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研 究 報 告

はじめに

この地域の地質については,小倉 (1916),

高橋・倉沢 (1960),松本 (1973),小形 (1989),

小形・高岡 (1990),阪 回 (2004)な どの研究

報告がある.

2004年 に,田原溜池北方約 lkmの聖母ノ騎

士園の西300mに ある石切場 (吉次砕石,2005

年)で新たな露頭が出現 した.こ こでは,当地

域の最上部層と考えていたガラス質安山岩を含

む多良岳新期安山岩類 (小形 1989)の 上位に

スコリア層を挟んで含紫蘇輝石かんらん石普通

輝石玄武岩が乗っていることが観察された.こ

れを,多良岳新期玄武岩類に属する玄武岩と定

義 した。以下に,小長井町から太良町の糸岐川

流域までの地質図 (図 1)を もとにしてこの地

域の地質について述べる.

地質概説

小長井町は多良火山区 (松本 1973)の 南西

に位置 し,新生代,新第三紀鮮新世から第四紀

更新世の火山岩類と完新世の阿蘇火砕流堆積物

および沖積層からできている。

この地域の玄武岩はすべて溶岩と火山砕屑岩

からできており,小長井町を西北西から東南東

方向に山茶花,田原溜池西,坂下,毘沙天岳 ,

日ノ辻,竹崎に分布 し,い くつかのスコリアコー

ンをつ くっている.こ れらは従来 (例えば松本

1973,小形 1989),田 原山,毘沙天岳,竹崎
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島, 日ノ辻の玄武岩を新期玄武岩類とし,そ の

ほかの玄武岩は松浦玄武岩類に分けて記載され

ていたが,そ の両者を区別する野外での証拠を

つかむことができなかったので, ここでは, こ

の地域に分布する大部分の玄武岩を小形 (1989)

の多良岳古期玄武岩類として記載 し, これを毘

沙天岳玄武岩と称する.

これを不整合におおって凝灰角礫岩 (一部亜

円礫)があり, これを足角凝灰角礫岩と称する。

その上位に角閃石複輝石安山岩が乗 っている.

この角閃石複輝石安山岩はガラス質安山岩を含

むことから,小倉 (1916)の讃岐岩,高橋・倉

沢 (1960)の 第Ⅱ期安山岩あるいは小形 (1989)

の多良岳古期安山岩類に対比され, これを広川

良角閃石複輝石安山岩と称する.大村市の裏見

の滝や東彼杵町の竜頭泉に分布する安山岩や佐

賀県風配高原の安山岩に相当する.

毘沙天岳玄武岩は小形 (1989)の多良岳古期

玄武岩類に相当し,広川良角閃石複輝石安山岩

(多良岳古期安山岩類)に おおわれ, さらに吉

次採石場で出現 した含紫蘇輝石かんらん石普通

輝石玄武岩 (多良岳新期玄武岩類)に おおわれ

る.こ れを平原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石

玄武岩と称する.

本地域の最高高度を示す帆柱岳 (742.lm)

は角閃石安山岩の溶岩円頂丘からできている。

これは多良火山活動最終期に噴出した角閃石安

山岩の溶岩で,高橋ほか (1960)の第Ⅲ期安山
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岩,松本 (1973)の山陰系角閃石安山岩類,あ

るいは小形 (1989)の多良岳新期安山岩類に相

当する.(第 1表,第 1図 )

広川良角閃石複輝石安山岩は帆柱岳の南東に

ある小長井町の最高峰である通称二番多良(650

m)か ら南の黒新田名付近の高地にかけて分布

写真1 大浦ダム 毘沙天岳玄武岩のスコリア堆

積物を貫 く平原玄武岩溶岩

する,黒色ガラス質の安山岩 (小倉勉 (1916)

のサヌカイ トを伴 う安山岩)である.こ れをお

おって黒新田付近に分布する火山麓扇状地堆積

物が分布する.さ らに北部の遠竹から丼崎,南

部の長戸,帆崎付近の海岸沿いには白色の阿蘇

火砕流堆積物が分布する.(第 1表 )

岩質は普通輝石かんらん石玄武岩である.

山茶花高原や佐賀県竹崎,大浦日ノ辻の玄武

岩類 もこれに相当 し,竹崎玄武岩のK―Ar年代

は3.2± 0.6Maが得 られている (長瀬 1980).

