
長崎県地学会誌 第68号 13-16 (2004)

第202回 (平成15年 5月 18日 )

川棚町の松岳流紋岩り西海凝灰角礫岩り戸尺の鼻玄武岩の関係
巡検案内者 :田 口康博 (佐世保中央高校 )・ 迎 満康 (佐世保高専 )
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不口 則 (長崎高等予備校)

寛 (長崎大学)

午前10時10分,川棚駅近 くの「マルキョウス

トア」の駐車場に集合した。巡検行事部の寺井

さんの開会挨拶,世話人の田口さんによる巡検

コースの説明があり,確認の後出発 した。

① :JR大村線の線路脇で,松岳流紋岩が下位

の第三系 (杵島層群)の砂岩層を貫いた接触

部を観察した。接触面の走向はN70° W,傾
斜は75° SWである。流紋岩は角礫状を示 し,

砂岩や黒曜石の礫を含んでいる。 (写真 1)

② :松岳南の道路工事現場で,流紋岩の新 しい

大きな露頭を観察した (写真 2)。

ここから50mほ ど北では,流紋岩溶岩がほ

ぼ鉛直方向の見事な流紋を示 し,溶岩の動きを

矢日ることができた。

ここで,松岳流紋岩の年代に関して武内浩一

さんから,「火山活動 と変質作用,鉱化作用の

年代」という資料を頂き,有田流紋岩 (松岳流

紋岩類を含む)の 活動年代が2.9～ 2.3Ma,虚

空蔵山火山岩類が2。 5～ 2。 lMaで あることや,

石英中の流体包有物 (水)の測定結果から三股

陶石や波佐見含金石英脈は自己変質ではなく,

より低温 (300℃ 前後),低塩分濃度 (20%以 下)

の温泉水による変質であることから,地熱系の

熱源であるマグマ活動は有田流紋岩の活動には

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 いう興

味ある考えを示 して頂いた。

③ :こ この流紋岩の露頭 (写真 3)では,流紋

岩溶岩,角礫岩,凝灰角礫岩,凝灰岩の複雑

な堆積構造を示す露頭 (写真 3a),黒曜岩

の露頭 (写真 3b),流紋岩溶岩中の幅 8～

12c mで ,N50° W,86° Wの方向を示す割

れ目が砕屑物で満たされた角礫状岩脈 (写真

3c)な ど変化に富んだ堆積構造が観察され

た。

④ :次の観察予定の露頭を先頭車が見落として

通過してしまったために全員での観察検討が

不可能になった(露頭の様子を写真 4に示す)。

ここでは,流紋岩の溶岩を同質の層状を示す

凝灰岩がおおっている。

昼食は大村湾が見下ろせる道路脇でとった。

恒例のミーティングの後,午後 1時30分から

午後の観察を開始した。

⑤ :こ こは牛舎の裏山の大きな露頭で,第三系

(杵島層群)の泥岩層と急角度で軽石を含む

流紋岩の凝灰角礫岩が接 している。断層関係

と思われるが断層面が明らかではない (写真

5)。 凝灰角礫岩の部分では角礫岩と白色の

凝灰岩が複雑に重なり合っていて,整然とし

た堆積の様子が認められない。

⑥ :大藤平は,土地が大きく開かれつつある台

地で,西海凝灰角礫岩が強く風化し,赤褐色

に土壌化している。風化芯として灰黒色の玄

武岩に似た級密な安山岩が見られた。

⑦ :大藤平台地の横では,下位の西海凝灰角礫

岩の上に流紋岩の角礫岩が不整合に乗ってい

る。不整合面はやや北または北北東に傾斜 し

ている。西海凝灰角礫岩が流紋岩よりも古い

ことが確認された (写真 6)。

ここで,参加者全員の集合写真を撮った。
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③ :権現崎北の海岸には軽石,黒曜石を多 く含

む無層理,塊状の流紋岩質凝灰角礫岩 (た ぶ

ん火砕流堆積物)の 高さ10mほ どの大 きな

露頭があるが (写真 7),当 日は潮の関係 と
,

時間不足のため観察を省略した。この付近で

は,流紋岩の火砕流堆積物に始まりその上位

に流紋岩の溶岩が観察される。

⑨ :戸尺鼻では,玄武岩,西海凝灰角礫岩,最

新の高海水準期にできた段丘礫層が見られた

(写真 8)。 ここの玄武岩は阪口・迎 (1970)

