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1。 はじめに

長崎市東部～諌早市西部 0南部地域には広 く

古第二系諫早層群,矢上層群および長与層群が

分布 し, これらを被覆 して中新世玄武岩,長崎

火山岩類,行仙火山岩類,飯盛火山岩類,岩脈 ,

鮮新世玄武岩,有喜火山岩類,更新世玄武岩が

複雑に累重～貫入 して侵食を受け,最上部を馬

場段丘,藤尾段丘,松原段丘,下釜貝層および

下釜段丘などに被覆 (表 1,図 1)さ れ起伏に富ん

だ地形が見られる.

本域の地質については山崎・松本 0菰田(1964)

の炭田地質―火山―岩石―構造地質学的に総括 さ

れた報告がある.地域的には大日向(1913),鎌

田 0新野 (1955),鎌田(1957),橘 (1957),橘

(1961),堀 口(1963),西 村(1964),鴨 川 (1971),

鎌田(1974),鎌田 0堀 口(1975),堀 日(1975),

松本 0田島(1979),田 島 0松本 (1980),田 島・

松本 0林(1985),松井 (1987),松井 (1989),阪

口・西村 0堀 回(1989),自 木・松尾 0松本 0田

島(1992),布袋 (1993),角 縁・ 田島(1999),永

尾(2001),田 島・永尾 (2001),自 木ほか(2002),

永藤 (2007)な どがあり, これらをもとに最近報

告された年代測定値とその試料採取地を火山層

序学的に再検討 したので報告する.
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2。 古第二紀層 (PS)

古第二紀層 諫早市西部の江ノ浦川～田結川

周辺には始新世諌早層群が分布 し,長崎市東部

の八郎川～喜々津川周辺には漸新世矢上層群や

長与層群が分布 (表 1,図 1,写真 1)し ている.

2・ 1。 諫早層群 (IG) 模式地 :江 ノ浦川

～田結川流域に分布.頁岩～砂岩からなり層厚

810m+.

2-2.矢上層群 (YG) 模式地 三八郎川～

喜々津川流域に分布.砂岩～頁岩～爽炭層から

なり層厚190m.

2-3。 長与層群 (NG) 模式地 :八郎川西

部流域に分布。砂岩～頁岩からなり層厚330me

本域の古第二紀系は行仙火山～飯盛火山溶岩

ドームの貫入を受けて傾動[山崎・松本 0菰田

(1964)]し ているが,始新世～漸新世を示す貝 ,

カニ,有孔虫類化石や海緑石を多産[鎌田(1957)]

する。

3。 中新世玄武岩 (MB)

中新世玄武岩は松本(196191992)の 松浦玄武

岩類に包含されるが, ここでは大日向(1913),

鴨川 (1971),鎌 田・ 堀口(1975),布 袋 (1993)

を参考にして 4玄武岩に区分 し中新世玄武岩

(表 1:図 1,写真2,3)と 呼称 した.本玄武岩は古

賀～矢上の長崎火山岩類の下位に狭長な分布を

示すほか,中原および八天岳南東部にも局地的
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に分布 していて山崎 0松本・菰田(1964)は 逆入

火成岩類と呼称 した。

3-1。 古賀玄武岩 (MB lf)模 式地 :九重

里～正念川～館西部～鶴の尾に西傾斜,層厚 1

～20mの貫入状露頭が見 られ,一部断層で切断

されている。

3-2。 矢上玄武岩 (MB lf)模 式地 :城平

～平野～高城台 (写真 2)に 東西200m,層 厚

20m+の 分布 .

3-3.中原玄武岩 (MB lf)模 式地 :中原

の田結川源流の河床に分布 (改修工事で埋没)

している.

古賀玄武岩,矢上玄武岩,中原玄武岩は斑晶

として斜長石,かんらん石,オパサイ ト縁のあ

るかんらん石,斜方輝石,単斜輝石,斜方輝石

に単斜輝石の反応縁 (写真 3)の あるもの,集斑

状単斜輝石,外来結晶として 4mm大斜長石 ,

3mm大融食石英,単斜輝石反応縁のある融食

石英を含み,石基は填間状～ピロタキシティッ

ク組織を示 し岩型*は Vd型である.

3-4.八天岳玄武岩 (MB lf)模 式地 :八

天岳南東部標高150mの段丘面に層厚20m+の 溶

岩が分布。

本岩はコンパクトで硬 く,斑晶として斜長石 ,

かんらん石,単斜輝石,集斑状かんらん石と単

斜輝石を伴 う.石基は磁鉄鉱を含み填間状～ピ

ロタキンティック組織を示 し僅かな淡褐色ガラ

スを伴 うかん らん石玄武岩で岩型はⅣb型であ

る.こ れらの中新世玄武岩は長崎火山岩類の下

位に分布 しているが,松井 (1987)は この玄武岩

と同時期に活動 したと推定される神浦玄武岩か

ら8.4± 1.4Ma K― Arの年代値を得ている.

4。 長崎火山岩類 (Nvr)

長崎火山岩類は大日向(1913)記載,橘 (1955)

提唱,山崎・松本・菰田(1964)は 藤津累層と呼

称 し,布袋 (1993)は 溶岩・ 自破砕溶岩・火砕岩

類に区分 した.本岩類は九州北部の豊肥火山活

動[松本(1963,1992)]や 九州南部の肥薩 。北薩 0

南薩火山活動[永尾 (2001)]に包含されるもので,

中新世玄武岩を被覆 して大量に分布 (表 1,図 1)

している.