[分布]

その分布は西部の山茶花高原付近から始まり,

小長井町を北西から南東におおって土井崎の海

岸付近,北部は糸岐川流域,船倉, 日ノ辻,竹

崎まで達 している.模式地は,遠竹名毘沙天岳

と田原名城山である.山茶花,田原溜池西 ,

坂下,毘沙天岳,西の長里川流域,境川流域の

一部および北東部の佐賀県太良町の日ノ辻,竹

崎,糸岐川流域に分布する.

[肉 眼的特徴]

長里川では灰色 0黒色,塊状の溶岩で縦方

地質各論

1.毘沙天岳玄武岩・降下スコリア堆積物

小長井町付近に広 く分布 し,佐賀県の大浦ダ

ム付近では平原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石

安山岩に貫かれ (写真1),小長井町長里川の流

域では足角凝灰角礫岩 (一部亜円礫)に不整合

におおわれる.小形 (1989)の 多良岳古期玄武

岩類に相当する.

毘沙天岳かんらん石玄武岩溶岩は,遠竹小学

校や田原溜池付近などで10m以上の非常に厚い

赤色の玄武岩質降下スコリア堆積物を伴ってい

るのが特徴で (写真 2), これを貫 く同質の岩

脈あるいは溶岩流 として観察される.

黒金,御手水付近の体石川では溶岩と降下火

砕岩が細かく互層を繰 り返す (写真 3).

阪 口 和 則

小長井町遠竹 毘沙天岳玄武岩のスコ

ア堆積物

第 1表  小長井・大浦地区火山層序表

年 代 火 山 層 序

完新世 6。 阿蘇火砕流堆積物 (Aso-4)

更新世

5.火山麓扇状地堆積物 (く され礫状)

4.帆柱岳角閃石安山岩 (Hb―An)       多良岳新期安山岩類

3。 平原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石玄武岩 (HyHb)AugOl― B
多良岳新期玄武岩類

2a.広川良角閃石複輝石安山岩 (ガ ラス質安山岩を含む)(Hb2Py― An)
2b.足角凝灰角礫岩 (一部亜円礫)層 (2Py―An)(通称どんく岩)

多良岳古期安山岩類

鮮新世 1.毘沙天岳玄武岩 (Aug01-B) 多良岳古期玄武岩類
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(国土地理院 1/25000
2 多良岳古期玄武岩類
5 多良岳新期安山岩類

「肥前大浦」「多良」を使用)

3 多良岳古期安山岩類
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向の幅50cmほ どのおおまかな柱状節理が見 ら

れる.溶岩の厚さは 4m以上で,斜長石と輝石

の小さな斑晶が見 られ,かんらん石は見えない.

毘沙天岳ではややピンク色をおびた灰黒色の岩

石で,塊状ないし弱い板状節理を示す。斜長石

の斑晶は小さく,少ない.かんらん石が肉眼で

観察できる.と くに,土井崎の浜では 3～ 4 mm

ほどのアメ色をしたかんらん石の結晶が見 られ

る.

[顕微鏡的特徴]

長里川では結晶の大きさが連続的に変化 し,

石基鉱物と斑晶鉱物の区別ができないいわゆる

シリイット組織を示す.l mm程度の短冊状ある

いは方状の斜長石 と0.5mm以 下のかん らん石 ,

0.8mm以 下の普通輝石か らなり,ガ ラスは含ま

ない.毘沙天岳付近の玄武岩とは斑晶鉱物とし

て含まれるかんらん石と普通輝石の大きさの違

いによって区別できる.毘沙天岳かんらん石玄

武岩は斑状組織を示 し,斑晶として1.Omm以 下

の普通輝石を含み, ときに1.5mm位 の大 きさの

ものも見 られる.紫蘇輝石は観察されない.か

んらん石はほとんど周縁がイデングサイ ト (針

鉄鉱と層状格子珪酸塩鉱物との混合)に変化 し

一般に小さい,土井崎のものは1.5mm以上の大

きさのものが含まれている。斜長石は短冊状で

大部分が融食されて多 くの亀裂を持っている.