の戸尺の鼻玄武岩に当たり,普通輝石かんら

ん石玄武岩で,斑状組織を示 し,斑品は lmm
程度の短冊状ない し方状の斜長石,0。 鑓血

以下の周辺がイデイングサイトに変化した小

さなカンラン石, 2～ 3mmほ どの普通輝石

からなる。普通輝石は量的には少ない。普通

輝石の中には短冊状の斜長石が貫入している

(写真 9)。 安山岩質の西海凝灰角礫岩は風

化が激しく, くさり礫の様子を示している。

この凝灰角礫岩の上に厚さ40cmほ どの玄武

岩の円礫を主とする段丘礫層が観察された。

このような段丘礫層は,大村湾の北岸の西彼

阪口和則・近藤 寛
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町から東岸の川棚町にかけて広 く見られる。

この地点でゴルフボール大の黒曜石の転石が

見つかったことから今後この黒曜石の出所を

調査することが必要になった。

当日は,松岳西にあるゴミ処理場の流紋岩の

産状も予定に入れていたが,時間不足で実施で

きなかった。

次回9月 の巡検会の世話人の寺井さんから,

予定地の口之津の女島付近の紹介があった。午

後 3時 を少しすぎて巡検会は終了した。

参加者15名  (敬称略)

阪口 和則  迎  満康  武内 浩一

田口 康博  江越 美香  草野竜一郎

寺井 邦久  寺井 賢治  寺井 普幸

浦川 孝弘  中嶋 健太  浦嶋 和義

浦嶋 大智  本山平二郎  近藤  寛
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阪口和則・近藤 寛 :

川棚町の松岳流紋岩り西海凝灰角礫岩,戸尺の鼻玄武岩の関係

1 第三系と流紋岩質凝灰角礫岩

中央より左は第二系"右 は流紋岩質凝灰角礫岩で

接触面の走向1傾斜は N70° W"75° SWである。

3 露頭全景

全長約200mの 大きな露頭,大部分は流紋岩の溶

岩

図版 Ⅱ

2 流紋岩溶岩の露頭

流理 (節理)が明瞭で"南東に傾斜 している。

3a 凝灰岩"凝灰角礫岩"溶岩が複雑に重なって

いる。

3b 黒曜岩の露頭               3c 流紋岩溶岩

ハンマーの位置付近の lmほ どはリアズキ大の黒  中央の節理にそった害Iれ 目に幅 8～ 12cmの細粒

曜石の集合になっている。             の角礫岩が挟まっている。断層角礫 と考えられる。

N50° W186° W。 人物は浦嶋さん親子。
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阪口和則・近藤 寛 :

川棚町の松岳流紋岩り西海凝灰角礫岩,戸尺の鼻玄武岩の関係

6 大藤平の西海凝灰角礫岩 と流紋岩質凝灰角礫岩

の不整合り人物の腰あたり。

図版 Ⅲ

5 牛舎裏の第三系と流紋岩質凝灰角礫岩

中央左が第三系"右 が複雑な堆積模様 を示す流紋

岩質凝灰角礫岩"断層関係 と思われるが断層面が明

瞭ではない。人物は寺井さん親子。

7 権現崎北海岸の流紋岩質凝灰角礫岩

黒曜石り砂岩の礫 を多 く含む。

8 段丘礫層と西海凝灰角礫岩

海面から約 lmの高 さヮ厚 さ約40cmの 段丘礫層

(ハ ンマーの位置)"下位は西海凝灰角礫岩でかな

り風化 している。

9 戸尺の鼻玄武岩の顕微鏡写真

方形1短冊状の斜長石"周 りがイヂングサイ トに

変化 したかんらん石の斑晶と短冊状の斜長石 と普通
輝石の石基からなる普通輝石かんらん石玄武岩。写
真の横幅は5mmである。

4 流紋岩溶岩 とその上をおおう白色層状の凝灰岩。
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