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有喜火山岩類(UVR)Ⅵ ,Ⅶ =有 喜火山活動ステージ 2

有喜火山活動ステージ2:更新世中期に極小規模の高岳玄武岩Ⅵ 〈プレー ト内ソレアイ トWPT l*マ グマ〉

の活動を契機として、大規模な森山安山岩類Ⅶ 〈カルクアルカリ岩マグマ〉が活動 した。

Ⅵ 高岳玄武岩

高岳玄武岩(TaB)は ,阪 口(1959)命 名。模式

地は高岳山頂。高岳南部では層厚約 4mの有喜

層の凝灰角礫岩を被覆 して流出した厚さ10mの

[か んらん石(2.3mm),単斜輝石(2.5mm)集斑状

大斑晶を伴 う単斜輝石一かんらん石玄武岩](Ⅳb

6*)溶岩が見 られる。岩石は黒色緻密, 2mm大
のかんらん石斑晶は,緑泥石化 しているものが

多 く,石基は,イ ンターグラニュラー組織をし

めし,イ ルメナイ ト,マ グネタイ トの微斑晶を

伴っている。高岳玄武岩は,プ レー ト内ソレア

イ トWPT l*で あり,近隣の [碁盤ノ辻玄武岩

WPT l*,山 ノロ玄武岩, 日岳玄武岩WPT l*]

や諏訪池玄武岩 《0.6± 0.3Ma[K― Ar]4*》 等 と

同時期に活動 したものと推定される。

Ⅶ 森山安山岩類

鎌田(1970は ,森山…宗方地方に分布する輝石

安山岩を森山安山岩 と命名 した。 田島・永尾

(2001)は ,累重する森山安山岩類を下位か ら,

小原火山角礫岩,森山安山岩火砕岩類,下部溶

岩,上部溶岩に細分 し,そ れらのカルクアルカ

リ岩を森山安山岩類(MoA)と総称 した。森山安

山岩類を放出した “森山火山"は,山頂に平頂

溶岩 ドーム(flat ld)の 山容をとどめているが ,

山体は斜方輝石単斜輝石安山岩溶岩95%と 火砕

岩類 5%を放出し,降下テフラはまったく見 ら

れない。森山安山岩類の活動時期は,塔 ノ坂安

山岩 〈0.5± 0.2Ma[K― Ar]4*〉 との関係か ら更

新世中期と考えられる。

Ⅷ-1。 小原火山角礫岩

小原火山角礫岩(Kvb)は ,田 島 0永尾 (2001)

を改称。模式地は小原西方…杉谷溜池西方にい

たる市道沿いの狭小な地域に斜方輝石―単斜輝

石安山岩―角閃石デイサイ ト質の火山角礫岩―凝

灰角礫岩 [本市道の一部には,層理の見 られる

層厚約30mの 火山角礫岩―凝灰角礫岩]が分布

(発見者 :故鴨川信行氏)し ている。また,唐比

老人ホーム汀には,層厚約 5mの火山角礫岩が

見 られる。小原火山角礫岩は,杉谷安山岩類の

火砕岩類や風化玄武岩礫などから構成されてい

るところから森山安山岩類の基底礫岩と考える

のが妥当であろう(図 3,4)。

Ⅶ-2.森山安山岩 火砕岩類

森山安山岩火砕岩類(MoA… p)は ,田島・永尾

(2001)を 改称。模式地は,獅子喰岳東部…杉谷溜

池西方。本地域には,森山安山岩最下部の厚さ

約20-30mの 斜方輝石…単斜輝石安山岩(Vd 6*)

の本質火砕岩類が分布 している(図 10)。 本火砕

岩類は,原,峯,井手回の標高50-70mか ら二
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反田川上流にも見 られる。

Ⅷ-3.森山安山岩 下部溶岩

森山安山岩下部溶岩(MoA― Ll)は ,田島・永

尾(2001)を 改称。模式地は,古賀の市道西斜面。

ここに流出 した厚 さ約50-100mの 灰―暗灰色の

溶岩は,半品質, インターサータル_ピ ロタキ

シティック組織をもつ新鮮 0塊状の [斜長石…

汚濁斜長石 (0。 7mm),黒雲母(0.3mm),単 斜輝

石(lmm),斜方輝石(0.5mm)集斑状大斑晶]を

伴 うかん らん石含有斜方輝石―単斜輝石安山岩

(Vd 6*)溶岩であり,溶岩流出時に近い地形を

止めている(図 3,4,10,写真 15)。 本溶岩は松里か

ら丼手口,井牟田―西部(1/a=1/5.3),黒崎―赤崎

にも流出している。

Ⅶ-4。 森山安山岩 上部溶岩

森山安山岩上部溶岩(MoA― Ul)は ,田 島 0永

尾(2001)を 改称。模式地は,蓮華石岳(flat ld=

1/5.41山 頂から北部に流出した厚さ約50-70mの

灰―暗灰色で半品質,イ ンターサータル_ピ ロタ

キシティック組織をもつ新鮮・塊状の [斜長石―

汚濁斜長石(12mm),黒 雲母(0.3mm),角 閃石

(1.Omm),単斜輝石(1.2mm),斜方輝石 (0。 7mm)

