヽ原溶

岩Ⅱまたは岳火砕岩部層に覆われる。砕石の原

料として採掘されている。

灰黒色級密な岩石で,全体的に板状節理が発

達する。最下部と最上部では赤紫色,凝灰角礫

岩状～塊状の自破砕溶岩となる。

本溶岩の模式地は小江町であるが,小江火砕

流堆積物と同一地名の使用を避ける目的で,小
江町から小江原町にかけての一帯に分布する溶

岩に小江原の名称を用いることにする。

(3)小江原溶岩Ⅱ Koebttl Lava Ⅱ (新称 )

模式地 :小江原橋の50m南から南西に伸びる

林道,入 り日から約500mま での区間 (標高130

-160m)。

分布 :柿泊町・小江原町・小江町。

層厚 :70m

岩石名 :カ ンラン石角閃石複輝石安山岩

小江川東側の採石場の露頭最上部に見える溶

岩である。薄い火砕岩を挟んで小江原溶岩 Iを

覆い,岳火砕岩部層に覆われる。

灰色～灰白色,塊状の溶岩で,流理が発達し

ていることが多 く,場所によっては方状節理が
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発達 している。最下部 と最上部では火山角礫岩

状～凝灰角礫岩状の自破砕溶岩で, しばしば赤

褐色～赤紫色 となっている。

城山台南方の稜線および稲佐山山頂の溶岩 も

岩相が類似 してお り,小江原溶岩 Ⅱに相当する。

(4)岳火砕岩部層 Takc Pyroclastic rock Member

(新称 )

模式地 :福 田本町岳集落の500m北 西,標高

230-280mの 北西向き斜面。

分布 :上浦町・柿泊町・小江町・福田本町・

城山台 0油木町など。

層厚 :70m

布袋 (1989b)の立岩累層 J層 に相当する。

下限は,小江原橋 の約1500m南南西,標高170

m付近で小江原溶岩 Ⅱを覆うほか,上浦町で岩

屋山西部溶岩または上浦層を不整合に覆い,宇

都付近で小江火砕流堆積物を不整合に覆い,総
合運動公園付近および模式地周辺で小江原溶岩

Iを 整合に覆う。上限は小江原溶岩Ⅲまたは
,

これに相当する溶岩に覆われる。

角閃石複輝石安山岩質の成層 した火砕岩類で
,

さまざまな岩相を示す。なかでも,黄白色～黄

灰色,最大礫径10cmの軽石 と灰褐色の基質を主

体 とする塊状,弱溶結～非溶結の火砕流堆積物

(最大層厚10m)が特徴で,鍵層 として利用で

きる。また,礫支持の円礫岩層 (最大礫径25cm),

変質 した緑灰色～青灰色の礫や基質を含む凝灰

角礫岩～火山角礫岩層なども特徴的である。そ

のほか,灰色・赤褐色の角礫～亜円礫 (最大礫

径 2m)と 灰色～灰褐色の基質からなる凝灰角

礫岩～火山角礫岩層 (基質支持および礫支持 )

もみられ, しばしばラミナが発達 している。大

浜町・小江原町の一部で複輝石安山岩の溶岩を

挟む。

(5)小江原溶岩Ⅲ・Ⅳ Koebam LavaⅢ ・Ⅳ (新

称 )

これらは岩相が類似 し,フ ローユニットごと

の層序対比が困難であるので,一括 して記載す

る。

模式地 :小江町・福田本町間のメサ地形平坦

面周囲の急崖 (小江原溶岩Ⅲ),小江町・城山

台間の稜線 (小江原溶岩Ⅳ)。

厚

分布 :岩屋山山頂 とその南斜面,柿泊町・小

江町・城山台・福田本町など。

層厚 :模式地では各フローユニット40m

岩石名 :(角 閃石)カ ンラン石複輝石安山岩

本地域最上部の地層で,岳火砕岩部層を覆うc

灰色の溶岩で,流理に平行な板状節理または

不規則な節理が発達 している。フローユニット

の基底部では赤褐色～赤紫色,塊状～凝灰角礫

岩状～火山角礫岩状の自破砕溶岩 となっている。

6.コ ン岳溶岩 (仮称)相当岩脈

上浦町の西部では角閃石安山岩質の岩脈が竜

ケ崎層上部火砕岩部層 と上浦層に貫入 している。

その岩石は調査地域外,滑石峠の700m南 西の

344m峰 (コ ン岳)の溶岩に類似する。

7.区分不詳の溶岩・火砕岩

稲佐山周辺から城山町を経て油木町に至る地

域は,決め手 となる鍵層に乏 しいので,現時点

では詳細な層序区分が行なえない。

Ⅳ.古流向

上浦層にみられる覆瓦構造から推定 した流向

は全体 として南西向きである (第 2図 )。

V.地質構造

1。 地層の走向・傾斜 (第 2図 )

本地域では,お おむね北～北西 に 5-15° の

緩い角度で傾斜する。

2。 小江断層帯 Koe Fault Zonc(新 称 )

岩屋山山頂付近 と手熊川を結ぶ線以南では
,

幅 2 kmに わたり,落差数十mの正断層 (南落ち

優勢)が数本平行に存在 し,断層帯を形成 し(第

3図 ),派生する無数の小断層 (一 部は逆断層 )

