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4月 27日 、午前10時 40分に旧長崎オランダ村

の西海市西彼支所駐車場に集合 して、その後す

ぐ鳥加郷の沸上地区に移動 しました。尾崎さん

宅の庭園の高台で二島や勘兵衛島などリアス式

の美 しい海岸風景を見晴らしました。外出され

ていた尾崎さんも見えられ、旧鉱山所長の清水

さんの資料を清水さんのご親戚 (弟 さんの奥さ

ん)が保管されている可能性を示唆されました。

今は取 り付け道路の下になっている旧坑道と

その排水溝を見た後、民家裏の坑道 も見学 しま

した。また付近の古い坑道 (間歩)も見ました

が、以前は海岸であったと思われほとんど崩落

していました。 (図中の①)

近 くの林の中に昭和初期の鉱山のズリ捨て場

らしきものがあり、いくつかの珪石のズリを採

取 しました。

その後、俵頭の蝙蝠谷の河口に移動 しました。

蝙蝠谷は江戸時代の初期、寛永・寛文期に金山

が稼業されていたのですが、下見の段階で間歩

跡を確認できず、また藪が繁 っているので河口

付近に見 られる珪石の転石を確認 しました。

(図中の②)

鳥加郷の磁鉄鉱 0チ タン鉄鉱の産地に移動 し、

そこで昼食と恒例の自己紹介を行いました。前

回のジオツアーの際、手の指を脱臼された本山

会員が治療後に回復されていることを皆で喜び

「大 串 金 山 の 跡 を 訪 ね て 」
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(長崎県窯業技術センター)

ました。昼食後に磁鉄鉱・ チタン鉄鉱の採取に

努めましたが、露頭は鉱物愛好家の手でかなり

掘 り繰 り返され大きな結晶を見つけることが出

来ませんでした。

採取後、網代半島に移動 しました。網代半島

の南側は真珠養殖や漁船の停泊地でした。小高

い段丘の崖下に古い井戸がありました。おそら

く坑道である「間歩」の跡だと思われます。海

岸線に沿って舗装された道路を北側に周るよう

に歩いていくと、段丘の崖が見えました。 こぶ

し大からラグビーボール大の珪石の円礫で出来

ていました。道路から海岸を見ると、同様な珪

石の円礫があり、以前 この付近の海中から珪石

を採掘 していたことが伺えました。 (図中の③)

網代半島の海岸では江戸時代および昭和の初

期に砂金を採掘 していたことがあります。

参加者の自由討論では網代半島周辺の段丘礫

は扇状地堆積物ではないだろうかとか、鳥加川

の流域には金鉱石の鉱脈があり浸食により砂金

になったのではないだろうかという話になりま

した。

参加者

阪口和則、田島俊彦、本山平二郎、

河野隆重、河野昌子、大串寿美子 (6名 )
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国土地理院地形図使用 (1:25′ 000)

湧上の坑口 昭和初期のもの (?) 湧上の旧海岸線沿いの坑口

網代半島の井戸 (旧 坑口) 網代半島の段丘礫層
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①大村市坂口町大村純忠史跡公園に 9時30分に

集合 した。ここは大村扇状地の扇頂の位置にあ

り、標高は約45mである。写真 1の ように大村

市には大村扇状地 (A)と 多良岳火山麓扇状地

(B)が発達する。多良岳火山麓扇状地 (B)の

扇頂の高度は約430mの 位置にある。史跡公園

の近 くにある西教寺の裏には板状節理の発達 し

た安山岩溶岩がつ くる大 きな崖が観察 される

(写真 2)。 この安山岩 は多良岳古期安山岩類

(小形 1989)に相当 し、多良火山の主要な安

山岩類である。

②雄ヶ原白土鉱山

大村白土鉱業lal(現在 大村セラテックlal)

が昭和30年から探査を始め、昭和34年 7月 第 1

期 (焼成能力1,000t/月 )が完成、本格的な採

掘を行い、その後第 2期、第 3期 と工場を拡張

し、月産7,000tの焼成工場を完成 した。 (写真

3)

雄 ヶ原の大村白土は多良岳溶岩の 1つ である

複輝石安山岩 (多良岳古期安山岩類)が熱水変

質作用を受けて生成されたもので、南北850m、

東西200mの広がりをもつ舟底型の鉱床である。

鉱床の厚さは最大30m、 平均10m内外で、下部

および周辺部に10mく らいの幅の弱変質帯を伴っ

た日本最大級のハロイサイ ト鉱床である。

耐火度はおおむねSK 33～ 36と いう優秀な

ものである。粘土鉱物としてはハロイサイ トの

みで、その他にクリス トバライ ト (方珪石)、

ベーマイ トとギブス石からなる。

鉱床の粘土は一般に淡青灰色から灰色を呈 し、

貝J

1/25,000「多良岳」

(大村市)