斜長石中に普通輝石が取り込まれているものが

観察される。城山のものは石基が磁鉄鉱の多い

黒い部分と少ない白っぽい部分が不規則なまだ

ら模様を示 している.石基は短冊状の斜長石と

わずかのガラスからできている。

2a.足角凝灰質角礫岩 (一部亜円礫)層

(通称どんく岩)

[分布]

高来町金崎名,水ノ浦名から,小長井町長里 ,

足角,舟津,大揚名,川 内名付近まで小長井町

の南西部から高来町にかけて小範囲に分布する.

長里,足角付近では平原含紫蘇輝石かんらん石

普通輝石玄武岩に直接おおわれている.に ぎり

こぶ し大からバ レーボール大の安山岩質角礫あ

るいは亜円礫からなり同質の粗粒の砂によって

充填されている (写真 4)。 水ノ浦名の浜では,

表面に一辺が 5～ 10cmほ どの四角から六角の亀

裂や多孔質スコリア状あるいは流状の構造を持っ

た火山岩の礫が多 く見 られる.多良火山噴火初

期の土石流堆積物であろうと考えられる.大揚

名付近では,上位の広川良角閃石複輝石安山岩

(ガ ラス質安山岩を含む)の溶岩によっておお

われ,清水西の長里川沿いでは毘沙天岳かんら

ん石玄武岩溶岩をおおっている.下位の玄武岩

との境では湧水が見 られる.

2b.広 川良角閃石複輝石安山岩 (ガ ラス質安

山岩を含む)

[分布]

帆柱岳の南東の通称二番多良から南に黒新田

名,大揚名,水ノ浦名まで,南東へ山茶花高原 ,

風配高原,黒仁田,築切,佐賀県では牛尾呂付

近などに広 く分布する.こ の溶岩は板状節理が

発達 し,長里川の中流や高来町の落合川あるい

は風配高原などでは大きな断崖をつ くる.聖母

の騎士園西の採石場ではこの安山岩を採掘 して

いる (写真 5).二番多良岳か ら黒新田や山ノ

神にかけての高所ではガラス質安山岩 (小倉勉 ,

1916の いうサヌカイ ト)を含むのが特徴である.

[肉 眼的特徴]

灰黒色～灰色で,顕著な板状節理を持った大

きな崖をつくる.斑状組織が明瞭で,斑晶をつ

くる斜長石はときに lcmに もおよぶ.石基は

ガラス質で光沢がない.風化面では節理に平行

なピンク色の筋模様が見 られることがある.斜

長石は平原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石玄武

岩より大きく典型的な多良安山岩 (松本,1973

の大村安山岩)の特徴を持っている.

[顕微鏡的特徴]

斑状組織を示 し,斑晶角閃石はすべてオパサ

イ ト縁を持ち,内部にわずかに角閃石の本体を

残 している.普通輝石よりも紫蘇輝石の量が多

く,かんらん石は含まない.斜長石は板状で,

内部が融食されている.石基はガラスと針状～

短冊状の結晶からなり,ガ ラスと結晶はほぼ同

じ量である。黒新田および山ノ神のものは石基

のほとんどが丸い斑点状のガラスからできてい

阪 口 和 則
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る.こ れは溶岩の急激な冷却とマグマの化学組

成の違いによって生 じたものであろう。

石切場 (吉次砕石,2005年段階)で は,板状

節llBの 発達 した厚さ50m以上の広川良角閃石複

輝石安山岩があり,上部20mほ どは激 しく風化

している.そ の風化上面は50cmほ どのはげしい

凹凸の起伏を持っている。それをおおって厚さ

2mほ どの赤紫色の玄武岩質スコリア層があり,

その上に明るい黄褐色の降下軽石層が厚さ2m
ほどで整合的におおっている.境界面の断面は

きれいな直線状 を示 している.面 の傾 きは

N70E,30Nで ある.そ の上位には 2mほ どの

厚さの玄武岩質角礫岩があり明るい赤紫色を示

し,そ の厚さは約 2mで ある.そ れを整合的に

おおって厚さ lmほ どの赤土がある.そ の上を

平原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石安山岩の溶

岩がおおう,厚さは 2m以上である (写真 6).

