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2日 五島列島福江島の鬼岳火山群の噴火史

○長  岡 信  治 (長崎大学教育学部)

古 山 勝 彦 (大阪市立大学理学音5)

長崎県五島列島南部の福江島の鬼岳は複数の溶岩台地,盾状火山,ス コリア丘などからなる比較

的大きな火山であり,後述するように複数の単成火山からなることから鬼岳火山群と呼ぶことにす

る。しかしながら,地形的に新鮮な鬼岳スコリア丘をはじめ火山群の各単成火山体の噴火史はよく

わかっていない。そこで,本研究では,ま ず,詳細な地質調査とボーリングコア観察により個々の

単成火山体の噴出物の層序と分布を明らかにし,鬼岳火山群全体の形成過程を考察した。さらにИC
および K―Ar年代測定,広域テフラの対比に基づいてその形成時代を推定し,単成火山の噴火間隔

を求めた。

鬼岳単成火山群の噴出物はすべて玄武岩質であるが,土壌や浸食で示されるような時間間隙によ

り,鬼岳単成火山群は,お およそ古いものより大円寺火山,木場火山,増田火山,長手火山,下崎

山火山,火ノ岳火山,上大津火山,城岳火山,崎山鼻火山,箕岳 0日岳火山,鬼岳火山の11の単成

火山に分けられる。

大円寺火山は,ボーリングによって地下-80mで確認される厚さlmの大円寺溶岩流のみからな

るが,その全貌は不明である。基盤の五島層群を直接覆い三尾野層と呼ばれる海成層 (長岡ほか,

1996)に覆われる。

木場火山は,地上に露出する最も古い山体のひとつで,福江市街の載る木場溶岩の台地からなる。

増田火山は, 2つ のスコリア丘と溶岩台地からなり,蓮寺降下スコリア (丘)→増田溶岩→高田

降下スコリア (丘)を 噴出している。

長手火山は盾状火山と山頂部の 2つ の小型スコリア丘からなり,長手溶岩→江湖川降下スコリア

(丘)を 噴出している。

下崎山火山は,火ノ岳火山の東麓に露出し,少なくとも2ユニットの白浜・下崎山溶岩流からな

る。

火ノ岳火山は盾状火山とその上の大型の火ノ岳のスコリア丘からなる。噴出物は塩津溶岩→上崎

山溶岩→火ノ岳降下スコリア (丘)→五島ゴルフ場溶岩である。
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上大津火山は,ス コリア丘 と溶岩流からなる火山で,上大津溶岩,コ ンカナ降下スコリア (丘 )