集斑状大斑晶を伴 う角閃石含有斜方輝石―単斜

輝石安山岩](Vd 6*)溶岩が分布 し,溶岩流出時

に近い地形を止めている(図 3,4,10,写真 15)。 本

溶岩 は,獅子喰岳(1/a=1/3.7)山 頂か ら南部 ,

松里から丼牟田南部にも分布する。

Ⅷ…1。 竜 石 層

=雲仙火山の火山麓扇状地堆積物

竜石層(TF)は ,有明海研究グループ(1965)命

名。模式地の山沢―中野南海岸には,杉谷安山

岩(SuA)を被って雲仙火山の火山麓扇状地(Vfd)=

土石流堆積物 [dfd(vb―tb― t⊃]=竜石層 (層厚約

100… 150m)が広 く分布 している(図 3,4)。 竜石層

をつ くる岩石は,[斜長石(7mm),角閃石(7mm)

集斑状大斑晶を伴 う斜方輝石角閃石デイサイ トー

黒雲母斜方輝石角閃石デイサイ ト](Vd 6*)で あ

る。

島原半島～有喜火山岩類分布域を切断する千々

島  俊  彦

石断層は,更新世中期から完新世までの間に何

回となく活動 しているものと考えられる。長岡

ほか(1993)は ,愛野地峡の橘湾北岸 とそれに平

行な唐比―井牟田南部に,最近数千年間に活動

した 3条の活断層を記載 した。雲仙市塩屋の竜

石層は,千々石断層に切断され,そ の後,千々

石断層と共に鉢巻山から流出した鉢巻山溶岩に

埋積 されている。 Takahashi and Watanabe

(19941に よれば,塩屋の竜石層の堆積時期 は

190± 60ka[TL]で ,鉢巻山か ら流出 した鉢

巻山溶岩は180± 40ka[TL]で あるか ら,雲
仙火山の火山麓扇状地を切断する千々石断層の

初期の活動時期は,両者の間であろうと考えら

れる。

Ⅷ-2。 段丘～崖錐堆積物

段丘堆積物(Terrace deposits;Td):江 ノ浦川

東岸の馬場段丘は,標高5-20mの 段丘面をもち

古第二紀層,玄武岩類,安山岩類,デイサイ ト

類の岩塊および土壌混 じりの風化中礫岩からな

る。埋津川北岸の野中段丘は,標高5-10mの 段

丘面をもち古第三紀層,安山岩類まじりの風化

中礫岩 0土壌からなる。本段丘北部には,阿蘇

4火砕流堆積物の小露頭がある(図 3,41。

崖錐堆積物(Talus deposits;Td):唐 比北の

小原 には400m× 750mの 範囲に標高10-50mの

薄い小原崖錐堆積物が分布 している。おもに杉

谷安山岩類,森山安山岩類から崩落 した火山岩

塊混 じりの中礫岩層である。鷲崎―り|1床崖錐堆

積物は,鷲崎―り|1床 の標高 5-25mの 斜面に分布

し諫早層群,有喜安山岩類の風化中礫岩・土壌

からなる。宮崎―宗方崖錐堆積物は,宮崎―宗方

の標高 7-40mの 斜面に分布 し金比羅岳デイサ

イ トの風化中礫岩 0土壌か らなる。井手口…慶

師野崖錐堆積物は,井手ロー慶師野の標高 5-40

mの斜面に分布 し,金比羅岳デイサイ ト,森山

安山岩類の火山岩塊混 じり風化中礫岩 0土壌か

らなる。井牟田崖錐堆積物は,標高76-100mの

井牟田低地周辺の斜面に分布する森山安山岩類

の火山岩塊混 じり風化中礫岩・土壌からなる。

密頭崖錐堆積物は,標高10-25mの 斜面に分布

する金比羅岳デイサイ トの火山岩塊混 じり風化
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中礫岩 0土壌からなる。唐比西崖錐堆積物は,

標高 5-40mの斜面に分布する森山安山岩類の

火山岩塊混 じり風化中礫岩・土壌からなる(図 3,

4)。

Ⅷ-3。 沖 積 層

有明海側には, “潟 [Gata,(a)]"泥質現生

員層 [有明海研究グループ(1965),松岡(1991)]