これに似た玄武岩質凝灰岩角礫岩は遠竹付近

の茶畑と太良町御手水付近で見 られる.遠竹付

近の茶畑では,表面が50cmほ どのはげしい凹

凸の起伏を持 った多孔質の厚 さ1.5m以上の玄

武岩溶岩をおおっている.こ の凹凸の隅々まで

この褐黄色の厚さ 2mほ どの降下軽石堆積物が

入 り込んでいるのが特徴である.上位を玄武岩

の溶岩および玄武岩質の崖錐堆積物におおわれ

ている.さ らに, この玄武岩質の崖錐堆積物は

ASO-4に おおわれている.こ の凝灰岩角礫岩

の所属が現在まで明らかにできていない今後の

課題である.

3。 平原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石玄武岩

(HyHb)AugO卜 B

[分布]

清水,田原溜池周辺, ゴルフ場,丸尾付近 ,

」R小長井駅,長戸に分布する。田原溜池や坂

下あるいは土井崎南西の石切場では下位の降下

スコリア堆積物をおおい,足角付近では下位の

足角凝灰質角礫岩 (一部亜円礫)層をおおって

いる.ま た,佐賀県の大浦ダム付近では毘沙天

岳かんらん石玄武岩のスコリア堆積物を貫いて

いる (写真1).肉眼的には安山岩の組織を持つ

が,かんらん石の量がかなり多いので玄武岩と

小長井町および佐賀県大浦付近の地質

しての特徴を持っている.こ の玄武岩は帆崎石

として昭和40年頃を最盛期として県内のみなら

ず佐賀,福岡,熊本まで販路を広げていた.長

崎市の諏訪神社の石段,高麗橋,西山ダムの石

橋,諫早市の天祐寺の墓石などに使われている.

塊状の部分が石造物の石材として使われ,板状

節理の部分はバラスとして砕石されている.模

式地は,牧名上牧である (写真7).

[肉 眼的特徴]

板状節理がみられ,灰黒色で斑状組織がはっ

きりわかる.大きさ 2 mmほ どの斜長石の斑晶が

目立つ.叩 くと金属音を発する.塊状の部分は,

肉眼的には模式的な多良岳古期安山岩類 (広川

良角閃石複輝石安山岩)よ りもむしろ北高来君5

の有喜火山の安山岩に似ているが,年代が大き

く違 う.

[顕微鏡的特徴]

斑状組織を示 し,斑晶の角閃石はほとんどオ

パサイ ト (火山岩などに含まれる磁鉄鉱,チ タ

ン鉄鉱や輝石などの暗黒色微粒子の集合体)縁
を持ち,散在 している◆非常に少ない量比で

(1枚のプレパ ラー ト中に 1個か 2個程度)紫

蘇輝石が含まれ,普通輝石との平行連晶が見 ら

れる.かんらん石は小さく,すべて周縁が赤褐

色のイヂングサイ トに変化 している。斜長石は

大きく,累帯状塵状物質 (汚濁帯)を持ち,さ

らに融食されているために汚れた感 じを与える.

石基は短冊状～針状の斜長石の結晶とガラスか

らできている.

4。 帆柱岳角閃石安山岩

[分布]

この角FA5石安山岩は,調査地域内では帆柱岳

の標高620mよ り高所に分布 し溶岩 ドームを形

成 しており,隣接する黒木岳,一 ノ宮岳,多良

岳へと連続する.さ らに小範囲だが古場名山ノ

神ダムの周 りにも分布 し,明 らかに下位の広川

良角閃石複輝石安山岩 (ガ ラス質安山岩を含む)

溶岩をおおっている.こ の地域ではもっとも新

しい溶岩であるc模式地は,佐賀県帆柱岳であ

る.小形 (1989)の 多良岳新期安山岩類に,松

本 (1973)の 山陰系角閃石安山岩類に相当する.
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[肉 眼的特徴]

灰色ないし灰白色で,大まかな板状節理を示

し,一部塊状である。 2 mm～ 3 mmの大きな角閃

石の結晶が見 られ,量も多い.風化 しやす く風

化面は白っぽくボロボロになっている。

[顕微鏡的特徴]