長崎火山は典型的な島弧火山であり,岩質は

角閃石流紋岩→角閃石含有複輝石安山岩→複輝

石安山岩
**へ と変化 している。さらに,火山噴

出物は黄白色凝灰岩→黄白色凝灰角礫岩→黄白

色火山角礫岩→自破砕溶岩→溶岩 (希 に赤色凝

灰岩を挟在)の順で噴出し,そ の堆積場が浅海

域から陸域に変わる時点で大量の自破砕溶岩や

火山角礫岩が形成され,最後に山頂部 (尾根)に

多 くの溶岩が流出している。長崎火山には降下

テフラ***が
僅少であることか ら,初期の噴出

時には火回の位置が浅海底であったと推定され,

その活動時期は表 1の岩脈付近まで続いていた

と思われる.八郎川以西に分布する長崎火山岩

類は布袋 (1993)に よって踏査されているが,本

域の長崎火山岩類 (tf― tb―vb-lf)は広い範囲に川

平閃緑岩類によってプロピライ ト変質をうけて

いる.

4-1。 喜々津植物化石層 (Nvr KpF)模 式

地 :喜 々津西側の本床,囲, 日当,中里,梶木 ,

市布,山帰来河内,松原,間 ノ瀬川下流の長崎

火山岩類の最下部に分布する黄白色凝灰岩層で

あり,層厚は 5～ 50m+で多 くのブナ 0ニ レな

どの茂木植物群を挟在 している。このうち日当

の喜々津植物化石層 (写真 5)は,北傾斜で海

棲珪藻ほかを含む白～黄白色凝灰岩層でN65°

W・ 20° Nを示 し層厚は約50m+で ある。その

最上部にはN75° W e20° Nの珪藻含有凝灰岩

層 (層厚5m十 )が あり20～ 50ミ クロンの珪藻・

胞子 ?な ど(写真 6)を含有 している。写真 6の

alま McJosjtt sp.?, bは 骨針 (Spicule), c,f,g,h,

i,jは Coscjん οごjscas sp.で あり,d,e,k,1は 球状体

～包球体で胞子?と 思われるが詳細不明で今後

検討を要する.こ のことから喜々津植物化石層

堆積時には海 (古大村海)の進入があったと考え

られる.喜々津植物化石層は橘 (1957)に よって

茂木植物化石層に対比されているが,同層から

*久
野(1954)の マフィック鉱物組合せによる分類による。 **多 くのかんらん石仮像を含有している。

***軽石型のものが多くバブルウォール型テフラは見られない。
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表1 長崎市東部 行仙火山および飯盛火山地域の層序

*本
表の地質時代については国立天文台編(2007)理科年表。丸善のp.657に より編年
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地質時代 地層 0火山岩類 考備

更 新 世

後 期

|

更 新 世

前 期

物積
層

堆
員

丘
釜

肝
下

下釜員層(4.5m± )～上部は下釜段丘(17m+)に 漸移、

馬場段丘・藤尾段丘・松原段丘

更新世玄武岩
アメレカリ岩 暑 「   》

カルクアルカリ岩
有喜火山岩類

士

(OpX― Cpx A)

杉谷安山岩類 :1.32± 0.03Ma K¨ Ar±7

有 喜 層 …士詳細は田島解008,2009)に 言己載
有喜安山岩 :1.63± 0.09Ma K―Ar±4

鮮 新 世

後 期

|
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前 期

鮮新世玄武岩
アルカリ岩

紺蒙郭:難8:厨 dゝり
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飯盛火 山岩類

カルクアルカリ岩

川下複輝石安 山岩 :

3.97± 0.17Ma K― Ar± 4

八天岳溶岩ドーム(Ho D同 )

飯盛山溶岩ドーム(Ho D目 )
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1

川下火山円礫岩層(vcg)
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4.52±0.24Ma K―Ar±4
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諫早層群 :層 厚=810m+、  sh～ss～ ss‐ sh互層
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は田島ほか(1985)に よって5.68± 0.51Ma FT

の年代値が得 られている。

4-2.樋 ノロ複輝石安山岩 (Nvr=HpA lf)

模式地 :樋 ノ回の標高20m～ 100m(層 厚80m)

付近まで分布 していて,樋 ノ国民家裏のHpA
溶岩基底部には喜々津植物化石層が見えている

(図 1).

4-3(1).喜 々津火山角礫岩層 (Nvr=Kvb)

模式地 :ほ ぼ水平な角礫岩層で層厚80m+,喜 々

津植物化石層を被覆 して木床―囲一市布―正念―松

原―平間―矢上―田中とNvr lfの 下位に連続 して

いる.

4-3(2).牧島火山角礫岩層 (Nvlヽ =Mvb)

模式地 :牧島西岸には戸 ヶ瀬火砕流堆積物 (層

厚30m+)が 見 られる.大部分は水底火山灰～

軽石流堆積物 (写真 4)で 内部に直径10～25cm大 ,

長さ数m+の十数本の炭化木があり,そ の周辺

には水冷破砕 した放射状～ジグソー割れ目のあ

る水冷火山弾やパ ン皮状～カリフラワー状火山

弾ならびにジグソー角礫岩などが混在 している.

本火砕流はほぼN― S013～ 20° Eを示 しているの

で戸 ヶ瀬～網場間の海底にはブルカノ式噴火に

よる火口が推定される(図 1).

4-4(1).喜々津複輝石安山岩 (Nvr lf)

模式地 :喜々津層を被覆する層厚20～80m+の 溶

岩 .

4-4(2).牧島複輝石安山岩 (Nvr lf)模

式地 :牧島に分布する層厚100mの 溶岩 .

4-4(3).池下複輝石安山岩 (Nvr abl)

模式地 :池下東汀 (Ie)に 分布,10m× 15mの

自破砕溶岩 .

