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はじめに

多良岳火山麓扇状地堆積物や多良岳古期安山

岩類 (小形 1989)と 、それらに覆われる多良

岳古期玄武岩類 (小形 1989)、 の分布を中心

に大村市街地周辺の地質についてまとめた。

地質概説

この地域は多良岳火山の南西部に当たり、地

質系統表に示すように、下位から古第二系 (主

に諫早層群)、 先多良岳安山岩類 (岩松デイサ

イ ト、摺出石凝灰質岩層、多良岳古期玄武岩類、

郡川安山岩類、鈴田川凝灰角礫岩、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、多良岳火山麓扇状地堆積物、および大

村扇状地堆積物から出来ている。 (第 1表 )

地質各論

(1)古第二系

東浦、与崎、三浦、日島、箕島などに分布す

るが、地質図 (図 1)の範囲では南部の狭い範

表 1 大村市街地周辺の地質系統表

年 代 小形昌徳 (1989) 阪目和具J(2015) 分布・特徴

第四紀

大村扇状地堆積物 大村扇状地

岩屋火曲角礫岩

火出麓扇状地堆積物 多良岳大山麓扇状地堆積物 大村、諌早

多良岳新期安山岩類 五家原岳溶岩 (角 閑石安曲岩) 郡岳、武留路山

多良岳新期玄武岩類 大野原玄武岩・赤似田玄武岩 鉢巻曲、赤似田

火曲性礫暑 赤似田

多良岳古期安曲岩類

(一部熱水変質)

白木峰溶岩

富川溶岩 本明メ||

鈴田川疑灰角機岩

新第二紀

郡JII火山岩類
炭小屋角閃石安山岩 貫入岩体

郡メil火曲岩類 萱瀬アグルチネー ト

岩屋安曲岩類 (一部熱水変質) 黒本、久良原、田下

多良岳古期玄武岩類 日岳玄武岩・岩松玄武岩 三浦半島、玖島崎

先多良岳安曲岩類 櫂出石凝灰質岩層 与崎、三浦半島

周辺地域の大曲岩類 岩松 dad撼 岩松、自鳥

古第二紀 古第二紀層 古第二紀層 与崎、自島
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囲に限 られている。本地域の火山岩類の基盤岩

である古第二系については松井ほか (1966)、

山I奇 ほか (1965)や一瀬 (1953)な どの詳 しい

報告がある。その地質年代は産出化石から古第

三紀 0始新世で諫早層群毛屋層から矢上層群侍

石層、切宮層 (鎌田 1956)に対比されている。

(2)岩松デイサイ ト (黒雲母角閃石石英安山岩)

地質図の範囲では岩松駅付近と白鳥、大村湾

の自島などの狭い範囲に分布する。松井 ほか

(1966)は 、 これを角閃石黒雲母石英安山岩 と

して次のように記載 している。

鈴田り|1流域の惣原 0岩松付近に露出し、一部

は大村湾の自島を構成 している岩石である。鈴

田川流域では東西約1.5kmに わたって露出して

いる。

岩松デイサイ トはところにより多少岩質を異

にするが、黒雲母 0斜長石および少量の石英 0

角FAl石 を有する斑状岩で、鈴田川流域のものは

青灰色～淡黄色を呈する。全体に風化作用を受

けており、風化面は黄色の砂状になっていると

ころもある。有色鉱物の斑晶は少なく、黒雲母

はほとんど認められない。斜長石斑晶も自島の

ものに比べて小さい。臼島では lcm内外の斜

長石斑晶を多 く含み、 1～ 2mmの黒雲母を多

く含む暗灰色の斑状岩で、斜長石の周縁部は風

化のため褐色を帯びている。本岩は、古第二系

を貫き (鈴 田小学校裏、田久保など)、 摺出石

凝灰質岩層および鈴田川凝灰角礫岩層におおわ

れる。

(3)摺 出石凝灰質岩層

三浦半島には広 く分布 し、摸式地になってい

る。与崎の国道沿いと岩松に僅かに分布する

(写真 1)。

山崎ら (1965)は 日岳一帯の松浦玄武岩類は

その基底において厚さ約30mの 凝灰質岩層を被

覆 しており、この凝灰質岩層が摺出石部落東斜

面に摸式的に露われていることから摺出石凝灰

質岩層と命名 した。そして川棚町付近の褐鉄鉱

層 と類似 していることを指摘 した。 また、橘

(1958)は 、多良火山の安山岩質集塊岩類 (多

良岳火山麓扇状地堆積物)の基底部に分布する

一部安山岩の円礫を含んだ白色凝灰岩層を凝灰

質礫岩層 (大渡野層)と 定義 し、風観岳付近で

多子L質玄武岩におおわれる凝灰角礫岩層 もその

一部であるとした。さらに凝灰質礫岩層 (大渡

野層)は、Дィas w.、 QじθrcttS w。 その他

の植物化石が含むことから茂本 。喜々津両植物

化石層と時代的に密接な関係にある堆積物であ

るとした。

主に安山岩の角礫、亜角礫、円礫、 レンズ状

の砂層や泥層、軽石層などからなる厚さ約30m

の火山性の堆積物で側方変化が激 しい。礫の大

きさはソフトボール～バスケットボール大で、

円礫層の部分での分級は良 くない。砂層や泥層

は薄層理を示 し、ときに植物化石を含む。角礫

岩の部分では多 くのEW～ N80° W方向の小断

層によって切 られている。角閃石安山岩の礫を

多 く含むことから喜々津植物化石層の延長と考

えられる。礫の種類は場所によって違いがある

が、角閃石安山岩が主体で、複輝石安山岩、玄

武岩、古第二系の砂岩、泥岩などからなる。一

部の露頭では下位の堆積物を削り、河道を埋め

る構造が見 られることから河道堆積物と思われ

る。

摺出石凝灰質岩層は鈴田川凝灰角礫岩層とは

この地域で分布が隣接 しており、肉眼的特徴が

よく似ているので判別 しにくい所がある。

(4)多良岳古期玄武岩類 (岩松玄武岩 。日岳玄

武岩)