(長崎県窯業技術センター)

その中を幅0。 1～ 3cm程度の白色粘土の細脈が

無数に貫いている。安山岩を変質させた熱水の

性質や起源など詳 しい研究は行われていない。

灰色粘土中には未変質の安山岩塊が礫状に含ま

れる。安山岩は讃岐岩様の黒色ガラス質の石基

をもつ安山岩で斜長石・単斜輝石 0斜方輝石 0

鉄鉱を斑晶とする。斜長石は部分的にソーシュ

ライ ト化 している。石英が空洞を充填 している

ことがある。この変質帯の形成は更新世である

と考えられる。

③琴平岳 (334.2m)か らの大村扇状地や周辺

の火山および地形の説明

琴平岳の展望所からは眼下に大村扇状地と大

村湾が広がる。大村扇状地の扇頂は郡川が多良

火山の谷を離れる坂口に位置 し、半径約 3km、

扇頂角135° の広がりがある。沈水 した等深線―

18m(長崎空港付近)ま でを扇状地とすると実

質の半径は 6kmに達する。扇面の勾配は13%0

(l kmに つき13m変化する)程度である。大村

扇状地は、雲仙や多良岳周辺の火山麓扇状地を

除 くと県内では最大の河成扇状地である。更新

世の旧期扇状地とその後に形成された新期扇状

地または三角州の複合扇状地である。

旧期扇状地は厚さ60m以上の砂礫層からなっ

ている。 この砂礫層は姶良Tn火山灰 (AT)

