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1は じめに

筆者は平成22年,東彼杵町千綿川支流塩鶴川

下流域において九州新幹線西九州ルー トの建設

に伴 う地質調査を担当することとなった。その

東彼杵町から大村市にかけては多 くの火山岩類

の報告がある.調査地の火山岩はそれらの中で

いったいどれに対応 し,どのような構造をなし

ているのか,イ メージが全 くつかめない。そう

いう中で幸運にも火山岩の構造が容易に理解で

きる露頭を発見 し,な んとか報告書を取 りまと

めることができた.

本書は地質踏査,ボ ーリング及び鉄道 トンネ

ル切羽の結果を踏まえた地質分布と地質調査に

伴 う現位置試験を紹介 したものである.な お本

書作成にあたり鉄道 0運輸機構九州新幹線建設

局並びに鹿島 。梅林 。長崎西部特定建設工事共

同企業体彼杵 トンネル」Vご一同様には多大な

ご協力を頂いた.こ こに記 して感謝申し上げる.

2地形地質概要

調査地は九州自動車道東彼杵インターチェン

ジから南東2kmに位置する塩鶴川下流域である。

同下流域の西方には直径2kmの 円形をなす(赤

木)玄武岩台地が横たわる.塩鶴川は調査地か

ら北東3kmの陸上自衛隊大野原演習場付近から

西流 し,玄武岩台地に当たると南に流路を転回

させる.そ して本流千綿川と合流 して大村湾に

注いでいる。

塩鶴川周辺の地質は多良岳火山の噴出物を基

盤岩として大野原玄武岩類が覆 う構造となって

いる。南に流路を転回 した塩鶴川下流の左岸と

右岸には切り立った崖が連続する.調査地では

上流にガラス質安山岩,下流に凝灰角礫岩の崖

が確認できる(写真4,5).

1 塩鶴川地
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崖錐堆積物は谷間を埋める玄武岩や安山岩の

崩落物である。また,安山岩や凝灰角礫岩の崖

の頂きにも岩塊転石が多 く認められる.こ れは

玄武岩溶岩の先端が崩壊する過程でもたらされ

たものと推察する.

3地質

塩鶴川周辺の地質踏査を実施 し,地質平面図

を作成 した。分布する火山岩はガラス質安山岩 ,

凝灰角礫岩,玄武岩溶岩である(図0.ま た,

ボーリング(図 4中 NQ5孔 )に 流紋岩質の安山岩が

確認された.地質調査後に掘削された工事用斜

路に,そ の流紋岩質安山岩の報告があった.流

紋岩質安山岩とガラス質安山岩の密度を比較す

ると前者が小さい.軽いものは浮き上がる.そ

してその分布が谷間に限定されることから流紋

岩質安山岩は貫入岩体の可能性がある.

ガラス質安山岩26.lkN/m3

凝灰角礫岩の礫はやや角のとれた角礫(巨礫 )

と細粒部からなる.両者は密着 しており,ハ ン

マーの打撃程度ではびくともしない.

ガラス質安山岩はサヌカイ ト質で,ハ ンマー

の打撃で「ちんちん」と音を発する.比較的塊

状をなすものが多い.

玄武岩溶岩はガラス質安山岩と凝灰角礫岩上

に流出 したものである(写真2).そ れ らの間に

は赤色の凝灰岩を挟在する。玄武岩溶岩下端に

板状節理が認められ,そ の上部は塊状となって

いる.典型的な溶岩流の産状である.地質平面

図上で本線 トンネルにも, この構造が保存され

ていると推定 したところ,本線 トンネル掘削中

にその報告をいただいた(写真3).

写真2玄武岩溶岩

玄武岩 丁uff:凝灰岩 丁b:凝灰角礫岩

写真3本線 トンネルに出現した玄武岩溶岩

ところで,玄武岩とガラス質安山岩はともに

ガラス質で黒 くその区別が難 しい.岩石の色調

は水に浸 して判別するようにしているが, この

場合両方とも黒 くなってしまい同じに見える.

そこで通常とは逆に乾燥させて色調を比較する

と,両者の違いがよくわかった.
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流紋岩質安山岩22.7kN/m3

ガラス質安山岩

写真1ガ ラス質安山岩
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4弾性波を利用 した工学的評価

土木地質では地盤(地質)を 数値化することに

よって構造物の設計を行う。数値化にはいろん

な試験があるが(例 えばN値 ),そ れ らの一つに

弾性波速度により支持層の判定を行 う方法があ

る(表2).弾性波速度のP波とS波のうち,S波を

使って支持層としての適否を判断するのである.

弾性波速度の測定にはボーリング孔を利用する

PS検層が一般的となりつつある:

図2 PS検層のイメージ

PS検層測定状況(図2の○で囲つたところ)

カケヤで起振させて弾性波(P波 とS波)を測定する

図3は本調査で得 られた弾性波速度を地質別

に分類 したものである.
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図3地質別P波とS波

Sh:頁岩 An:ガラス質安山若 Tb:凝灰角礫岩

表2地盤と基礎

5あ とがき

調査地にはガラス質安山岩の崖をあちこちに

見ることができる.岩片だけだと玄武岩に見え

る。 しか しその崖(例 えば写真 1)を 眺めている

と, どうも気に入 らない.そ んな時に写真2の

切土面である.そ れは,30年 もの昔,当時の上

司と眺めた佐賀県のあるダム現場の切土面(露

頭)を 思い起 こさせるものだった.そ の切土面

は花こう岩の上位を凝灰岩と玄武岩溶岩が覆う

ものであったが,写真2は花 こう岩が凝灰角礫

岩になっただけである。これで初めのもやもや

が吹き飛んだ.あ とは切土面が示す構造をバ ッ

クボーンにあがってくるボーリングコアと数値

から地質断面図を描 くだけである.

土木地質にはN値 というす ぐれものがある.

しかし,あ まりに便利すぎてどうも地質構造が

忘れられているような気がする.先ずは地質構

造であろう.地質構造は地すべりや地下水流動

の原点である.

また,ボーリングコアとN値は詳 しいが,そ

れを展開させた地質構造についての説明が不足

している報告書をみかけることがある.そ れは

（く
簸
）褒
鉱

年代(以新 Vs(m/s)

200万年 工学的基盤

2500フデ生再

6500フラ生再

地層の種類 基礎の意味

新第三紀層

古第二紀層

中公新書,地震と防災p.124
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地質を理解する人材が年々減少 していることと

無関係ではないだろう.地質学を社会人になっ

てから学ぶより,や はり高校や大学から学ぶ方

が理解 しやすい.地学は理科 4科 目の内の一つ

難導塩轟i‡ :壌質芋藤轟

でありながら,新聞にセンター試験の問題 も解

答 ものらない.現状の地学教育ではそういう人

材は生まれにくい.残念なことである. 以上

10参 定奪幸雛

童武藩、ガ拳ス賞安轟最難瞳壼こ
貫入してなt轟鐵鍍戦灘資曲曇

写真5ガラス質安山岩が崩壊 してできた転石群
転石群の後ろにはガラス質安山岩の崖がある

等

写真4崖をつくる凝灰角礫岩
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