を噴出した。

城岳火山も,降下スコリアと溶岩流からなる火山で,城岳降下スコリア (丘)0五社神社溶岩 を

噴出した。

崎山鼻火山は,箕岳南方の海食崖に露出し,箕岳噴出物に不整合に覆われている崎山鼻降下スコ

リアの火砕丘である。その火回は現在の海域にあ り,山体の南半分は海食により失われ,feeder dike

も露出している。

箕岳・臼岳火山は,地形的には溶岩台地とその上の箕岳・臼岳の 2つのスコリア丘からなるが,

自岳スコリア丘下には別の初期の大平瀬スコリア丘が埋没している。箕岳火山は,大平瀬降下スコ

リア (丘 )・ アグルチネー ト・溶岩→貝ノ瀬溶岩→箕岳溶岩 1→箕岳溶岩 2→箕岳降下スコリア

(丘)→臼岳溶岩→臼岳降下スコリア (丘)と推移した。

鬼岳火山では,初期に大量の clastogenic lavaが 南側に流下した。同時にスコリア丘 (大窄スコリ

ア丘)が形成されていたと思われるが,その一部は崩壊 し,最終的には北側に鬼岳スコリア丘が成

長した。これと同時または引き続いて鬼岳から多数のユニットの溶岩流を流出し周辺に溶岩台地を

形成した。噴出物の順序は,鐙瀬溶結火砕岩および溶岩・大窄降下スコリア (ス コリア丘崩壊物を

含む)→鬼岳降下スコリア (鬼岳スコリア丘)・ 椿園溶岩→大浜溶岩 102・ 30住吉神社溶岩→

坂ノ上溶岩 102である。坂ノ上溶岩 102は鬼岳スコリア丘の北側火口壁を破壊 して流下してい

る。
MCお よび K―々 年代測定,広域火山灰の ATと K―Ahの発見により,各火山のおおよその年代は

,

大円寺火山および木場火山51～ 26万年前 (K―Ar),長手火山 (長手溶岩)42～ 37万 年前 (K一Ar),

増田火山 (増 田溶岩)36～ 23万年前 (K‥Ar),下崎山火山 (下崎山溶岩)11～ 4万年前,火 ノ岳火

山 (塩津溶岩)<8万 年前 (K―Ar),五社神社火山 (五社神社溶岩)<12万年前,崎山鼻火山<11

万年前,箕岳火山 (大平瀬降下スコリア)>2.5万 年前 (AT),鬼 岳火山 (鬼岳降下スコリア)1。 8

万年前 (MC,K―Ah)と推定された。これらの年代から,鬼岳単成火山群は約50万年前に活動を始

め,お よそ 5万年に 1回の割合で溶岩流と降下スコリア主体の噴火を起こしてきており,最新の噴

火は約1。 8万年前の鬼岳火山の活動である。

3日 日曜地質巡検会の復習 小長井町遠竹周辺の地質,三和町岳路周辺の地質

寺 井 邦 久 (長崎県教育センター)

小長井町遠岳小学校周辺の巡検でわかつたこと。

巡検後再度調査を行い,新たな事実がわかった。本地域には最下位から古期玄武岩があり,その

上に昆沙天岳を中心とする新期の玄武岩の活動がのる。これに伴うスコリア層は土井崎の低地の南

阿蘇 4火砕流堆積物 軽石を含む

輝石安山岩溶岩 多良岳新期安山岩類 (小形1989)

玄武岩溶岩 (岩脈 ) 幅 2～ 2。 5m,長さ30mの岩脈を伴う。

降下スコリア層 黄赤色に風化 したスコリア層

スコリアを含む堆積物 噴火初期のマグマー水蒸気爆発による堆積物

古土壌 堅く膠結した,細粒の土壌

角閃石安山岩の降下軽石層 多良岳の噴出物で,角 閃石を含む溶岩の火山活動

玄武岩 溶岩,ス コリア層 多良岳古期玄武岩類 (小形1989)
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側にも分布している。その上位には多良岳の輝石安山岩の溶岩がのる。別表にその層序の概略を示

す。

昆沙天岳の麓には北,南西,南東の 3方向に幅 2～ 3mの玄武岩岩脈が発達しており,昆沙天岳

の尾根もその方向に伸びている。これは火山活動の時のマグマ上昇に伴う応力場によるものと考え

られる。また昆沙天岳の南にある土井崎の低地を取 り囲むようにスコリア層が分布している。また

この活動の初期にマグマー水蒸気爆発による堆積物も確認されていることから,こ の低地はマグマ

ー水蒸気爆発による爆裂火口と考えられる。

長崎半島岳路付近の地質からわかつたこと

長崎半島の西側には古第三系の地質が分布している。それらは一部断層,一部不整合により,長

崎変成岩類と接 しているとされている。

岳路海岸において古第三系が,ス ラス トにより長崎半島に向かってせ り上がる露頭が観察された。

また下位の変はんれい岩もスラス トにより著しく破砕され,長崎半島側にせ り上がっている。深堀

海岸では,古第三系が長崎変成岩類と接する部分で著しい櫂曲構造を呈している。また小ヶ倉の横

臥櫂曲も古第三系が長崎変成岩類と接する部分で形成されたものと考えられる。

このように見てくると,長崎半島の西岸で長崎変成岩類にのる古第三系は,ス ラス トにより乗 り

上げている地質体と見ることができる。その分布状況から北西からの応力によると考えられる。

4.北高森山町の地質

阪 日 本田 貝J(長崎高等予備校)