に被われ、さらにその上位には鬼界アカホヤ火

山灰 (K― Ah)を載せている (阪 回 1997)。

このことから長岡信治 (2010)は この付近の扇

状地堆積物は 2万 9000年前より古いと考えた。

そのほか、扇状地の上に残された旧河道や大村

大村市雄 ヶ原および黒木谷の変質安山岩
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阪 □ 和 則

扇状地の黒ボク土についても触れ、ここでは山

野井徹 (1996)の『 ローム質土の堆積に微粒炭

が加わると、それが活性炭となって可溶性腐植

を吸着・保持 し、黒ボク土が形成される』とい

う新説を紹介 した。周辺には西彼杵半島や長崎

火山をつ くる山々が展望できる。川棚の虚空蔵

火山や、大崎半島の流紋岩の地質年代は約200

万年前 と多良岳火山の活動 (約 100万 年前)よ

りも古い火山活動であることを説明した。この

琴平岳には、電子基準点 (長崎県22か所のうち

の 1つ )が設置 してあり、GPSの連続観測を

行っている。外観は高さ5mス テンレス製ピラー

で上部 にGPS衛星か らの電波を受信するアン

テナ、内部には受信機と通信用機器などが格納

されている。このデータから日本全土で進行 し

ている地殻変動をとらえることができる。

④田下の浸食河岸段丘

郡川に沿って河岸段丘が河口近 くから田下ま

で広 く分布する、田下より上流では分布が狭 く

なる。阪回 (2010)は 田下付近の段丘面を段丘

面 5～段丘面 8に細分 した。萱瀬支所近 くの新

国道444に 沿 って伸びる浸食段丘面 と河川によ

る浸食崖 (高 さ2m)を観察 した (写真 4は段

丘面 5、 6を切る段丘崖)。 田下の河岸段丘は

すべて段丘礫層からなり、その深さは50mに 達

する。

⑤黒木町キャンプ場裏の小川内尻川川床で緑色

に変質 した凝灰角礫岩を観察 した。

小川内尻川の下流の小岳からキャンプ場上流

までこの変質 した凝灰角礫岩が分布 じ、その厚

さは10m以上に達する。礫の大きさはソフトボー

ル～バ レーボール大である。基質の凝灰質の部

分は薄 く緑色に変化 し、角礫の部分はすべて周

辺が風化殻状に変色 している。 このような岩石

はプロピライ ト化作用を受けた変質岩 (変朽安

山岩)と 呼ばれ、金属鉱床を伴 うことがある。

プロピライ ト変質は熱水変質の一種で、国道44

4号線平谷黒木 トンネルの掘削工事中にも観察

された。なお、 このキャンプ場は第235回長崎

ジオツアー (1996年の巡検会)で も訪れた。

武 内 浩 一

⑥江戸時代の銅山跡と黄鉄鉱の採集

大村藩の古記録である「大村郷村記」または

「九葉実録」「大村見聞集」には銅鉱山の跡が残っ

ていると記されている。土地の古老にその場所

を教えてもらい、 5月 1日 にその位置を確認 し

た。 ここには 2か所の坑回があり、それぞれの

坑回の大きさは、高さ約 1。 8m、 横約1.2mで 両

坑回は約 4。3m離れている、 これは古記録 と一

致する。古記録によるとこの 2つ の坑道の深さ

はそれぞれ54mと 27mに なっているが、 これは

まだ確認 していない。下流に砂防ダムが作 られ

たため坑道の中には砂礫の堆積がみられ、埋積

されつつある。坑道の方向は東西と、N70Wで

ある。幅10～ 20cmの 角礫帯を追って坑道が開削

されているので、往時はこれを「鉱脈」と考え

て探鉱 したものと思われる。 しかし、鉱脈と思

われる部分には銅を含む鉱物の徴候は認められ

なかった。むしろ、母岩全体に黄鉄鉱が生成さ

れており、この地域一帯の岩石が鉱染されてい

るような印象を受ける。未変質の安山岩は黒色

緻密質であるが、変質を受けた岩石は全体が自

く脱色されて、安山岩の元の組織は不明瞭になっ

ている。河原の転石から黄鉄鉱を採集 した。大

きいもので約 5 mmの 黄鉄鉱の数珠状の集合体で

ある。大きな単結晶は採取できなかった。黒木

付近の変質 した安山岩は多良岳火山活動以前の

小形 (1989)の先多良岳安山岩類または高橋・

倉沢 (1960)の多良岳火山基盤第二紀安山岩類

に相当する安山岩であろう。 (写真 5)

表は、小形 (1989)の多良岳地域の火山層序

と変質の状況およびその時期 (I、 Ⅱ)を示す。

変質時期 Iは、鮮新世の先多良岳安山岩類が

変質を受けた時期で、プロピライ トや白土に変

化 し、鉱染作用を受けて安山岩中に数珠状に連

らなる黄鉄鉱を生 じている。その分布地は主に

黒木の谷の奥である。

変質時期Ⅱは、更新世の多良岳古期安山岩類

の一部が熱水変質を受けた時期で、雄 ヶ原、徳

泉川内、千綿の中岳などの白土鉱山をつ くって

いる。

参加者 :河野隆重・浦嶋和義、翔太、詠-0
武内浩一・阪口和則  6名
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大村市雄ヶ原および黒木谷の変質安山岩

表 多良岳地域の火山層序 (小形昌徳 1989)と 変質安山岩の時期

巡検位置図 (国土地理院地形図 1/25′000を使用)

火山層序 (小形1989) 変 質 時期

沖積層と人工造成地

阿蘇火砕流堆積物

岩屋火山角礫岩

火山麓扇状地堆積物

多良岳新期安山岩類

多良岳新期玄武岩類

火山性礫岩

多良岳古期安山岩類 熱水変質 (白土)              雄ヶ原白土 Ⅱ

郡川火山岩類

多良岳古期玄武岩類

熱水浸透 (方解石の沈着)           仏の谷

熱水変質 (白土)              与崎白土

先多良岳安山岩類

周辺地域の火山岩類

熱水変質 (プ ロピライト、黄鉄鉱、白土)    黒木谷

古第三紀層

多良岳黒木の研究史

1919 小倉勉  英閃石アンデン岩 (Hb―Dacite)と し、岩松英閃石アンデン岩とともに本地域の基底火山
岩として記載、細粒・緻密・表面黄褐色で角閃石・黄鉄鉱を含む

1960 高橋清・倉沢一  基盤岩類、鮮新世安山岩類 (虚空蔵火山、千綿ホチタ)、 変質複輝石
安山岩 HyHb―An紫蘇輝石岩系、Ⅶe 岩脈

1962 宮久三千年  変朽安山岩とし、藤津層下部の変質安山岩あるいはそれよりも古いとしている

日本地方地質誌「九州地方 p.196」

1973 松本征夫  HyAuBiHb“ An 山陰系 熱水のため変質し白色岩

1989 小形昌徳  黒木安山岩一古期安山岩類 大払は熱水変質域
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阪 口 和 則 武 内 浩 一

写真 1 大村の立体地形模型

(A)大村扇状地、 (B)火 山麓扇状地

暮妻碁

写真 3 雄ヶ原白土鉱山 (1977年 撮影) 琴平岳から 眼下には大村扇状地が広がる

写真 4 田下の段丘崖

正面のビニールハウス下の崖

写真 5 江戸時代の銅鉱山跡

上流側の坑口

写真 2 西教寺裏 多良岳古期安山岩溶岩の崖
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