4-4(4).平瀬複輝石安山岩 (Nvr lf)模

式地 :牛の鼻 ぐり西部と東部に分布する圧砕さ

れた溶岩 .

4-4(5)。 後田複輝石安山岩 (Nvr lf)模

式地 :後田神社～下釜～久保北崖に分布する溶

岩[田 島(2008)].

4-4(1)～ (5)ま では長崎火山岩類下部の複

輝石安山岩質火山角礫岩 (Nvr=Kvb～ Mvb)を

被覆 して流出した層厚50～ 100m+の 溶岩～自破

砕溶岩であり,斑晶として細粒斜長石,斜方輝

石,単斜輝石,集斑状単斜輝石と斜方輝石,角

閃石オパサイ ト,かんらん石仮像などを含有 し,

石基には斜長石,斜方輝石,単斜輝石,磁鉄鉱 ,

淡褐色ガラスなどを伴い填間状～ガラス基流晶

質組織を示 し岩型はVd～ Ⅵd型である.喜々

津城山山頂の複輝石安山岩は斑晶として,多 く

のかんらん石,斜方輝石,単斜輝石,集斑状単

斜輝石を伴い,石基には斜長石,単斜輝石,磁

鉄鉱,褐色ガラスが見 られ,填間状～ガラス基

流晶質組織 を示 し,岩型 はVd型 で矢筈岳

HMA*に 酷似 している。 白木 ほか(2000)は 矢

筈山HMA(かんらん石複輝石安山岩)を測定 し

て 5。 7± 0.3Ma K― Arを ,横瀬 ほか(1999)は 池

下東の自破砕溶岩 (図 1,写真7)か ら4.52± 0.24

Ma K― Arの年代値を得ている.

5.行 {山火山岩類 (Gvr)

本岩類は大日向(1913)記載,橘 (1957)が井樋

ノ尾火山岩類,山崎 。松本 0菰 田(1964)が 山陰

系角閃安山岩類 0逆入火成岩類と呼称 したが,

田島・松本 (1980)は この中に複輝石安山岩の活

動を認め行仙火山岩類 (表 1,図 1,写真8)と 改称

した。本岩類 も豊肥火山活動[松本 (1963,1992)]

に属 し,灰白～淡緑色 0斑状の黒雲母角閃石デ

イサイ トで溶岩 ドーム 0貫入岩体から構成され,

山体周辺には放射谷が発達 し,火口跡 0火砕岩

類などは見 られず,石基に多量のジルコン結晶

を含有 している。

5-1.行仙岳―普賢岳溶岩 ドーム (Gvr ld)

模式地 :東西2000m,南北2200m,標高456m+.

谷間ノ神,大屋敷の長崎火山岩類 (り |1平閃緑岩類)

には行仙火山岩類が貫入 している[布袋 (1993)]。

5-2.船石岳―上戸石溶岩 ドーム (Gvr ld)

模式地 :東西1000m,南北3000m,標高451m+.

5-3.松尾岳一補伽溶岩 ドーム (Gvr ld)

模式地 :東西1200m,南北900m,標高395m十。

5-4.井樋ノ尾岳溶岩 ドーム (Gvr ld)

模式地 :東西2300m,南北2500m,標高406m+.

5-5。 戸石―田結溶岩 ドーム (Gvr ld)

HMA=高 マグネシア安山岩:High Mg Andesite
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模式地 :東西3000m,南北2100m,標高200m十 .

5-6(1).上ノ島溶岩 ドーム (Gvr ld)

模式地 :上 ノ島北西―南東800m,東 西 150m,

標高88m+.

5-6(2).下 ノ島溶岩 ドーム (Gvr ld)

模式地 :東西300m,南北200m,標高60m+.

5-7(1).川下貫入岩体 (Gvr lf)模式地 :

川下汀に東西200m,南北70mの岩体 .

5-7(2).川下火山円礫岩層 (vc」 模式地 :

川下貫入岩体を被覆する層厚約17mキのvcg層

(写真 9).層内に川下貫入岩体岩塊 (径 130cm

円礫),古第三系砂岩 (径2m角 礫),植物化石

などを挟在 .

5-8。 蔭平貫入岩体 (Gvr ld)模式地 :蔭平―

梶本の北東―南西800m～北西―南東400mにわたっ

て分布 .

5-9。 中野貫入岩体 (Gvr ld)模 式地 :中野

の東西400m,南北1300m,比高20m+の 侵食さ

れた岩体 .

5-10(1).間 ノ瀬川下流域貫入岩体 (Gvr

di)模式地 :間 ノ瀬川下流域の東西10m,南

北10m,厚 さ5m十の小岩体が東西方向に約 150

m離れて間ノ瀬川を挟んで 2カ 所に貫入 .

5-10(2).鶴の尾東部貫入岩体 (Gvr di)

模式地 三鶴の尾東部東西70m,南北80m,厚さ

5m+の岩体 .

5-10(3).藤尾貫入岩体 (Gvr di)模式地 :

藤尾入日の東西100m,南北70m,厚 さ5mキの

岩体 .

5-10(4).平野北東部の貫入岩体 (Gvr di)

模式地 :国道沿東西150m,南北400m,厚 さ 5

m+の岩体 .

5-10(5).矢上貫入岩体 (Gvr di)模式地 三

矢上の東西90m,南北150m,厚さ5m十の岩体 .

5-10(6)。 長龍寺貫入岩体 (Gvr di)模式

地 :長龍寺の東西100m,南北100m,厚さ15m

十の岩体。

5-10(7)。 東望貫入岩体 (Gvr ld)模式地 :

東望の東西300m,南北400m,標 高40m十 の岩

体 .