1.北高森山町の地質図を作成したので,それ

について説明をする。火山層序は右図のとおり

である。

2。 唐比低地および井牟田盆地の成因について

井牟田盆地と日下の浅い谷との地形的な連続 ,

蓮華石岳角閃石複輝石安山岩の横山における東

西方向の連続分布,諫早市柳原南700m付 近の

株式会社F.Ge Sの敷地内で観察されたN70

W方向の左横ずれ断層,空中写真で観察される

ほぼ同じ方向のリエアメント群をもとにして

300m～ 750mの左横ずれ断層による唐比低地と

古二反田川の締切 りによる井牟田盆地の同時形

成について述べる。

地質年代 地 質 区 分

第
　
四
　
紀

完新世

1万年

更新世

180万年

鮮新世

沖積層

(有明粘土層・唐比低地・井牟田盆地)

古期雲仙火山麓扇状地堆積物

(20～ 25万年)

金比羅岳複輝石角閃石安山岩

(城 山複輝石角閃石安山岩)

蓮華石岳角閃石複輝石安山岩

五穀岳角閃石含有複輝石安山岩

[岩戸岩凝灰角礫岩に移化]

獅子喰岳複輝石安山岩

蜜頭複輝石角閃石安山岩

有喜かんらん石普通輝石安山岩

新
　
第
　
一二
　

紀

520万年
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5.建築物用の石材について

山 口 修 弘 (大村市)

最近の建築物には多くの岩石が使用されているが,ほ とんどが輸入品である。30カ 国を越える国

から2002年 度は,花こう岩類では約80m立方相当の量が輸入されている。花こう岩類については中

国やインドが主で他は南アフリカ,北欧,ポルトガルなど多くの地域に及んでいる。大理石等はイ

タリア等が多い。税関や石材会社の扱いでは,「花こう岩」は花こう岩,閃緑岩,斑 レイ岩,閃長

岩,片麻岩等の総称である。「大理石」は石灰岩,大理石,蛇紋岩を含んでいる。商品名は産地名

や,岩石の印象からつけられているが石材会社によって少し異なっている。

天然石の外に,大理石の破片を固めて研磨した物 (テ ラゾー)やセラミック系の物が多く,塩化

ビニールに印刷した実物そっくりの物が見受けられる。

石材の岩石学的解説は「建築学および都市美から見た石材」 鷹村権 (松尾書店)に詳しい。こ

れには広島市,福山市の中心部の建築物に使用されている石材について記載されている。

長崎市の一部の地域について,使用例を紹介する。

●桜町電停周辺

・全教研長崎    両輝石斑レイ岩「ラステンバーグ」 (南アフリカ共・ラステンバーグ)

長石と輝石のかすり模様 使用例多い 絶対年代20億年

・興士会館     閃長岩「ベルデフォンテン」 (南 アフリカ共)暗緑色 楕円形の長石が特

徴 時代は不明

●浜の町アーケード・春雨通り周辺

・りそな銀行    砂岩「レッド・サンドストーン」 (イ ンド・ラジャスタン)ジ ュラ紀

白色系の砂岩があるが同質である。

・YUKOKU RAKY 壁 :片麻岩「インディアン・ジュパラナ」 (イ ンド)絶対年代は不明

いぬ走り:花 こう岩「バルモラル・レッド」 (フ インランド・タイバサロ)

絶対年代は15億年～19億年

・野村証券     閃長岩「マホガニー」 (ア メリカ・南ダコタ州)絶対年代は17億年
・JTB      閃長岩「カレドニア」 (カ ナダ・ケベック州)始生代
・楽屋       閃長岩「モンシーク」 (ポルトガル 0モ ンシーク)

針状の長石と灰色塊状の霞石からなる。白亜紀末
・絃洋会      花こう岩「バルチック・ブラウン」 (フ ィンランド・ユレーマ)

「ラパキビ花こう岩」といい,マグマ起源の花こう岩とされてい

る。

ラパ :腐 った キビ :岩石 楕円形の長石が特徴 絶対年代は十

数億年

・浜屋正面入り口  石灰岩「リヨーズ・ローレンコ」 (ポルトガル・ヘロピンヘイロ)白亜紀

分厚い殻の貝化石を含む

・マクドナルド   花こう岩「テキサス・ピンク」 (ア メリカ・テキサス州)絶対年代は20億

年

・浜屋横入り口   片麻岩「インディアン・ジュパラナ」 (イ ンド)

ク 「リラジェライス」(ブ ラジル)絶 対年代は不明
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6.波佐見陶石と金鉱床を作つた火山活動は流紋岩かり安山岩か ?

