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1は じめに

多良岳西部に位置する東彼杵町は山が険 しく

平地が少ない。それとは対照的に大村市は平地

が広がり初夏には、のどかな田園風景を見るこ

とができる。 この平地が拡がる大村市西部にお

いて西九州ルー ト (武雄温泉・長崎間)の構造

物検討の基礎資料を得るためボーリング調査を

実施 した。本誌はその調査結果から得 られた多

良岳西部火山岩層序の報告である。

2地 形

調査地は大村市武留路町から南の皆同町へ至

る延長 3kmの範囲である。調査地一帯は大村

湾に向かってなだらかな斜面を有 している。そ

の緩斜面を浸食 して郡川をはじめとする河川が

発達 している。河川は比較的軟質な基盤岩 (玄

武岩)を浸食 し肥沃な土と水を供給 し、湾岸沿

いに沖積地を堆積させた。沖積地は大村市の水

田地帯となっている。

3地質分布

松本 (多良岳自然公園候補地学術調査報告書、

1973)は「多良岳地域は火山系列の異なる火山

岩の重複からなっている」として多良岳火山区

と呼んだ。本調査でもそれを裏付けるかのよう

に多様な火山岩からなることがわかった。すな

わち、地質構成は古期火山砕屑岩類 (仮称、以

下古期火砕岩類)、 火山円礫岩 (火 山麓扇状地

堆積物)、 大村安山岩、大野原玄武岩である。

なお、大村安山岩と大野原玄武岩 との間にはス

コリアが挟在する。これらの基盤岩類を扇状地

堆積物と沖積層が覆 う。

①古期火砕岩類

国道34号の皆同町交差点を山側に折れて」R
大村線を過ぎると、標高20mほ どのこんもりと

した小さな山 (巻末写真①以下写真)が見える。

この小山には防空壕が掘 られており岩肌を確認

することができる (写真②)。 風化が著 しいた

め原岩の組織が多少不明であるが、斜長石と思

われる白い柱状の鉱物片が確認できる。風化 し

た安山岩と考える。
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小山の下をボーリングしたところ、安山岩と

火山砕屑岩の互層で見かけ上、30度程度南へ傾

斜 している。かなり風化 しており、その風化深

度は60m以上である。なお、 ここで言 う風化と

は硬質岩が連続 して確認できない (N値が小さ

い)こ とを言 う。

小山は周 りの沖積地からひょっこりと単独で

突き出ている。山が険 しくないので全体が風化

岩であることが想像できる。なぜここにそのよ

うな風化 した小山があるのか。東彼杵町には切

り立った安山岩の崖が続 くのとは対照的である。

そこで初期の火山体が風化 して残されているの

ではないかと考えた (地質断面図参照)。 小山

は北の沖積地と南の大村扇状地の境界に位置 し

ている。それだけでなく後述する火山円礫岩と

大村安山岩の境界でもある。古期火砕屑岩がそ

の後の地質生成における分水嶺となっているよ

うに見える。

②火山円礫岩 (火山麓扇状地堆積物)

皆同町より南には広 く扇状地堆積物が分布す

る。いわゆる大村扇状地である。その扇状地堆

積物下の基盤岩が火山円礫岩である。 もともと

土石流堆積物なので礫は新鮮なものが多 く、安

山岩円礫の他に変質安山岩なども日につ く。

③大村安山岩

主にガラス質でできており非常に硬質である。

餅の浜川には高さ30mは ありそうな崖が形成さ

れている (写真③④)。 板状節理が発達 してい

るが柱状節理や溶岩の流理も見ることができる。

餅の浜川か ら南へ 2kmの妙宣寺保育園の裏

山にも判然とはしないが安山岩の露頭がある。

ここは餅の浜川のように崖に岩盤が露出するの

ではなく、岩塊と風化土砂が混在する、玉葱状

風化を呈 している (写真⑤)。 ボーリングコア

ではほぼ鉛直方向の亀裂が卓越 し、その亀裂に

沿って酸化 しているため黄色 くなっている。餅

の浜川の露頭では板状節理が優勢であったが、

地下では柱状節理系が多い。

大村安山岩の薄片を作成 し、顕微鏡観察を行っ

た。ほとんどが火山ガラスであるが斜長石と輝

石 も含まれている (写真⑥)。

④大野原玄武岩

石 徳 隆 行

大野原玄武岩は大村安山岩がつ くる谷間に流

出した溶岩である (写真⑦)。 新幹線建設ルー

トと変配川が交差する地点は大野原玄武岩と大

村安山岩との境界となっている。両溶岩の硬軟

の違いを反映 していると思われる。

大村安山岩最上部には層厚 2m程度の赤色の

スコリアが堆積 しており、玄武岩はスコリア上

を流出した溶岩流である。スコリアは武留路山

周辺に露出する報告 (長崎県地学会誌第76号

p.22、 洪1山・阪口)があるが本地区では地下深

部に潜 りこんでいる。

溶岩流は (青灰色)硬質部と (赤色)自破砕

部がほぼ水平に互層する。溶岩流一枚のユニッ

トの層厚は 5m程度で地下深部まで互層が続 く

ものと思われる。ボーリングで確認 したスコリ

アを地下へ延長させると、大野原玄武岩溶岩の

層厚はだいたい100m程度 となる。大野原玄武

岩溶岩の層厚は大村安山岩に刻まれた谷の深さ

である。 このような深い谷の形成を河川の浸食

と推定すると地表下100mに河床があったこと

になる。ちなみに大村湾の最大水深は54m(環

境省発表)である。

大野原玄武岩の最上部は風化 して赤 く粘土化

が著 しい。この土をローカル名で「おんじゃく」

と呼ぶ。土質工学では特殊土 (し らす、まさと

同じ)の範疇に入る。玄武岩は長い地質時代に

地表にさらされると赤 くなる。自破砕部が赤い

のは過去の溶岩流が地表にさらされていたため

と考えられる。 したがって、大野原玄武岩は一

度に流出したのではなく、何回かに小分けされ

た小規模な噴出でできたものと推察する。

大野原玄武岩についても顕微鏡観察を行った。

肉眼でもはっきり見えるかんらん石のほか、斜

長石や輝石、磁鉄鉱 も確認できた (写真③)。

なお、地質平面図では多良岳火山区の基底を

なす古期玄武岩を示しているが、実際に露頭で

確認したわけではなく引用したものである (長

崎県地学学会誌第76号p.27)。

⑤沖積層

基底部に巨礫層が堆積する。その上位を小礫、

砂、粘土層が分布する。巨礫層はほとんどが礫

であり扇状地堆積物と変わらない。砂には木片
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を含む黒い有機質砂 も含まれており、当時は汽

水域にあったことがうかがえる。粘土は水平方

向に連続性が乏 しい。

おわ りに

今回の地質断面図は密なるボーリングによる

ところが大きい。通常ボーリング調査は数本実

施 して終わることが多い。そのため想定外の地

質構造に出くわすことが多々ある。ボーリング

には限界はあるものの、そのような想定外をな

くすべ く、できるだけ多 くのボーリングを実施

して頂ければと思 う。

A―A'地質断面醒
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①皆同町の小山 ②防空壕の岩肌

③流理が見える大村安山岩 ④大村安山岩の柱状節理

⑤妙宣寺の安山岩 ⑥大村安山岩顕微鏡写真 (ク ロスニコル)

⑦風化 した大野原玄武岩 ③大野原玄武岩顕微鏡写真 (ク ロスニコル)
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