5-10(8).蛎道貫入岩体 (Gvr di)模式地 :

東西150m,南北200m,標高50m+の 岩体 .

5-10(9).か き道貫入岩体 (Gvr di)模式

地 :か き道の東西80m,南北50m,標高30m+

の岩体 .

5-10(10).か き道 4丁目岩体 (Gvr di)

模式地 :か き道4丁 目の東西100m,南北50mの

岩体 .

5-11(1).内田貫入岩体 (Gvr di)模式地 :

内田の東西50m,南 北50m,比高10m+の 岩体 .

5-11(2).佐 田貫入岩体 (Gvr di)模式地 :

佐田の東西70m,南北70m,比高10m+の 岩体 .

行仙岳北方と城ノ谷のデイサイ トは斑状・完

晶質～半品質であり累帯構造のある斜長石,角

閃石,ォパサイ ト,黒雲母,磁鉄鉱を含有 して

いる。石基には短冊状斜長石,燐灰石, クリス

トバライ トを伴い,ガ ラス基流品質組織を示 し

岩型はⅧ型である。本岩からは田島ほか(1985)

によって5.69± 0.44Ma FTの 年代値が得 られ

ている.

6.飯盛火山岩類 (ivr)

飯盛火山岩類は山崎・松本 0菰 田(1964)の 角

閃安山岩・藤津累層にあたるが,田島 0永尾

(2001)は 本岩類が黒雲母を微量に含有する複輝

石安山岩と角閃石デイサイ トから構成されるこ

とか ら飯盛火山岩類 (表 1,図 1,写真12)と 改称 し

て行仙火山岩類 (表 1,図 1,写真 8)よ り分離 した。

本岩類 も豊肥火山活動 [松本 (1963,1992)]に

属するもので下部は安山岩lf,上部はデイサイ

トldか ら構成され,火 回跡と火砕岩類は見 られ

ない.岩石は灰～淡緑色・斑状構造を示 しジル

コンをあまり含有 していない.

6-1.川下火回タフリング堆積物 (Ivr tfr*)

模式地 :川下火□ (牛の鼻 ぐり)の長崎火山岩

類溶岩を被覆 して分布する黄白色水底軽石流堆

積物で層厚2.3m± ,層内に骨針を含み最上部

に古第二系砂岩小礫を挟在 している.

6-2。 川下複輝石安山岩 (Ivr lf)模式地 :

川下の東西1000m,南北500m,比高140m+.

tfr=タ フリング堆積物
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6-3.香 田複輝石安山岩 (Ivr lf)模式地 :

香田の東西1000m,南北500m,比高140m+.

6-4.下釜複輝石安山岩 (Ivr lf)模式地 :

下釜の東西1000m,南北1000m,比高120m+.

飯盛火山岩類のうち川下複輝石安山岩,下釜

複輝石安山岩は斑晶として斜長石,斜方輝石 ,

単斜輝石,オパサイ ト,僅かな黒雲母とかんら

ん石を含有 し,石基には短冊状斜長石, クリス

トバライ ト,淡褐色ガラスを伴い,斑状でガラ

ス基流品質組織を示 し岩型はⅥd型 である.香

田複輝石安山岩には斑晶として斜長石,斜方輝

石,単斜輝石を含有 し,石基には斜長石,単斜

輝石,磁鉄鉱,淡褐色ガラスを伴い,填間状～

ガラス基流晶質組織を示 し岩型はVd型である。

川下海岸の川下複輝石安山岩 (表 1,図 1,写真10,

11)か らは,横瀬 ほか(1999)に より3.97± 0。 17

Ma K― Arの年代値が得 られている.

6-5.金比羅岳溶岩 ドーム (Ivr ld)模 式

地 :里の東西500m,南北750m,比 高194m+.

6-6.八 ノ久保溶岩 ドーム (Ivr ld)模 式

地 :八 ノ久保の東西1000m,南 北750m,比高

180m+.

6-7。 佐田岳溶岩 ドーム (Ivr ld)模 式地 :

東西750m,南北800m,比高120m十 (基底面の

標高150m).

6-8。 飯盛山溶岩 ドーム (Ivr ld)模 式地 :

東西750m,南北900m,比高190m+(基 底面の

標高110m).

6-9.八天岳溶岩 ドーム (Ivr ld)模 式地 :

東西1250m,南 北900m,比 高196m+(基底面

の標高100m).

6-10。 平木場貫入岩体 (Ivr di)模式地 :

平木場の各地に東西120m,南 北250m,比高40

m十以下のものが 5岩体分布 している.

飯盛火山岩類のうち溶岩 ドームは斑状～半晶

質で斑晶として斜長石,角 閃石,集斑状角閃石

を含有 し,石基には斜長石,単斜輝石,磁鉄鉱 ,

クリス トバライ ト,淡褐色ガラスを伴い,填間

状～ガラス基流晶質組織を示 し岩型はⅥd型 で

ある.

7。 岩脈

岩脈は山崎 0松本・菰田(1964),鴨川 (1971)

の逆入火成岩類,布袋 (1993)の 長崎火山岩類に

あたり,角 閃石安山岩質岩脈 (Hdi)お よび複

輝石安山岩質岩脈 (Pdi)に 区分される.

7-1。 角閃石安山岩質岩脈 (Hdi)模式地 :

切通のHdiは 幅150m,新鮮な岩体で流理が直

立 している.