を含め,し ばしば顕著な横ずれを伴っている (第

1図 ・第 2図 )。 これ らによって生 じた地溝・

地塁が地形に現れている (第 3図の地質断面図)。

西村など (1969)力 滞己載 し,鎌田 (1998)が 命

名 した小江原断層は数本の断層に分けられる。

牛の鼻 ぐりの一部では岩石が変形 し,NW― SE

方向に伸びている。

-6-



長崎市西部小江原 。稲佐山周辺の火山地質

嚢4々
舞岳

影

岩屋山

ュ_5
_10
_15
_20
彙 25 ずれ5

40

/
λ f彙

養 リ

』
儀

竜ヶ崎

小江小浦

Ⅵ.活動史

1.長崎火山岩類の層序区分 (第 1表 )

長崎火山岩類については,橘 (1957)が ,長

崎火山の初期の噴出物が角閃石安山岩類の火砕

岩であ り,こ れが上部で複輝石安山岩類に移化

することを記載 し, さらに橘 (1962)は ,長崎

火山岩類の簡単な層序表をまとめ,下部の火山

角礫岩類 と上部の安山岩質溶岩類に区分 してい

る。

田島 (1975)は 時津・長与一帯の火山地質を

記載 して,長崎火山岩類を再定義 し,近藤・梅

野 (1978)は 同地域で範囲を広げて調査 を行なっ

ている。

筆者は長崎火山岩類を細分化 し,火山活動史

６
眈

々

お

２

３

４

1.走 向・傾斜 (数字は傾斜) 2.流 向 3。 地層の境界 4。 断層 5。 断層面の走向・傾

斜と条線の方向・プランジ 6.地 層名 (ts.竜 ヶ崎層 k。 上浦層 tk.岳火砕岩部層 )

第 2図 竜ケ崎層・上浦層・岳層の走向・傾斜 と流向

を明らかにするために,金比羅山 (布 袋,1986;

布袋,1989a),城 山台 (布袋,1989b),小 島・

唐八景 (布 袋,1991),帆 場岳・現川 (布 袋 ,

1993)を 中心に調査 を行なってきた。

これらと本調査による層序を対比すると,長

崎火山岩類は,以下のとお り, 4つ の時期に区

分される。

(1)早期 =角 閃石安山岩類(2)前期 =変質の強い輝

石安山岩類(3)中 期 =比較的新鮮な輝石安山岩類

で深層風化層よりも下位の部分(4)深層風化層お

よびその上位の部分

2.角閃石安山岩類の供給源

上浦層などが示す流向を遡ると,そ の延長線

上に滑石・道ノ尾付近の角閃石安山岩 (近藤・

総含運動公園
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梅野,1978)が存在する。この溶岩は斜方輝石・  ―――― (1989b):長崎市西部城山台の火山

単斜輝石を含むなど,上浦層を構成する礫 と共   地質 長崎県地学会誌50号 ,26-36。

通する特徴があるので,上浦層などの火砕岩 も, 一――― (1991):長崎市南部唐八景付近に分

この一帯から供給 された可能性が示唆される。   布する火山円礫岩層 地学研究40巻 2号 ,85
3.応力場                   -94.
小江断層帯の断層は NE― SW方向で,強 い  一――― (1993):長崎市東部帆場岳・現川周

横ずれ を伴 う正断層が主体であ り,NW一SE  辺の火山地質 長崎県地学会誌56号 , 1-11。

方向に伸 びた岩石が見 られるので,NE一 SW  鎌田泰彦 (1998):長崎市内の小江原断層と小

方向の圧縮があったと考えられる。        ヶ倉断層 (命名) 長崎県地学会誌62号 ,41
-42.

Ⅶ.ま とめ                  ―――― ・堀口承明 (1974):表層地質図「長

1.長崎市西部地域の長崎火山岩類は竜ヶ崎   崎」 土地分類基本調査図 (長崎県).

層・上浦層・福田層・立岩層に層序区分される。 近藤 寛・梅野壮助 (1978):長崎県大村湾南

2.長崎火山岩類の活動は4つの時期に区分さ   岸,長与・時津地域の地質 長崎大学教育学

れる。                     部自然科学研究報告29号 ,91-104。

3。 地層は北～北西に緩 く傾斜 している。    西村I軍希 0長崎北高地学部 (1969):長崎西北

4.角閃石安山岩質火砕岩の供給源は滑石・道   部の地質図 長崎県地学会誌13号 , 9-12.
ノ尾付近であった可能性が示唆される。     橘 行一 (1957):長崎市北東部喜々津町で見

5.NE一 SW方向の圧縮による,南落ち優勢   出された茂木植物群を含む湖成層と長崎火山

の小江断層帯が存在する。            (長 崎火山周縁の化石湖の研究 1) 長崎大

学学芸学部自然科学研究報告 6号 ,29-35。
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布袋 厚 :長崎市西部小江原・稲佐山周辺の火山地質 図版  I

写真 2 下部火砕岩部層の模式地露頭

画面の下半分が下部火砕岩部層,ス ケールの

見えている部分の長さは1.5m。

写真 1 最下部火砕岩部層の模式地露頭
スケール長は 2m。
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布袋 厚 :長崎市西部小江原・稲佐山周辺の火山地質

写真 3 中部火砕岩部層・上部火砕岩部層の模式地露頭

矢印の範囲が中部火砕岩部層,その上位が上部火砕岩部

層。中部火砕岩部層の下端から崖の上端までの高さは20m。

崖の上半分の暗色の部分が上浦層。不整合面は右側で低

くなっている。崖の高さは45m。

図版  Ⅱ

量は

写真 4 竜ヶ崎層と上浦層の不整合
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