斑状組織を示 し,石基はほとんど褐色ガラス

で,少量の紫蘇輝石が見 られる.斑晶角閃石は

大きく (8 mmに もおよぶ)褐色で周縁はオパサ

イ ト化 している.0.5mmほ どの短柱状の紫蘇輝

石と,普通輝石がほぼ同量含まれている.斑晶

角閃石の一部には斜長石結晶が取 り込まれたり,

斜長石中に普通輝石の結晶が取 り込まれている

ものが見 られる.斜長石は板状である.古場名

山ノ神ダムのものは帆柱岳のものに比べると石

基がやや結晶質である。

5.火山麓扇状地堆積物

大揚名大久保から黒新田名にかけての尾根筋

の標高150m～ 200m付近では風化が進みいわゆ

る「クサ リ礫」の状態を示す.模式地は,黒新

田名中古場,鳥越である.諫早市高来町の境川

東に分布する火山麓扇状地の扇頂部分に当たっ

ている.さ らに, この火山麓扇状地堆積物は多

良火山の南麓の高来町から大村市南部にかけて

や,鹿島町祐徳稲荷神社付近で標高200m以 下

に緩やか傾斜を持った平坦な地形をつくって広

く分布 している.

6.阿蘇火砕流堆積物 (Aso-4)

阿蘇火山は約30万年前から大きな 4回の大火

砕流の噴出によって,阿蘇カルデラ (世界一の

カルデラ)をつ くった.火砕流堆積物は下位か

ら,Aso-1～ Aso-4に区分される.

Aso-4は約 8～ 9万年前に流出した最大の火

砕流堆積物である.噴出した火山灰は,周辺の

海域を含めて日本列島全域に認められ,北海道

でも層厚15cmの 堆積物が認められているe As

o-4の みが角閃石を主要塩基鉱物 とするという

特徴を持っている.小長井町に分布する阿蘇火

砕流堆積物はAso-4に相当する.

[分布]

北部の遠竹から南へ築切,井崎,長戸,帆崎

および丸尾付近の海岸沿いに分布する.厚さ 2

～ 3m,自色で,数cmか ら20cmに もおよぶ大型

の軽石と角閃石の結晶が特徴的である.下位の

玄武岩層との間には高師小僧 (管状あるいは樹

枝状の褐鉄鉱の団塊で,地下水中に溶解 してい

る鉄分が土壌中あるいは粘土中の植物体と交代

して生 じた水酸化鉄の沈殿物)を伴い,厚 さ10

cmほ どの褐鉄鉱層が見 られる.

井崎ではゴルフボール大の軽石, ソラ豆大の

黒曜石および角閃石の結晶を含む白色の火山灰

層が見 られる.丸尾では 4mほ どの風化 した平

原含紫蘇輝石かんらん石普通輝石玄武岩溶岩の

上にAso… 4が不整合に乗 っている.玄武岩溶岩

の上部30～ 50cmは土壌化 している.Aso-4の こ

こでの厚さは約 2mで ある.長戸・小長井小学

校横では 3mほ どの玄武岩の風化帯の上に 3m
ほどのAso-4が 見 られる (写真 8).そ の境で

は褐鉄鉱層と高師小僧を伴 う。Aso-4は下か ら

上まで一様な塊状で,さ らさらしており磨き砂

というより磨き粉という感 じがする下部30cmほ

どが大まかな層状を呈 している.火山灰の中に

は lmほ どの炭化木が含まれ, きらきらと光る

斜長石の結晶が多 く見 られる.遠竹名釜付近で

は, 4mほ どの崖をつ くっており灰白色の基地

に数cmか ら20cmの 発泡の良い軽石が散在する。

また,黒色の類質の岩片や角閃石の結晶も含ん

でいる.

おわりに

当地域の調査については,小長井町教育委員

会の皆様,総合科学大学附属高等学校の喜種

博先生と北浦君,先輩の高嶺忠彦先生, とくに

吉次砕石場の高さ10mの断崖ではロープを使っ

て危険な調査・採集をしていただいた友人の迎

満康さん,洪1山和昭さんなど多 くの皆様には大

変お世話になりました。厚 くお礼を申し上げま

す.

阪 口 和 則
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写真 3 大浦町黒金・御手水付近の降下火砕岩 と

熔岩の互層

写真 5 小長井町聖母の騎士園西300m
吉次石材の露頭,上部はスコリア層

小長井町および佐賀県大浦付近の地質

写真 6 スコリア層を挟んで下位は広川良安山岩 ,

上位は平原玄武岩 吉次石材

写真 8 長戸のASO-4火砕流堆積物
下位は平原玄武岩の溶岩

写真 4 小長井町長里付近の足角凝灰角礫岩

写真 7 平原玄武岩の塊状の部分 平尾付近
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阪 口 和 則
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