7-2。 複輝石安山岩質岩脈 (Pdi)模式地 :

赤松9矢上一館,館南部,高城台,鶴の尾,松
原鶴川下流に貫入 している.赤松のPdiは 新鮮

で長崎火山岩類 (vb)と 矢上層群砂岩の境界

に貫入 し砂岩に傾動を与え,館南部のPdiは 矢

上層群の爽炭層に貫入 し,高城台および矢上―

館のPdiは矢上層群に貫入 している.鶴の尾の

Pdiは 長崎火山岩類 (vb)に 貫入 し黄鉄鉱脈

(含閃亜鉛鉱)を形成,松原鶴川下流のものは

喜々津植物化石層に貫入 している。本岩脈は川

平閃緑岩類と同時期のもので広 く周辺の長崎火

山岩類 (vb― tb―tf)に プロピライ ト変質を与え

ている.

8。 鮮新世玄武岩 (PB)

鮮新世玄武岩は大日向(1913),堀回(1963),

鎌田 。堀回(1975),松本 。田島(1979),白 木・

松尾 0松本 。田島(1992),自 木ほか(2002)に よっ

て記載された普通輝石かんらん石玄武岩 (ア ル

カリ岩)であり,新鮮で灰～黒色の溶岩 (表 1,

図1)で ある。

8-1.牧 島玄武岩 (PB lf)模式地 :曲 (層

厚52m+)お よび東海岸,谷水岬～黒島 (急冷

節理発達).

8-2.池T玄武岩 (PB pi+agglu+lf) 模式

地 :池下岬 (層厚50m+)の 基底部には枕状溶岩

が発達 .

牧島玄武岩,池下玄武岩はともに斑晶として

斜長石,かんらん石,単斜輝石,金雲母を含有

し,石基には斜長石,単斜輝石,磁鉄鉱,イ ル

メナイ ト,燐灰石,淡褐色ガラスを伴い,間粒

状～填間状組織を示 し,岩型はⅣb型のアルカ

リかんらん石玄武岩である.曲山頂の牧島玄武

岩の晶洞からは松本 0田島(1979)に より紫蘇輝

田 島 俊 彦

-36-一



顆

長崎市東部 行仙火山および飯盛火山地域の火成活動

0.5krn   l.Okm

■  構

場町

LEGEND―

19:一
20:―――-1

綱   柁   .鶴   僻   朽 a

6  7  8  9  "

1訂E月 2   3  14量厄は ら
16:推定火口  17:火 口  18:走向・傾斜  19:断層   20:推定断層

:e:池下東汀  kb:j‖ 下汀  Uh:牛 の鼻ぐり  ST:下釜員層および段丘堆積物

図1 長崎市東部 行仙火山および飯盛火山地域の地質図
Fig.1 13eologicai map of the Cyohsen and iirnori volcanic district,Eastern Nagasaki(〕 ity

*本
図作成には国土地理院, 5万分の 1地形図『長崎』および『肥前小浜』を用いた。
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長崎市東部 行仙火山および飯盛火山地域の火成活動

二 LEGEND ―

― 地層、火 山若類、 走 向・ 傾 斜 、火 日、 断層、 海岸 地 名 な ど 一

1:古第二紀層(PS),2:中 新世玄武岩(MB),3:喜々津植物化石層(KpF),4:樋ノロ複輝石安山岩(HpA),5:
喜々津火山角礫岩(Kvb),6:長 崎火山岩類(Nvr),7:行仙火山岩類(Gvr),8:飯盛火山岩類(Wr),9:角 閃石安

山岩質岩脈(Hdi),10:輝 石安山岩質岩脈(Pdi),11:鮮新世玄武岩(PB),12:有喜火山岩類(Uvr),13三 更新世玄

武岩(QB),14:下釜貝層および段丘堆積物(S丁),15:沖積層・ ダム(a),16:推定火口,17:火口,18:走 向・

傾斜,19:断層,20:推定断層,!e:池下東汀,Kb:り |1下汀,Uh:牛の鼻ぐり.

一 本報告 に使 用 した記 号・ 略号 ―

A:安山岩,B:玄武岩,D:デイサイト,abに 自破砕溶岩,「 :溶岩,pi:枕状溶岩,ld:溶岩 ドーム
,

di:岩脈,cg:礫岩,ss:砂岩,ms:泥岩,sh:頁岩,vb:火山角礫岩,vcg:火山円礫岩,tb:凝灰角礫岩,

tf:凝灰岩,agglu:ア グルチネート,vss:火山性砂岩,Bi:黒雲母,ph:金 雲母,Cpx:単斜輝石,Opx:斜
方輝石,0に かんらん石,Ho:角閃石,op:オパサイト,d:斜長石,qz:石英,ob:黒曜石,iに チタン鉄

鉱,mt:磁鉄鉱,cr:ク リストバライト,Zr:ジ ルコン,年代測定法 FT:フ ィッション トラック法,

K‐Ar:カ リウム_ア ルゴン法.

一 本域 の年代 測定値報 告書 ―
*1:田

島俊彦・松本篠夫・林 正雄(1985),*2:松井和典(1987),*3:松本征夫(1987),*4:横瀬久芳・梁島

達也・菊池 航・杉山直史・篠原 章 `竹内 徹・長尾敬介・小玉一人(1999),*5:白木敬一 。松尾弘昭・松本征

夫・田島俊彦(1992),*6:白木敬一・宮本光隆 0松尾弘昭 0植木有子・東 高照・永尾隆志 0松本征夫・田島俊

彦(2000),*7:宇都浩三・Nguyen Hoang O/1ヽ 栗和清・星住英夫・内海 茂(2002).

一 写 真 1～ 15の 説 明 ―

1.蔭平の古第二紀層 :N15° E033° Wを示す砂岩で溶岩 ドームの貫入によって傾動したと考えられる。本

域の古第三紀層は溶岩 ドームの貫入によっておおむねその外側に向かって傾斜している.