が,橘湾側には,時計まわりの沿岸流によって

形成されたビーチリッヂ,波食棚が発達 してい

る。早見海岸,松里―森山南海岸には径1.5-4m

大の岩塊 (円 磨巨礫)が堆積 し,唐比低地には,

径1.5-4m大の岩塊(円 磨巨礫)に より,全長800

mで 2条のビーチリッジが形成されている。鋤

崎からは,ナ ガスクジラ肋骨 と現生員層 #[橘

(1962b)]が ,宮崎および宗方からは,縄文貝層

#[山本(1994)]が 報告 されている。 また,有

喜小学校東水田からは,現生貝層と 3m大 クス

の根※が発掘されている。唐比低地には,K―A
h層 より古い貝殻 #・ 木炭密集層※やK―Ah層

を被覆する泥炭層※ [松岡ほか(1990)]が 伏在

する。有喜川下流の標高 6mの ところには,層

厚 3mの砂礫段丘があり “有喜貝塚"を包含 し

ている(図 3,4)。

Ⅸ おわりに

[ま とめ]諫早市南部に分布する [1]有喜

火山活動ステージ 1に おいては,更新世前期～

中期にかけて,少量の天神玄武岩 [プ レー ト内

アルカリ玄武岩WPA l*マ グマ]の活動を契機

として大量の有喜安山岩類 [カ ルクアルカリ岩

マグマ]お よび杉谷安山岩類 [カ ルクアルカリ

岩マグマ]の活動があった。有喜火山活動ステー

ジ 2の 更新世中期には,少量の高岳玄武岩 [プ

レー ト内ソレアイ トWPT l*マ グマ]の活動を

契機として大量の森山安山岩類 [カ ルクアルカ

リ岩マグマ]の活動が起 こっている。 [2]有
喜安山岩類中の有喜安山岩と杉谷安山岩類中の

水谷安山岩には,単斜輝石,斜方輝石,カ ンラ

ン石,角 閃石,斜長石―汚濁斜長石などの集斑

状大斑晶を多 く含有する。また,[3]先 有喜

火山岩類の松里デイサイ トには,水底自破砕溶

諫早市南部に分布する有喜火山岩類 (2)

岩が見 られるところから,火山活動の初期には

浅海底で活動 したものと考えられる。また,宗

方安山岩溶岩中にも偽 ピローがあるところから,

本岩 も海面近 くで活動 したものと考えられる。

本地域には,森山,駄森,牧野,平山などの

地名が示すとおり,地表は森林 0草藪と土壌に

おおわれており,露頭で確実な地質を設定する

のが困難であったので,44地域の地質柱状図を

作成 し,海岸や宅地造成地,道路脇の小露頭観

察から層序を設定 した。岩石については,玄武

岩 2試料,安山岩 9試料の分析を行ったが,研

究が進むにつれ玄武岩 4試料,安山岩42試料以

上の追加分析(微量元素分析)が必要 となり,十

分なる考察ができなかった。加えて筆者自身で

放射年代測定を実施 したかったが, これが全 く

果たせなかった。また,有喜火山岩類分布域が

“いわゆる千々石断層"=“千々石陥没カルデ

ラ"で切断されて “橘湾"が形成されたことは

“自明の理"であるが,そ れがいつ頃から活動

し始めたのか, “千々石陥没カルデラ"と はど

んな陥没機構をもつものか ?有 喜火山岩類の

地表調査からは明確にできなかった。本報告の

地質学用語,火山学用語についてはおもに “火

山岩の産状編集委員会編(2000)"お よび “日本

地質学会編(2004)"に よった。

[謝辞]本研究をすすめるにあたり,北九州市

の故竹下 壽博士には,終始ご指導と激励を戴

いた。故鴨川信行氏には,森山地方の古地磁気

を測定 して戴き,火山層序についてもご指導戴

いた。岩手大橘 行一名誉教授には, “長崎関

係の全原著論文"を ご恵与いただいた。長崎大

鎌田泰彦名誉教授には, “赤木 健の島原図幅"

を貸与 くださり絶版の “肥前小浜図幅"を ご恵

与 くださった。長崎大長岡信治教授には, “九

州の活構造"お よび “橘湾の海底活断層"を ご

恵与 くださり “諫早市南部の地質構造"に つい

てご指導を賜った。山口大白木敬一,松本徒夫

名誉教授,永尾隆志博士には, “長崎地方の火

山岩類の放射年代測定および岩石の分析"を し

て戴いた。長崎県地学会阪口和則副会長には,
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田 島 俊 彦