武  内 浩  一 (長崎県科学技術振興課)

佐賀県西部から長崎県にかけての北西九州には,泉山陶石・三股陶石などの陶石鉱床と,金を約

1ト ン生産した波佐見金鉱床が存在する。この地域には漸新世後期の杵島層群の砂岩・泥岩が広 く

分布し,こ れを覆ってあるいは貫入して流紋岩質の有田流紋岩類,安山岩質の虚空蔵山火山岩類が

分布する。流紋岩の一部が変質をうけて陶石鉱床になっており,杵島層群と有田流紋岩を切って
,

含金銀石英脈が存在する。有田流紋岩類の活動年代は2.9～ 2。 3Ma,虚空蔵山火山岩類は2。 5～ 2。 1

Maであり,流紋岩の活動にやや遅れて安山岩マグマも活動していたことを示 している。

陶石鉱床と金鉱床は成因的に関係のあることが指摘されてきたが,ま だ十分に研究されていない。

前田ほか (1996)や武内ほか (2002)は年代測定や流体包有物の研究結果から,本地域の陶石鉱床

の成因を貫入流紋岩の自己変質作用に求める従来の見解は再考が必要で,三股陶石鉱床については

地熱活動に関係 した熱水変質作用であることを報告した。波佐見金鉱床の流体包有物の測定結果も,

均質化温度は230～ 320℃ ,NaCl相当塩濃度は1.2～ 1。 7wt%で あり,いずれも三股鉱床に似た値で

ある。鉱石中の氷長石の K―々 年代は1.75Maが報告されており,三股鉱床 (1。 50Ma)に先だつ鉱

化作用である。

これらの結果から,金鉱床と陶石鉱床は一連の熱水活動で形成されたと考えることができる。地

熱系が発達する過程で,断層や貫入岩体が鉱床形成の場となり,金銀鉱脈の形成,流紋岩の熱水変

質による陶石化が行われたと考えられる。地熱系の熱源であるマグマ活動は,有田流紋岩類の活動

には関係なく,位置的にも年代的にも虚空蔵山火山岩類の安山岩質マグマに関係が深いと考えられ

る。

7 2001年 しし座流星群の観測

松 本 直 弥 (l■lプラネット・エム)

2001年 11月 19日 早朝,日 本で「しし座流星群」の大規模な出現が観測された。雲仙で行った筆者

の観測では,出現のピークは19日 03時過ぎで,時間平均出現数 (HR)=2000,天頂修正出現数 (Z

HR)=5000に 達する歴史的な大出現であった。

近年注目されていたアッシャー博士 (英 アーマー天文台)に よる新しい流星理論 (ダス ト・ トレー

ル理論)に よる出現予測がピタリと適中した。

今回の観測では,特に高感度ビデオカメラによる撮像観測を行い,予想以上の成果を得ることが

できた。約 8万円という安価な機材だが, 5等星まで撮像でき, 0:06～ 5:16の約 5時間に1366

個 (視野内で発光したもの1222個 )の流星を記録することができた。中でも,19日 03:13～ 03:14

の 1分間には22個が流れており,当夜のピークであった。ビデオの視野は全天の約 1/9な ので
,

この 1分間には全天で200個近 くが,一晩では10,000個 以上の流星が出現したと推定できる。

ビデオ観測は見落としが無 く, 1/60秒の露出で連続的に画像が得られるため,その瞬問・瞬間

の正確な流星像を得ることができる。これは眼視や写真では得られない大きな特徴である。安価で

高感度なビデオカメラの登場により,こ れからは流星の観測も客観性に優れたビデオ観測がスタン

ダードになっていくと考えられる。
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8.2001～ 02年の 3回の日食

松 本 直 弥 (l■lプラネット・エム)

この 2年間に,筆者は世界の各地で皆既日食を2回 ,金環日食を 1回 ,合計 3回の観測を行った。

2003年の総会では,その状況を主にビデオの映像で報告した。

l.ジ ンバブエ皆既日食 (2001年 6月 21日 )

