
長崎県地学会誌 第76号 22-25 (2012)

第230回 (平成22年 10月 31日 )

大村市武留路山 (寄生火山・側火山)周辺の火山層序

地形図 1/25,000「 大村」・「武留路山」

(川棚高等学校)

(大村市)

奄美大島で大きな被害を引き起 こした台風14

号も四国沖から関東方面に向い,当 日は曇り時々

晴れの天気であった。資料として,地形図,地

質図 (阪 回 1998)と 玄武岩の対比表を用意 し

た . (位置図 図2,)
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① 野岳町鉢巻山

鉢巻山は,玄武岩の噴石,ス コリア層,溶岩

か ら出来た334.6mの 山で,頂上は展望所 とし

て開かれ,彼岸花の時期には多 くの見物客で賑

わう.頂上には多孔質の火山弾 (不定形)が散

らばっている.頂上に向かう車道沿いでは標高

300m付近でN35° E方向,幅 0。7mの岩脈 と標

高330mの駐車場横の崖ではN30° E,80° W,

幅1.7mほ どの2本の岩脈 (図 1,写真 1)が観

察される。眼下には,大村扇状地が広がり (写

真 2),大村湾の対岸奥には南か ら行仙岳火山

群の溶岩 ドーム,南から南西には岩屋山をはじ

めとする長崎火山,正面 (西)に は西彼杵半島

の山々が連なっている.右手には東彼杵の虚空

蔵山,さ らに手前には武留路山や飯盛山が見え

る.東 には多良の山々連なっている.かつては

鉢巻山の周辺のあちこちで赤いスコリアの層が

観察されたが,近年は圃場の整備と,草の繁茂

で見えにくくなっている (写真 3).

② 東野岳町 郡岳西登山口付近

ここでは,サ ヌカイ ト状のガラス質安山岩を

観察 した.遠目郷に抜ける道路脇に黒色,緻密 ,

風化面が跛状に見える厚さlmほ どの溶岩 と転

石が連続 して分布する.こ こではこのガラス質

図 1 鉢巻山玄武岩岩脈位置図
(yahoo Japan、 ゼンリン地図を使用)

安山岩の成因について安山岩溶岩の単なる急冷

層であるとの考えだけでよいのか,そ れとも針

尾島明星の鼻付近のサヌカイ トの例のように安

山岩の成分と関係があるのではないか。もし,

急冷層とするとこのガラス質安山岩溶岩は付近

に分布する複輝石安山岩溶岩の下底なのか,上

面なのかあるいは溶岩流の間に挟まれているの

か.と いう疑間が出された. (写真 4)

③ 東野岳町 綿打池

ここは,飯盛山をつ くる複輝石安山岩の一部

で,厚さlcmほ どの密な板状節理を示す部分と,

塊状を示す部分がある.こ の池は南の野岳湖と

同じく江戸時代に造 られたものである.こ こか

ら, ゴルフボール場を抜け飯盛山の南を通る農

道を下る,途中にはガラス質安山岩の転石が数

多 く見 られた.

④ 木場郷 江の串川中流

この谷底の複輝石安山岩 も密な板状節理を示

す (写真 5).ミ ツバチの箱が3個おかれている.
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阪 口 和 則

イノシシ用の鉄製の大きな罠 も仕掛けられてい

た.高 さ50mほ どの谷全体が複輝石安山岩の溶

岩から出来ており,さ らに飯盛山を中心に広い

範囲に広がって分布する。この安山岩溶岩は小

形 (1989)の 多良岳古期安山岩類に当たる.