“諫早南部地域の地質の成 り立ち"に ついてご

指導いただき “本域関係の郷土誌"を賜った。

長崎明誠高校の川原和博氏には,本報告の校正

をして戴き,全般的なご指導を賜った。長崎県

教育センター寺井邦久氏には “日本の火山地形"

をご紹介戴き “アスペクト比"に ついてご教示

くださった。前長栄ボーリング松本由一社長に

は,牧野地域のボーリング柱状図を頂戴 した。

前二松堂宮本員一社長には,試料作成上の機材

調達に便宜をはかって戴いた。以上の方々に心

から感謝いたします。さらに,本研究には,昭

和47年度科学研究費補助金 (奨 励研究B,課題

番号792431)の 一部を使用 した。文部省大学学

術局に深謝いたします。

表 1 図版 I、 Ⅱの説明

1.有喜港東部400m海岸にある松里デイサイ ト(MD)の水底自破砕溶岩(Sabl)。

2.有喜港北部1000mの 林田車体工業の崖に見 られる松里デイサイ ト(MD)の水底火砕岩

(Spyc).

3.小 ヶ倉の小 ヶ倉火山礫岩(Kvcg)を 被 う天神玄武岩(TeB).

4.有喜港東部1.4km海岸に見 られる宗方安山岩(MA)の アグルチネー トとアグロメレー ト

(agglu_agglo).

5。 有喜港東部300m海岸に見 られる宗方安山岩(MA)の アグロメレー ト(agglo)。

6。 有喜港東部400m海岸に見 られる宗方安山岩(MA)の偽 ピロー(ppi).

7.天神の整備圃場に見 られる天神玄武岩(TeB)を 被 う宗方安山岩火砕岩類(MA― p).

8。 有喜港北部1000mの バイパスに見 られる有喜安山岩(UA)の岩脈(di)《図6》 。

9.岩戸岩の中位に見 られる降下テフラを含む凝灰岩(tfl)《図8》 .

10。 有喜港東部300m海岸に見 られる集斑状大斑晶を含む有喜安山岩(UA).

11.小 ヶ倉の有喜層(UF)中 に包含されていた宗方安山岩(MA)の 巨大岩塊 .

12.宗方グラウンドに見 られる潜在溶岩 ドーム(C→ の頂上 《図7,8》 .

13.唐津北崖の金比羅岳デイサイ ト火砕岩類(KD―p)中 の火砕サージ堆積物(psd)《 図9》 .

14.慶師野南部の “まる九採石場"の金比羅岳デイサイ ト(KD)溶岩 ドームod)《図10》 .

15.獅子喰岳の平頂溶岩 ドーム(flat ld)《 図10》 .
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諫早市南部に分布する有喜火山岩類 (2)

諫早市南部に分布する有喜火山岩類 (2):田 島 俊彦

図版 I
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島  俊  彦
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表 2 本報告に使用 した記号・ 略号と引用文献

ABBREVIATION
A:Andesites,D:Dacites,B:Basalts,N‐ MORB:Normal― ]MORBl*,

P‐MORB:Plume― MORB l*,VAB:Volcanic arc basalt l*,
WPA:Within_Plate alkalic l*,WPT:Within― Plate thole五te l*,

E]VR:□ volcanic rocks, abl:autobreccia― ted lava, agg:o:agglomerate,

agglu:agglutinate, bafd:block and ash flow deposits,  pyc:pyroclastics,

psd:pyroclastic surge deposits,  ppi:pseudo― pi1low, ib:jigsaw breccia,

!d:lava dome, Aspect ratio:thickness/radius=1/a, Cd:cryptodome, di:dike,

if:lava flow, cg:cOnglomerate, ss:sandstone, sl:siltstone, ms:mudstone,

sh:shale, bl:block lava,  vb:volcanic breccia, vcg:vOlcanic cg, tb:tuff breccia,

lps:lapillistone, tf:tuff, wpr:welded pyroclastic rocks, vCss:volcanic Coarse ss,

vss:v01canic ss, vs::volcanic sl, vms:volcanic ms, Vrfd:Volcanic fan depo.,

dfd:debris flow deposits, S:Subaqueous, Bi:biotite, Cpx:clinopyroxene,

Ho:hornbrende, op:opacite, C)l:olivine, Opx:orthopyroxene, Pi:plagioclase,

Qt:quartz, 丁r:tridynlite, il:illnenite, mt:magnetite, Largecryst,

※ :Plant fossils, #:NIolluscan fossils,Age determination:[FT],[K… Ar],[TL].

Peference

l*:Nagao T。 (2001), 2*:Shiraki K.et al。 (2000), 3*:Yokose H.et al。 (1999),

4*:Nakata S.and Kamata H。 (1988)5*:Ariake Bay RoG。 (1965), 6*:KunO H。 (1954)
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