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1.は じめに

上山口の調査中に宮内 章氏に遭遇 し、谷の

山や岩下の地すべりついて案内 0教示いただき、

多比良豊徳会長からは郷土の歴史に詳 しい多比

良芳人氏を紹介いただいた。

多比良芳人氏は自宅入 り回の地震で倒壊 した

宝寿庵山門のことや山口地方の岩下石 (硬質吉

川礫岩層のメガブロックの事)と 中尾石 (岩戸

山玄武岩類のハイアロクラスタイ ト層
**の

事)

について教示 くださり、大倉庫の礎石 も多比良

氏自身が岩下石を切 り出して使用 していて、他

にも山口小学校の石垣、民家の石垣と礎石、畑

の石垣などにも活用 している事、また田畑や民

家の石垣にはやや軟質の中尾石 も活用 している

事などを教示いただいた。

地すべりについて宮内氏に案内・教示いただ

く内に、山口地方には本質的に異なる岩下石の

地すべり [山 口型地すべり]と 中尾石の地すべ

り [登龍型地すベ リ]の 2地すべりがある事が

判明 したので報告する。

写真16は鳳上岳～上原周辺～六反田地方の地

すべり地形を空撮 したように表現 している島原

半島赤色立体地図 [雲仙岳災害記念館 (2008)]

の一部を活用させていただいた。

2。 山口型地すベリ (岩下石の地すベリ)

アオ層 (Ao層 )の存在 :1985年 頃、宮内氏

は圃場整備を行い上山口の標高20～ 32mに ある

7枚の田畑を 5枚 にまとめた。その際標高25m

付近に層厚 3m以上の厚みをもつ、硬質のアオ

層があり、 10ト ン ユンボで掘削 したが除去で

きなかったという。島原振興局 (1987)で は山

口地域各地の地表下 5～10mに潜在するアオ層

に対 して、水抜き井戸 (集水工)や地下水排除

(暗渠工)を行 って地すべ りを停止一軽減させ

ている。

岩下石はp。 1～ 4の硬質吉川礫岩層 (Ycg層 )

の項で説明した。谷の山～岩上～岩下～上山口

の岩下石はアオ層 (Ao層 =硬質青緑色 シル ト

岩―泥岩層)の上で滑落―崩壊 しているので、

その状態を図 2の模式図に示 した。

[1]ア オ層の下位にある硬質吉川礫岩層は硬質

であるかどうかは不明であるが、山口川下流の

標高 7～10m付近の河床に分布 している。

加津佐橋付近では1870年 に石炭試掘のために一

60mま で掘削 した記録 [林 田 (1981)]が ある

が、 180m西方の図 1[2]地点に吉川礫岩層より

下位に分布する菖蒲田安山岩自破砕溶岩の露頭

があるところから、 -60mの 地下では土瀬戸泥

岩層、向小屋礫岩層、坂瀬川層 (表 1)な どに

† 本テーマは 平成26年度 長崎県地学会 研究発表会で発表した。
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岩 上
硬質吉川礫岩層(YGg層)=岩下石

Ao層とYGg層の境界が粘土化してすべり面(帯水層)になり

石 上   岩上付近で形成された大型メガプロックは上山口付近
では侵食されて小型のものにかわつていま丸
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図2.長崎県南島原市加津佐町 山口型地すべりの模式図

上原Hy層 =鳳上岳ハイアロクラスタイト層(Hy層)=中尾石

鳳上岳西麓の上登龍から後登龍にかけては、大屋層の上に層厚20～ 5m、 幅300～200m、

長さ1000～ 600mく らいで約8条のハイアロクラスタイト層が流下していま丸
標高
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ハイアロクラスタイト層 (Hy層 )

OF層とHy層のすべり面は西方に

約 6° 傾斜していま丸

大屋層(OF層 )

下中尾

押出部
すべり面

ハイアロクラスタイト層はストロンボリ式噴火で空高く噴出したラピリが

図3.長崎県南島原市加津佐町 登龍型地すべりの模式図

上登龍 侵食部
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移化 したために、炭層には逢着 しなかったもの