⑤ 一つ石郷 大田代池 (こ こも江戸時代に作

られた溜池である) 昼食

⑥ 武留路山北西

太田代池から武留路山の北を通る細い道を通

り地点⑥に達するcこ こでは,ガ ラス質安山岩

が観察される.周 りは複輝石安山岩の溶岩であ

る.武留路山の西から南にかけての標高200m

付近までは複輝石安山岩からできており,角 閃

石安山岩は出てこない.餅の浜川の渓谷もすべ

て板状節理の発達した複輝石安山岩である。

⑦ 武留路山中腹

茶畑になっており畑の崖は確実に複輝石安山

岩で,ガ ラス質安山岩も礫として崖錐の中に応、

くまれている。標高230m付 近の道路脇には角

閃石安山岩の露頭が見 られ (写真 6),頂上

〔露頭写真〕

洪J 山 和 昭

(標高341m)ま で分布する.こ の角閃石安山岩

は小形 (1989)の 多良岳新期安山岩類に当たる.

③ 武留路山西 高速道路脇

高速道路工事が行われている頃 (1988)に 観

察された (写真 7)が,現在では露頭は見えな

い.

⑨ 松原3丁 目

複輝石安山岩と鉢巻山玄武岩の境界 (写真 8),

下位から複輝石安山岩,ス コリア層そして玄武

岩溶岩の露頭 (1992),現 在は藪に覆われて見

えない.

⑩ 武留路山東に最近つくられた道路脇でかろ

うじて吹きつけの間から複輝石安山岩とスコ

リア層の接触部が観察できた (写真 9)。

参加者 山川続,渕山和昭, 阪回和則 3名

写真 1 鉢巻山の噴石丘を貫 く玄武岩岩脈 覇「≡藝2 鉢巻山の下に広がる大村扇状地 (東西4km、 南北8km)

写真 3 鉢巻山の1ヒ東にある池の周りに分布するスコリア層  写真 4 遠目郷に抜ける林道脇のガラス質安山岩
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大村市武留路山 (寄生火山・側火山)周辺の火山層序

写真 5 江の串川の安山岩溶岩の板状節理

■■ ■■■■‐■     ^・ ‐ '・■■ 1:

写婁三7  観察地点③の武留路山角閃石安山着と複輝石安山岩の接触部(1988)

写真 9 観察地点⑩の複輝石安山岩と鉢巻山玄武岩の境界、下
位から複輝石安山岩 (20cmほどの白い風化帯より下)、

厚さlmほ どのスコリア層そして玄武岩溶若

写真 6 観察地点⑦における武留路山角閃石安山岩溶岩の露頭

巧「蓼藝8 観察地点⑨の複輝石安山岩と鉢巻山玄武岩の境界、下位か
ら複輝石安山岩、スコリア層そして玄武岩溶岩 (1992)

覇:婁藝10  鉢巻山から見た武留路山の溶岩ドーム

中腹の道路から頂上までが角閃石安山岩で、道路より低い

位置には複輝石安山岩の板状節理の発達した溶岩が分布する
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阪 口 和 則 渕 山 和 昭

図 2 観察地点位置図 (国土地理院1/25′000 「武留路山」平成13年 4月 を使用)

長崎県地学会誌 第76号 25-28(2012)

(平成23年 11月 20日 )

大村駅前 ドラッグス トアモ リ駐車場9時50分

集合,朝から曇 りで風が強 く寒かった,あ とは

徐々に晴れて午後には快晴になった。参加者は

5名,参加予定の武内さんが少 し遅れたため,

最後まですれ違いで落ち合うことができなかっ

た.途中,携帯で連絡を取ったが, うまくいか

なかった.巡検時の連絡方法の工夫が必要であ

ることを痛感 した.

① 萱瀬ダム駐車場 ここで,車をおいて洪J山

大村市郡川沿いの地質見学

地形図 1/25,000「 多良岳」

貝J(大村市)

昭 011棚高等学校)

さんの車に全員乗り込み, 1台 で行動するこ

とにした.多良岳火山は,鮮新世から更新世

の火山で,下位から先多良岳安山岩類,多良

岳古期玄武岩類,郡川安山岩類,多良岳古期

安山岩類,多良岳新期玄武岩類,多良岳新期

安山岩類に分けられている (小形 1989).