2。 高城台西部に現れた矢上玄武岩 :上位を長崎火山岩類のvbに被覆されている。本岩と同時期と推定される

神浦玄武岩は松井(198η によって 8,4± 1.4Ma K― Arの年代値が得られている.

3.古賀玄武岩は古第二紀層に貫入したような産状をしめし南部の矢上玄武岩に連続している。本岩の顕微鏡

写真(直交ニコル):Opx斑晶を赤～黄色Cpx縁 が取り巻いていてほかに長径 8mm大の曹灰長石巨斑晶や

Cpx縁 のある融食石英粒を伴うソレアイトである。Opx=450ミ クロン

4.牧島西岸には戸ヶ瀬水底火砕流堆積物が発達している。大部分は水底軽石流～火山灰流堆積物で内部に数

本の炭化木が見られ,周辺には水冷破砕したジグソー割れ目のある水冷火山弾やパン皮状～カリフラワー

状火山弾～放射状節理のあるジグソー角礫岩などが混在している.

5.喜々津植物化石層は橘(1957)に よって茂木植物化石層(後期中新世)に対比された.本層は層厚50m十の水底

降下軽石とtfの互層で下部から流紋岩質(qz―ob―Ho―Biの vss含有)～ デイサイト質～複輝石安山岩質に移化し,

大量の茂木植物化石群を挟在。喜々津植物化石層(一部海成)は本域の長崎火山(鎌倉山・虚空蔵山)の火山麓

扇状地最下部を構成している。山崎 。松本・菰田(1965)は 対岸の三浦半島で摺出石凝灰質岩層(喜 々津植物

化石層の扇端部)を記載している。
6.日 当の本化石層上部には多数の Coscjんοαjscas sp。 ほか～骨針(spicule=海綿類針状体)が見られるところか

ら,本域には中新世後期より海水域(古大村海)が あったことが想定される.《珪藻類の大きさ=20～ 50ミ クロン》
7。 池下東汀(Ie)に は新鮮な池下複輝石安山岩(長崎火山岩類)ablの 岩礁が 3カ 所に分布していたが現在は埋没。

本岩からは横瀬ほか(1999)に より 4.52± 0.24Ma K― Arの年代値が得られている。

8。 行仙火山の溶岩 ドーム群(黒雲母含有):左から普賢岳―行仙岳,船石岳,松尾岳溶岩 ドーム。本ldの デイサ

イトは完晶～半完品質,斑晶としてpl,Ho,Bi,(Opx― Cpx),qzを伴い,石基は斑状～部分的にガラス基

流品質組織を示し pl,mt,cr,Zrな どの微斑晶より構成されている。
9。 川下火山円礫岩層 :川下火口(Uh)の 100m西方汀の狭小域に分布するvb～ tb～ tfお よび降下軽石互層からな

る層厚17m十のvcg層 でブナ・ニレなどの大型化石を含有している.

10。 川下火口(牛 の鼻ぐり Uh)の タフリング堆積物と厚い川下複輝石安山岩lI右上),傾斜tfの左下はNvr.本岩
は斑晶としてpl,Opx,op,Cpxを 含有,石基は半品質でpl,crが 見られる。

11.川下火口(マ ール)の タフリング堆積物中には骨針(spicule=海綿類針状体)を挟在。本層(水底軽石流=層厚2.3

m)は固結後に上位lfの荷重および火道の収縮で火口底がV字状に陥没した.

12.飯盛火山の溶岩 ドーム群(角 閃石含有):右 より金比羅山,佐田岳,飯盛山溶岩 ドーム.本ldの デイサイトは

斑晶としてpl,Ho,opを含み,石基は斑状～ガラス基流品質組織を示し pl,mt,cr,淡 黄褐色ガラスな

どより構成されている。
13。 池下玄武岩基底部の枕状溶岩 :池下岬には層厚 4m十のハイアロクラスタイト中に多量の枕状溶岩(ガ ラス

皮殻は風化)が集積し,上位をCpx 01玄武岩lf(ア ルカリ岩)に被覆されている。
14。 碁盤ノ辻玄武岩の顕微鏡写真(直交ニコル):碁盤ノ辻と北方の尾根には新鮮でコンパクトなph Cpx 01玄

武岩溶岩が分布。中央右の淡黄緑色鉱物はph(金雲母),灰色短冊はpl.《画面横の長さ=約 3.Omm》

15。 最終間氷期の下釜貝層(標高-1.5mよ り3 Hlま で灰黒色ms～淡褐色砂質ms層 )を 被覆する下釜段丘堆積物

(貝層の上位を標高20mま で長径1.2mの 巨礫を伴うvcg層 )に漸移している。
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石 0金雲母が報告された.な お曲南海岸の玄武

岩質基底礫岩中には行仙火山岩類の中礫サイズ

亜角礫が挟在 している。また曲北海岸にはス ト

ロンボリ式噴火によるアグルチネー トが見 られ,

北に開いた火国が推定される.池下玄武岩 (表 1,

図1,写真 13)は 基底部に層厚 4mの 枕状溶岩 と

アグルチネー トがあるが大部分のガラス皮殻

(下部vb中 に厚さ2mmが残存)は風化 している。

本岩は白木ほか(2002)に よって研究され,曲山

頂の牧島玄武岩か ら2.78± 0.14Ma K―Arを ,

またこれを被覆する牧島HMAか らは2.32± 0。 1

4Ma K― Ar年代値が得 られている.

8-3。 川下玄武岩 (PB lf)模式地 :川下複

輝石安山岩に貫入するものは斑晶としてかんら

ん石,単斜輝石,集斑状単斜輝石を含有 し,石

基にはかんらん石,単斜輝石,淡褐色ガラスを

伴い,填間状～サブオフィティック組織を示 し,

岩型はⅣb型である.