九州の愛好家25人 とともに,ジ ンバブエ北東端のコトワにある軍飛行場で皆既日食を観測した。

当日は絶好の天候に恵まれ,第 1接触から第 4接触までの様子を,全 く雲に遮られることなく観測

することができた。2000年 の太陽活動極大から約 2年 を経過していたが,その後も活発な太陽活動

を反映して,コ ロナの形はまだ極大型を維持していた。皆既の継続時間は3分 3秒だった。

2。 テニアン金環食 (2002年 6月 11日 )

この日食の金環帯はほとんどが北太平洋の洋上を通っていたが,サイバン島の南隣に位置するテ

ニアン島で観測可能だった。

テニアン島は雲の多い天候で危ぶまれたが,金環となる直前わずか 7分前に晴れ間から太陽が顔

を出し,金環の前後を無事に観測することができた。観測地点は中心線よりもかなり北倶|へずれて

いたので,接触は太陽 (月 )の南側で起こった。ビデオ観測によれば,金環の継続時間は約20秒 だっ

た。

テニアン島は第二次大戦末期に米軍の航空基地となり,広島 0長崎に落下された原爆を積載した

基地として知られている。現在,積み込んだ地点には記念碑が建てられている。

3。 南オース トラリア皆既日食 (2002年 12月 4日 )

南オース トラリアのセデュナで観測を行った。セデュナ付近の皆既帯の幅はわずか35kmし かなく,

セデュナの人口の倍以上の8,000名 の人が世界中から集まった。

当日の天候はほぼ絶望的だったが,部分食の後半に入って雲に隙間ができはじめ,皆既の 5分20

秒前に太陽が小さな隙間から輝いた。皆既の継続時間はわずかに30秒,そ して復円のわずか 1分半

後には太陽は再び雲の中へ姿を消した。まるで奇跡のような気がした。コロナの形状は極大型から

中間型へ移行しつつあるところのように思えた。

セデュナに集まった人達の半分以上は皆既の瞬間を見られなかったという。我々は運が良かった。

9日 西彼杵半島の長崎変成岩類から発見された含石英ヒスイ輝石岩

重 野 未 来 (寅員本大学大学院自然科学研究科)

森       涯話 (北九州市立自然史・歴史博物館)

今年 1月 に長崎市三重町とは別の地点から,ヒ スイ輝石岩を発見した。これらはヒスイ輝石+石

英の鉱物組み合わせであることから,長崎変成岩類の少なくとも一部は,こ れまでに知られている

変成条件よりも高い条件で形成されたことが明らかになった。

西彼杵半島に分布する長崎変成岩類は,主 に泥質・砂質片岩からなり,少量の緑色岩複合岩体と

蛇紋岩体を伴う低温高圧変成岩類である (西 山,1989)。 鉱物組み合わせから,変成作用の温度圧

力条件は緑簾石一青色片岩亜相に相当する。長崎変成岩類におけるヒスイ輝石岩の産出は,こ れま

でに長崎市三重町の1例のみが知られている (西 山,1978)。 このヒスイ輝石岩は,緑色岩複合岩

体中の構造岩児として曹長岩などとともに産出し,石英を含まない。また,三重町では,こ の他に
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石英を含むオンファス輝石岩が報告されているが,石英と共存するオンファス輝石の化学組成は
,