萱瀬ダムの左岸は起伏に富んだ集塊岩特有の

地形を示 し,郡川安山岩類が分布する.郡川

安山岩類は, 1つ の成層火山を形成 していた
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と考えられている.長崎県側ではここだけで,

あとは佐賀県側の平谷北方,吉田川上流,赤

岩などに分布する.(写真 1)

② ダム駐車場から引き返 し,中岳の新 しく造

られた林道 (1/25000の 地形図には示されて

いない)沿いに車を進める.角礫岩 (バ スケッ

トボール～野球ボール大)を主体とする大露

頭が続 く,一部にlm足 らずの層状を示す部

分が見 られる (写真 2).こ こでは携帯のナ

ビを使って位置確認を行ったが,位置確定に

失敗 した.の ちに道路の出入 りを再度見極め

て位置を確かめた.

③ 溶岩と火砕岩の互層が見 られる.溶岩は不

規則 レンズ状で,溶岩は厚さ10m以下の薄い

ものが多 く火砕岩中に何枚 も挟まれている。

ここでは少なくとも6枚の溶岩流を観察 した.

崖の高さは10mほ どである.こ の崖の下部に

は厚さlmほ どのラミナの発達 した砂礫層が

挟まれている.殆 ど水平に近いがやや南に傾

斜 しているように見える。

その傾きは,そ の後の地殻変動によるものか,

堆積当時の環境によるものか, この堆積物は

湖沼の堆積か,河川に沿った堆積か, この堆

積物ができるのに何年かかったか,そ してそ

の時代はいつか,な ど活発な楽 しい討論が続

いた (写真 3).こ の露頭の郡川を挟んだ対

岸にも郡川安山岩類が分布 し,険 しい崖をつ

くっている.第 206回 (平成 16年 )の巡検会

で訪れた仏の谷の大きな洞窟 (歴史的に知 ら

れる郡崩れの発端をなした場所で,間 口12m,

奥行き7m, 高さ4.5m)は ここにあり, この

洞窟の床は厚さ2mほ どの淘汰のよい砂層 と

ラミナの発達 した砂礫層からなる.③地点の

南では溶岩と火砕岩の互層の上に黄色の最大

厚さlmほ どの砂層が レンズ状に挟まれてい

る.(写真 4)こ れ らは,水の存在下で火砕

岩が再堆積 したものである.こ のような火山

砕屑物が萱瀬 ダム直下か ら標高534mの 高所

まで険 しい地形をつ くりながら続 く.

④ 萱瀬ダム左岸の道路沿いの崖は完成ととも

に被われてしまい, この露頭 しか残っていな

い.こ こでは,玄武岩質の岩脈が数本観察さ

大村市郡川沿いの地質見学

れる.岩脈の幅はlm以下である.こ の岩脈

は郡川安山岩類の成長と関係のある岩脈と思

われる.郡川安山岩類の岩石は,かんらん石

普通輝石玄武岩～普通輝石斜方輝石安山岩で

ある。 (写真 5)

⑤ 黒木キャンプ場 変質 した安山岩

黒木を中心にして変質 した安山岩が分布す

る,川底は変質 したバ レーボール大の角礫を

含む凝灰角礫岩で,やや緑色を帯びている.

(写真 6)経 ヶ岳を背景に記念写真を撮った,

秋の山は黄色や赤で美 しかった,紅葉の時期

まではも少 しである.

⑥ 黄鉄鉱採集

落石などのため,最近は車の通行ができな

くなっている。当日は車が多 く駐車場はいっ

ぱいで,道路にまで駐車 していた。下の駐車

場に車をおいて10分程度歩いて現地に到着 し

た.現地までの道路沿いには方状節理の発達

した黄褐色～黄白色に変質 した厚い安山岩

(黒雲母角閃石安山岩あるいはデイサイ ト)