と想定 している。

[2]ア オ層 (Ao層 =硬質青緑色 シル ト岩一泥岩

層)は層厚 5m十 (林田参事談)、 アオ層 と上

部硬質吉川礫岩層との間が帯水層になり、粘土

化 してすべり面が形成されて山口型地すべりが

発生 していると考えられる。岩上から上山口に

かけては南西に約 5° の傾斜をもつ流れ盤になっ

ていて、山口以外の場所に地すべりがない事か

ら、上山口を中心に小規模な堆積盆地が発達 し、

その上にアオ層(凝灰岩層)が堆積 したと推定さ

れる。

[3]上部硬質吉川礫岩 は重力の位置エネルギー

の差によって崩壊 してメガ ブロックになり、

山口型地すべりを起こしているが、岩上―岩下―

上山口と標高が低 くなるにつれて矮小化 してい

る。メガ ブロックの割れ回が非常に新鮮であ

るのは、侵食を受けにくく硬質であるからだと

考えられる。

[4]現在の岩上 (岩下石山頂)と 谷の山 (写真

09)は水平方向に300cm動 き、垂直方向に150

cm降下 しているが、宮内氏 (67歳)が小学生

の頃は数人の下級生と共に岩上山頂から谷の山

に跳び移って遊んでいたそうである。その頃の

水平方向の距離を50cm、 垂直方向の高低差を

50cmと 推定すれば、水平方向に動いた距離 =
250cm/56年 ≒4.5cm/年 、垂直方向に動いた距

離=100cm/56年 ≒1.8cm/年 となる。

3。 登龍型地すベリ (中尾石の地すベリ)

[1]鳳上岳北西麓の標高250～ 270m付近 (旧 採

石場、写真17)か ら南まわりに南東麓の標高

310～ 330m付近 (し ろこん様祠
*)に は岩戸山

玄武岩類鳳上岳水底ハイアロクラスタイ ト層

(水底火砕岩層)が分布 していて、共に上位を

鳳上岳玄武岩に被覆されている。 この鳳上岳水

底ハイアロクラスタイ ト層は白木野玄武岩の上

位に発達 したもので、内部にはスコリア質 ラピ

リ0チ ャー トーホルンフェルス礫のほか角閃石

安山岩片、複輝石安山岩円礫や貝化石片を含む

ので、浅海底においてスルツェイ式噴火やス ト

ロンボリ式噴火がおこって堆積 [田 島 (2003)]

したものと考えられ、その延長部が鳳上岳ハイ

アロクラスタイ ト層 (Hy層 )や上原ハイアロ

クラスタイ ト層 (Hy層 )に連続 していたと推

定される。同様な水底火砕岩層 (水底火砕サー

ジ堆積物)は岩戸山、女島、矢岳、八ノ久保、

富士山、 鳳上岳東麓標高280m付近 にも分布

[田 島 (2003)]し ている。

[2]六反田名の上登龍および後登龍には赤紫で

塗色 した岩戸山玄武岩類の鳳上岳ハイアロクラ

スタイ ト層ならびに上原ハイアロクラスタイ ト

層が分布 (図 1)し ている。写真18は下中尾、

写真 19、 22は上中尾の市道工事で最近掘削され

た露頭。これらは、いずれも旧河道を火砕丘斜

面が埋積 したような構造をしている。両ハイア

ロクラスタイ ト層はス トロンボリ式噴火による

降下堆積物でルーズに分級 したラピリ凝灰岩

[内 部には一部水底堆積の葉理 も見える]であ

るが、上中尾の新鮮なラピリは、スコリア片、

無斑品質玄武岩片、少量の小発泡 レティキュラ

イ ト**片
、角閃石安山岩片、石英片、溶融石英

片、硬質砂岩片などからなり基質は凝灰岩が充

填 してる。

[3]写 真20は 鳳上岳北西麓の標高250～ 270m付

近 (旧採石場、写真17)か ら採取 したものの単

ニコル写真である。玄武岩のスコリア (多孔質)

組織をしめし、画面右上側に別のスコリアが溶

結 してかみ合っているので大変硬質である。写

真21は 直交ニコルで普通輝石 (虹色)の間に短

冊状斜長石微晶が晶出し、黒色に見える部分は

火山ガラスである。 このようなスコリア凝灰岩

が形成されるためには、ス トロンボリ式噴火で

空高く噴出した玄武岩質ラピリが浅海底に降下―

分級 し一部溶結状態で堆積―固結 したものと想

定される。鳳上岳水底ハイアロクラスタイ ト層

中のラピリはスコリア片、無斑晶質玄武岩片、

複輝石安山岩片、角閃石安山岩片、石英片、硬

* 
隠れキリシタン遺跡

**Lockwood and Hazlett(2010)の p.186に掲載され、早崎半島南大泊にも産出する。
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写真
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20鳳上岳Hyの単ニコル写真 21鳳上岳Hyの直交ニコル