8-4。 瀬古玄武岩 (PB di)模式地 :瀬古

東方林道崖に貫入 した幅1.2mの 岩脈.本岩は

石基に短冊状斜長石,斜方輝石,単斜輝石,か

んらん石,オ パサイ ト縁のある 2mm大角閃石

と単斜輝石, 2mm大集斑状単斜輝石, lmm
大の単斜輝石縁を有する融食石英を含有 し,石

基に単斜輝石,淡褐色ガラスを伴い,填間状～

ガラス基流品質組織を示 し,岩型はVd→c型で

ある.

8-5。 中里玄武岩 (PB di)模式地 :長崎多

良見IC付近に 3ヶ 所,行仙岳東峠に岩脈 とし

て貫入 .

9。 有喜火山岩類 (Uvr)

本域の有喜火山岩類については,山崎 0松本・

菰田(1964)が 藤津累層と記載 したもので,江 ノ

浦川～東大川以東に分布する有喜層については

田島(2008,2009)に まとめているので参考にさ

れたい。

9-1。 有喜層 模式地 :江 ノ浦川～東大川以

東に分布する更新世前期の火山麓扇状地 .

有喜火山岩類は横瀬ほか(1999)に より1.63±

0.09Ma K― Ar,宇都ほか(2002)に より1.60± 0。

06Ma K―Arの 年代値が得 られている.

10。 更新世玄武岩 (QB)

更新世玄武岩は山崎・松本・菰田(1964)が 松

浦玄武岩類としたが活動時期が不明瞭なので,

更新世玄武岩 (表 1,図 19写真14)と 呼称 した。本

岩は碁盤ノ辻～高岳付近の山頂や尾根に分布 じ

ているが,新鮮で黒色 0コ ンパクトな普通輝石

かんらん石玄武岩 (ア ルカリ岩)で ある.

10-1.高 岳玄武岩 (QB lf)模式地 :有喜

層[田 島(2008)]を被覆 して高岳山頂に分布する.

10-2(1).碁盤ノ辻玄武岩 (QB lf)模式地 :

碁盤ノ辻尾根の東西250m,南北400mに分布す

る。

10-2(2)。 碁盤ノ辻玄武岩 (QB lf)模式地 :

碁盤 ノ辻300m北東尾根の東西70m,南北80m

に分布 .

10-3.山 ノロ玄武岩 (QB lf)模式地 :山 ノ

ロ北方の尾根南斜面に流下 している.

高岳玄武岩,碁盤ノ辻玄武岩 (表 1,図 19写真

・14)お よび山ノロ玄武岩は斑晶として斜長石 ,

かんらん石,単斜輝石,金雲母を含有 し,石基

には斜長石,単斜輝石,燐灰石,磁鉄鉱を伴い
,

填間状～ガラス基流品質組織を示 し,岩型はⅣ

b型である.

更新世玄武岩の活動時期は測定値がなく不明

であるが,同層準と推定される国之津層群上部

の諏訪池玄武岩からは中田 0鎌田(1988)に より

0.6± 0.3Ma K― Arの値が得 られている。

11.下釜貝層 (S丁)および段丘堆積物

11-1.下釜員層および下釜段丘堆積物 (ST)

模式地 :下釜東部ST地点 (表 1,図 1,写真15),

層厚21.5m,最高標高は20mで あるが下釜員層

の層厚は4.5mで ある.下山ほか(1999)は 大江

員層をアイソトープ ステージ5e(12.5万 年前)

として最終間氷期の下末吉層に対比 し,下釜員

層はステージ5eよ り古い堆積物とした.

11-2.馬場段丘 模式地 :馬場,層厚10m十 ,

最高標高25m.…江ノ浦川の河成段丘堆積物 .

11-3。 藤尾段丘 模式地 :藤尾,層厚10m+,

最高標高27m.…瀬古川の扇状地堆積物。

11-4。 松原段丘 模式地 :松原,層厚10m十 ,

最高標高45m.…間ノ瀬川の河成段丘堆積物。
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馬場段丘,藤尾段丘,松原段丘などの堆積物

は下釜貝層とほぼ同時期のものと思われるが,

いずれも基底部が高い位置にあるところから下

釜貝層よりはやや古い堆積物と思われる.

久山,津久葉,員津付近にあった阿蘇 4火砕

流堆積物を挟在する段丘礫層は,堀回(1963),

阪口・西村・堀□(1989)に 記載されているが現

在は工業団地や市街地などに変貌 している.平

古場および土師野尾西部の谷頭の河床には複輝

石安山岩, コンパク ト玄武岩,角 閃石デイサイ

トの約70～ 100cm大の亜円礫状岩塊が多数散在

している.