溶岩が続 く, これが風化 して崖崩れを起こし

ている.小 さな堰堤の上を通る道路が新たに

造られ,道路脇には多くの砕石が積まれてあっ

た.そ の中から黄鉄鉱の採集をした.木立の

中で光がよく射 し込まず.キ ラキラした黄鉄

鉱を見つけるのに苦労 した。 1時間ほど採集

に当てた.大 きな結晶はなく,ルーペで確認

できるくらいの大きさである。脈状に入 り,

黄鉄鉱の廻 りは一面緑色をしている。小さな

水晶の結晶も見 られた.大 きな脈がないかあ

ちこち探 したが,見つけることはできなかっ

た。20年 ほど前,道路の拡幅工事が行われた

際には見事な黄鉄鉱の集合を採集できた.溶

岩だけでなく,灰色の角礫岩の転石も見 られ

たので,溶岩と角礫岩の互層で出来ていると

考えられる。小倉勉 (1916)は, これを英閃

アンデン岩 (Hornblende dacite)と し岩松

デイサイ トと同定 した,そ の年代は中新世と

いうことになる.小形 (1989)は多良岳古期

安山岩類,多良火山の活動の前期 (更新世前

期)と し,松本 (1973)は山陰系角閃石安山

岩 (多良岳,五家原岳をつ くる溶岩),更新
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阪 口 和 則

世中～後期, として記載 しており,そ れぞれ

年代が違っている.

0 今後は会員の参加を誘 うような目玉のある

巡検会の計画が必要だ.

・ 衛星写真で見ると,黒木の谷は,は っきり

した リニアメントとして確認できる.ま たこ

れと平行 したリニアメントも見 られる.こ れ

と地質との関係はどうだろうか.

・ 郡川安山岩類が火山をつ くっていた頃は溶

岩や火砕岩の堆積で現在の郡川はせき止めら

洪J 山 和 昭

れてその当時の川は今の郡川方向には流れて

いなかったはずだ.かつては佐奈川内川の向

きに流れていたという説 もある。河川の争奪

があったのだろうか。

・ 河川は下流から上流に向かって発達 してい

くという説明もあった.

などの意見や説明があり,に ぎやかで楽 しい巡

検会を終了できた.武内さんから黒木の熱水変

質について専門的な話が聞けなかったのが残念

であった.

剛 沖機鐵と人工造痙地

国 鍔癬火器滝鐘機鞠

国 彗麗大山轟籐岩

国 大山鸞轟紙饉堆簑誘

舅 要良轟銹麟貴幾彗頸

轟趾暑夢豊醸新麟量熾彗類

圃 北曲性醸繹

涯鳳曇藤鼠蕃奮麟資曲器類

咤炒曇轟∫|IAは 慧簸

鰈輻曇夢・鼠轟奮醸菫鐵驚畿

薮Ⅲ暑先夢奥轟安曲織畿

藪翻]層 選地域の火曲岩類

匡≡∃ 古第二紀層

卜茫:熱 水変質帯瞳          __A'運葉織雛
蠅質 購 藤憑

大村市周辺の地質図 (小形昌徳、1989 原図 切り取り、一部加筆) で難機

観察地点位置図 (国土地理院1/25′000 「多良岳」平成12年 9月 を使用)
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大村市郡川沿いの地質見学

起伏の激 しい地形で,

砕岩からなる部分 .

(1999.5.6撮影)

郡川安山岩類の主に降下火

写真 3 火砕岩と凝灰岩層
薄いレンズ状の溶岩流を 6枚 ほど含む火砕岩の崖

(高 さ約10m),下 部にはラミナの発達 した凝灰質
砂層

写真 5 郡川安山岩類の火砕岩を貫く同質の岩脈群
君『川安山岩類からできた火山の溶岩や火砕岩を供
給 した岩脈の可能性がある。

写真 2 火砕岩の露頭

握 りこぶ し大の角礫を主とする火砕岩で中間に層

状をした凝灰岩層が見 られる.

写真 4   火砕岩を被う凝灰岩層
薄い数枚の溶岩を挟む火砕岩層 (高 さ5m)を 被
う凝灰岩層 (lm), さらに,火砕岩に被われる。

写真 6 黒木キャンプ場 変質安山岩
川底には,変質 して緑色を帯びた火山角礫岩が広
がっている。

写真 1 萱瀬ダム左岸、ダム嵩上げ工事
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