質砂岩片、貝化石片などからなり基質は凝灰岩

が充填 してる。

[4]写真23は 上登龍の鳳上岳ハイアロクラスタ

イ ト層中の小発泡 レティキュライ ト [オ リーブ

色玄武岩質火山ガラス]が固結 したものの単ニ

コル写真である。上登龍の鳳上岳ハイアロクラ

スタイ ト中のラピリには小発泡 レティキュライ

トが多いが、スコリア片、無斑晶質玄武岩片、

石英片、硬質砂岩片、貝化石片なども伴 ってい

て基質は凝灰岩が充填 している。

[5]上登龍の浸食部か ら下中尾の押出部にかけ

て分布するハイアロクラスタイ ト丘 (図 3)は

全長約 1200m、 幅約200m、 厚さ約30mで あり、

写真16[雲仙岳災害記念館 (2008)]に 顕著に

現れている。 この中で下中尾のメガ ブロック

は横 5m× 高さ 4m× 奥行 3m(写真18)で あ

り、上中尾のものは横 6m× 高さ 4m× 奥行 4

m(写真19)く らいはある。す ぐ横を流れる登

龍川中流河床には横 2m× 高さ1.5m× 奥行 2m
とだヽ型のものが多い。

上登龍―下中尾ハイアロクラスタイ ト丘をつ

くる 1メ ガ ブロックを一辺 2mの 立方体 と推

定すれば1200m/2m× 200m/2m× 30m/2
m=600× 100× 15=900,000個 となる。実際に

は横 lm× 高さ lm× 奥行 lmく らいのものも

多いので、上登龍―下中尾ハイアロクラスタイ

ト丘だけでも300万個以上のメガ ブロックに割

れているものと推定される。

[6]上中尾 と下中尾では新鮮なメガ ブロックを

観察できるが 2箇所とも鉛直方向の張力割れ目

15-一

17鳳上岳北西のHy16六反田の地すベリ地形 18下中尾のHy

19上中尾のHy

22上中尾Hyの近影 23上登龍Hyの単ニコル写真 24上登龍Hyの直交ニコル



が目立つ。他の箇所では表土から70° くらい傾

斜して突き出したところが多いがそれらの走向・

傾斜はまちまちである。当初、ハイアロクラス

タイ ト丘自体は溶結 した降下堆積物として形成

され、一枚岩であったと推定されるが、周辺よ

り地すべりが進み、周辺のハイアロクラスタイ

ト丘から重力のバランスを欠いて亀裂が発生 し

て、メガ ブロック化 したものと推定される。

[7]登龍型地すべ り (中尾石の地すべ り)は、

図 3の ように大屋層の上にハイアロクラスタイ

ト層が堆積 し、その不整合面 (西方に約 6° 傾

斜)が帯水層になり、両者が風化 して粘土化 し、

すべり面を形成 (後登龍 [13]付近)している。

なお過去には上登龍・後登龍の集落はこの不整

合面の帯水層か ら飲料水(現在は市水道局)を得

ていた。

4。  おわ りに

山口地方で異常に硬質な礫岩層の調査をして

いる内に本地方には山口型地すべり (岩下石の

地すべり)な らびに登龍型地すべり (中尾石の

地すべり)がある事を認識 した。山口型地すべ

りではアオ層が潜在 している事は判明している

が、アオ層の現物試料を観察 していない。

登龍型地すべりでは、細長い板付カマボコ状

のハイアロクラスタイ ト丘と下位の大屋層との

不整合関係が直接観察できるところがなく、近

接 した露頭の推察のみで終わっている。

今後、両地すべりについて直接観察できなかっ

た事象についても検証をつづけて行きたい。な

お、ハイアロクラスタイ トについては、1989年

頃より岩戸山・女島の玄武岩質水底火砕流堆積

物についての研究を手がけていたので、岩石薄

片なども今回の地すべり研究に活用する事がで

きた。

謝辞 最後に地質と地すべりについて案内・教

示 くださった宮内 章氏、山口の宝寿庵跡や岩

下石・中尾石について教示いただいた多比良芳

人氏、加津佐町字図や地すべりについて教示 く

ださった (前)加津佐町建設課の林田順助参事

に衷心より感謝いたします。

5.参考文献 p.11に掲載。

付録  鳳上岳周辺の地質概略

鳳上岳西側には大屋層と加津佐層が分布 して

いる。標高300mの 峠東側の東崖には小利イグ
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鳳上岳玄武岩類  170m
岩戸山玄武岩類   30m
白木野玄武岩類   20m
加 津 佐 層    40m
夏 吉 層    50m
小利イグニンプライト 3m
大 屋 層    80m

ニ ンブライ トが

見 られ、 西崖 に

は直立 した白木

野 玄武岩 が分布

す る。 その上 の

標高315-330mま

で は岩戸 山玄武

岩類 の鳳上岳水

底ハイアロクラスタイ ト層が見 られ、上位を鳳

上岳玄武岩に被覆されている。峠のしろこん様

登山道西側には軟弱な夏吉層が現れていて、最

近地すべり工事が行われた。

鳳上岳北西の市道端には旧採石場があり、鳳

上岳水底ハイアロクラスタイ ト層に熱変質を受

けて硬化 した大屋層 (写真17)が見 られる。 こ

のす ぐ200m北方には白木野玄武岩の赤色火砕

丘と加津佐層を被覆 した大河内玄武岩台地があ

る。
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