12.地質構造

山崎・松本 0菰田(1964)は 行仙火山および飯

盛火山地域の古第二系走向線図を作成 し,本地

域の地質構造が両火山の溶岩 ドームの活動に支

配されていることを指摘 した.こ とに喜々津―

矢上間の地質構造は,走向はほぼ南北で西に向

かって40°～60° (最大80° 内外)の急傾斜を有す

る単斜構造に著 しい特徴があるとし,そ の理由

として “角閃石安山岩類逆入時の強大な圧力"

をあげている.こ の両溶岩 ドームの場合は
'溶

岩 ドームの平均密度と周辺の古第二系とその下

部にある潜在岩体の平均密度 との差によって生

じた浮力
*に よる溶岩 ドームの浮上"に よって

構造運動が発生 したと考えられる。永藤 (2007)

は矢上地域の八郎川を挟んで東側に分布する諫

早層群と西側に分布する矢上層群・長与層群と

の間に落差300～ 400mの 断層を推定 しているが,

本断層 も “行仙火山の溶岩 ドームに生 じた浮力

による岩体の浮上 (貫入)"に よって説明される。

九重里から松原にかけて分布する古賀玄武岩

はその南部で松原段丘に被覆されている.城平

～平野と連続する矢上玄武岩は高城台まで現れ

その南部で消滅 している.喜々津植物化石層は

北に20°～西に30° 傾斜 している.矢上では赤松

砂岩層が東に74° ,南 に50° ,そ の西方の中尾

ダムサイ ト北側の長崎火山岩類 (vb― tb)は西

に10°～14° 傾斜 しているが, これらは赤松複輝

石安山岩の貫入によって傾動 したと考えられる.

さらに戸ケ瀬西方にはブルカノ式噴火による長

崎火山の海底火□が推定される。川下海岸では

金比羅岳溶岩 ドームの浮上によって諫早層群

(ss)が 29°～35° 傾動 している.八天岳,飯盛

山,佐田岳溶岩 ドーム周辺の諫早層群 (ss― sh)

も10°～40° の傾動を受けている。牛の鼻 ぐりに

は南に開いたマールによるタフリング堆積物

(図 1,写真10,11)が見 られ,そ の上位に川下複

輝石安山岩が流下 した後,火道の沈降が起こり

見かけ上はV字状火口に見える.曲には北に開

いたス トロンボリ式噴火による火国が想定され

る。 この北東400mの 池下岬には池下玄武岩の

枕状溶岩からアグルチネー トに発達 した噴出物

が見 られる.飯盛町後田台地と前ノ島の間には

南落ち約90mの千々石断層 (約 18万年前)が推定

される.本地域の地質構造線 (断層・逆断層・

推定断層)は ほとんど行仙火山および飯盛火山

溶岩 ドームの貫入 (浮上)に よって形成された

ものであり,詳細は山崎・松本 0菰田(1964)お

よび鎌田・堀口(1975)を 参考にされたい。

13。 おわりに

本地域の古第二紀系は基盤岩類として広 く分

布 し,そ の上位を長崎火山岩類が被覆 している

が, これらは共に溶岩 ドームや貫入岩体の影響

をうけて傾動 している.露頭の見える喜々津川 ,

間ノ瀬川では溶岩 ドームや貫入岩体から約 150～

500m離れているが,古第二系 (ss)は 西～北西

に約 20°～80° と急傾斜 し,長崎火山岩類は西～

北に10°～20° と緩傾斜 している.長崎火山活動

の初期には海底～湖底に堆積 した白～黄白色凝

灰岩層 (層厚約50m)が発達 しているが,溶岩 ドー

ムで特徴づけられる行仙火山や飯盛火山には火

回跡と火砕岩類は見 られない.長崎火山の初期

～中期にかけてはブルカノ式噴火が起こってい

たが後期には静かな溶岩流出に移行して溶岩台

地を形成した。これに対し行仙火山や飯盛火山

は島原の眉山火山のように溶岩 ドームをつくり,

明確な火回跡も見られず火砕岩類をあまり放出

*溶
岩 ドーム全体に生じた浮力によって浮上 (貫入)し た。
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しないで静かに浮上 したものと推定される.

中新世後期になって長崎県南部地方では中新

世ソレアイ ト玄武岩 (約 8.4～ 7.3Ma)の 活動後に

長崎火山岩類 (約 5.7～ 4.5Ma),行仙火山岩類

(約 5.7Ma),飯盛火山岩類 (約 3.9Ma),岩脈な

どデイサイ ト～カルクアルカリ安山岩が活動 し,

続いて鮮新世 アルカ リ玄武岩・ HMA(約 2.8～

2.3Ma)の活動後に有喜火山岩類カルクアルカ

リ安山岩 (約 1.7～ 1.3Ma)が 活動 している.最後

に更新世アルカリ玄武岩 (約 1。 06～0.60Ma)の 活

動後に雲仙火山のデイサイ ト～カルクアルカリ

安山岩 (約 450～ 300～ 150～ 50～ 10～Oka)が活動 して

いる.以上のように本地方ではホットスポット

様の少量の玄武岩マグマの活動後に大量の島弧

火山のデイサイ ト～安山岩マグマが 3回 も噴出

している事実か ら,守屋 (1983)の A型火山 (A

2型 は存在 しない)が繰 り返 し活動 したと考えら

れる.以上のサイクルは単に偶然の事象とは思

われずホットスポット様の小規模玄武岩の活動

後に島弧火山の大規模活動が惹起されているよ

うに思われる.
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一 本地域の読みにくい地名 ―

網場 :Aba,船 石岳 :Funaishidake,行 仙岳 :Gyohsendake,土 師野尾 :Hajinoo, 日当 :Hiate,樋 ノロ :

Hinokuchi,補伽 :Hotogi,市 布 :Ichinuno,井 樋ノ尾岳 :Ibinoodake,池 下 :Ikeshimo,山帰来河内 :Ka

karagohchi,囲 :Kakoi,川 下 :Kawishimo,化 屋=毛屋 :Keya,木床 :Kidoko,転石 :Korobiishi,九重

里 :Kotsuzura,侍 石 :Saburashi,千東野 :Senzokuno,四 牛山 :Shigyuuzan,  下釜 :Shimogama,

正念 :Syonen,摺出石 :Suddeshi,館 :Tachi, 田結Tayui, 東望 :Tohboh, 有喜 :Uki,現川 :Utsuts

ugawa, 上畔 :Uwagena.
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