Jd30と ヒスイ輝石成分に乏しい (西山,1989)。

今回発見された含石英ヒスイ輝石岩は直径 1～ 4mの転石として産する。その周囲には蛇紋岩 ,

曹長岩,自色雲母―ゾイサイト岩の転石も見られ,含石英ヒスイ輝石岩が自色雲母一ゾイサイト岩

に包有されている例が観察された。これらは緑色岩複合岩体と同様の小規模な変成塩基性岩体の下

流の限られた範囲に,転石として点在する。このような産状は,含石英ヒスイ輝石岩が緑色岩複合

岩体中の構造岩塊であったことを示す。

含石英ヒスイ輝石岩は,肉 眼的に淡い青緑色を呈する塊状,級密,堅牢な岩石で,完全に再結晶

している。主にヒスイ輝石からなり,少量の自色雲母,曹長石,ゾイサイトを含む。ヒスイ輝石は
,

顕微鏡下において無色透明で,定向配列を示さない長さ411m程度の他形柱状結晶として見られる。

各ヒスイ輝石結晶は,石英やオンファス輝石の包有物 (直径 1～ 20μm)を多く含むダスティなコア

と,ク リアなリムからなる。石英包有物とヒスイ輝石ホス トは,他の鉱物を介することなく直接接

している。ヒスイ輝石の化学組成はコア,リ ムともJd83～ Jd99の 範囲であり,不均質である。石英包

有物の近傍においてヒスイ輝石ホス トのヒスイ輝石成分が減少する傾向はなく,石英包有物と接す

るヒスイ輝石岩が Jd99の 化学組成を持つ場合もある。このような組織から,ヒ スイ輝石は曹長石の

分解により核形成し,それと同時にシリカ成分が系外に移動することでヒスイ輝石のみのリムが被

覆成長したものと考えられる。

このように今回発見された含石英ヒスイ輝石岩は,長崎変成岩類において前例のない,ほぼ純粋

なヒスイ輝石と石英が共生しているという特徴を持つ。ヒスイ輝石十石英の鉱物組み合わせは,結
晶片岩類が属する緑簾石一青色岩亜相では不安定であり,よ り高圧の条件下 (例 えば,ロ ーソン石

―青色片岩亜相)で出現する。このことは,今回発見された含石英ヒスイ輝石岩が緑色岩複合岩体

の定置に伴い地下深部からもたらされたことを示す。
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【特別講演 講演要旨】

変成岩研究の最近の発展

西  山 忠  男 (寅資本大学理学音6教授)

この講演では,長崎変成岩類を軸に1980年代から2000年にかけての変成岩研究の進歩について述

べる。また演者自身がフイール ドワークを行った中国,ス イス,フ イリピンの変成岩について紹介

する。

l.長崎変成岩類研究の進歩

長崎変成岩類の研究史については服部 (1992;地 質調査所月報,43巻, 6号)に優れた総括があ

り,服部・井上・松井 (1993;地域地質研究報告 5万分の 1地質図幅「神浦地域の地質」)は服部

仁先生の長年にわたる研究の集大成として特筆される。その後の研究の中でこの講演では特に以

下の項目について紹介する。

(1)野母半島変成岩類の年代学的研究 (西村裕二郎,1998;Jo Metamorphic Geology,16,129-140)

野母半島に分布する結晶片岩類のうち東側に分布する比較的高温の変成条件を示すものは80Ma

前後の年代を示 し,西側の比較的低温の変成条件を示すものは150～ 250Maの 古い年代を示すこと

が明らかにされた。両者は断層で接 している。

(2)雪の浦における脈交代作用の研究

森・西山・柳 (2003;Ame五 can Mineralogist.88,611-623)|こ よつて記載された塩基性片岩中の

脈交代作用についてその意義を述べる。

(3)天草高浜変成岩類

山本・渡邊 (1996;地 質学雑誌,102巻 ,4号,XⅢ 一XⅣ )に よって記載されたシース櫂曲や

宮崎,吉田他,武田 (以上文献略)ら によるザクロ石角閃岩の研究について述べる。

(4)西彼杵半島における高圧型変成岩類の発見

西山 (1989)に よって記載された含ザクロ石単斜輝岩の意味と重野・森 (2003)に よって発見さ

れた含石英ヒスイ輝石岩の重要性について述べる。

2.超高圧変成岩類研究の進歩

大陸と大陸の衝突帯ではコース石 (石英の高圧型)やマイクロダイヤモンドの産出によつて特徴

付けられる超高圧変成岩類が産する。これらは地下100kmま で沈み込んで再び地表に上昇した地球

最高圧の変成岩である。中国のDabieshan(大 別山脈)を 例にその産状を紹介 し,研究の進展につ

いて述べる。

3。 スイスアルプスの変成岩類

スイスアルプスの著名な高圧型変成岩類の産状を紹介 し,長崎変成岩類との類似点について述べ

る。

4.フ イリピンルソン島オフイオライトとそれに伴われるザクロ石角閃岩

ルソン島オフイオライトの産状を紹介し,それに含まれるザクロ石角閃岩と天草高浜のザクロ石

角閃岩の類似点について述べる。
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