与崎、玖島、岩船、玖島崎、池田溜池周辺と

石場 。原町さらに愛宕大神宮裏などに分布する。

多良岳古期玄武岩類は、多良火山東部の小長井 。・

大浦 。太良 。鹿島などに、また北部では嬉野町

岩屋川内、西部 l―l千綿から大村にかけて分布す

る。

岩質はかんらん石普通輝石玄武岩で斑晶は普

通輝石とかんらん石で斜長石 l‐4大 きく、累帯状

のダス トを含む。石基は間粒状組織を示す。石

場ではこの玄武岩を板状節理の発達 した多良岳

古期安山岩類が被っている。本経寺にある大村

家の巨大な墓石の石材として使われたいわゆる

阪 口 和 則
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萱瀬石はこの玄武岩で採掘場所は石場付近と考

えられる。

松井ほか (1966)は、日岳、風観岳のものを

普通輝石かんらん石玄武岩として、与崎、岩松、

鈴田などに分布する無斑晶岩で緻密な玄武岩と

区別 して記載 している。

A)岩松付近の玄武岩 :与崎、岩松、玖島崎、

寺島、岩船

与崎では、摺出石凝灰質岩層を岩松玄武岩類

がおおい、鈴田川凝灰角礫岩層によっておおわ

れる (写真 3)。 大村湾の自島では岩松デイサ

イ トと古第二系を貫いている (写真 5)。

また、岩松駅北の住宅裏では摺出石凝灰質岩

層に貫入 した岩松玄武岩が鈴田川凝灰角礫岩層

によっておおわれる (写真 2)。 完晶質で間粒

状組織を示 し、かんらん石、普通輝石が多い。

かんらん石、普通輝石はわずかにイデングサイ

トあるいは緑泥石に変化 している。斜長石は

0.5mm程 の大 きな短冊状を示 し、 イルメナイ

トと磁鉄鉱が多い。普通輝石かんらん石玄武岩

である。

B)日 岳付近の玄武岩 :日岳、風観岳、伊達峰、

三浦半島の高所

日岳および風観岳をつ くる黒色～灰黒色の玄

武岩は斑晶鉱物が大きく、かんらん石と普通輝

石でできており、斑晶には斜長石は存在 しない。

黒雲母あるいは金雲母を含むのが特徴で、普通

輝石が多い。イルメナイ トや磁鉄鉱が多 く含ま

れる。

3.5Ma(350万 年前)の年代値が求められて

いる (土志田ほか 2003)。

(5)郡川安山岩類

郡川安山岩類は萱瀬 ダム左岸から中岳にかけ

て分布 し、その一部が宮代付近に分布する。郡

川安山岩類は降下火砕物に富み、溶岩と降下火

砕物が互層する成層火山である。浸食により険

しい崖をつくり、層厚200m以上に達する。火

砕岩の大部分は降下火砕物で、発砲 したこぶ じ

大の黒色スコリアや角礫からなる。久良原や仏

の谷などではラミナの発達 した厚さ 1～ 2mの

砂層あるいは泥層を挟む。岩石はかんらん石普

大村市街地周辺の地質―地域の素材の教材化一

通輝石玄武岩ないし普通輝石斜方輝石安山岩で

ある。炭小屋付近の旧石切場では火砕流堆積物

が lmほ どの幅を持つ角閃石安山岩岩脈によっ

て貫かれている。中岳では上位の多良岳古期安

山岩類に被われる。

(6)多良岳古期安山岩類

この地域では、雄ケ原台地や高良谷放牧場・

城田堤を中心に広 く分布する。

多良岳古期安山岩類は大村安山岩 (松井ほか

1966)、 大村安山岩類 e経 ヶ岳安山岩類 I(松

本 1973)に 相当する、多良岳古期安山岩類は

綿打池周辺、野岳湖周辺、高良谷放牧場、北川

内、南川内、雄 ヶ原周辺、鳥甲山・摩利支天、

大花山、諫早市の富川渓谷から白木峰、千綿の

竜頭泉など多良岳火山地域の広い範囲に分布す

る。数十枚の溶岩流と凝灰角礫岩 (一部火砕流

堆積物)の互層からなり、板状節理が発達する。

岩石は普通輝石斜方輝石安山岩、角閃石含有普

通輝石斜方輝石安山岩、斜方輝石角閃石安山岩

である。高良谷放牧場は普通輝石紫蘇輝石安山

岩や (普通輝石)紫蘇輝石安山岩からなる溶岩

台地であり、重井田付近では裏見滝などの板状

節理の発達 した20mほ どの断崖をつくっている。

斑晶には角閃石はほとんど含まず、石基は填間

状組織である。これは郡川安山岩類を被ってい

る。

雄 ヶ原、大谷、裏見滝、飯盛山から遠目にか

けての地域や小長井の広川原にはサヌカイ トに

似た特徴のあるガラス質安山岩が分布する。雄

ヶ原ではこのガラス質安山岩が集中的に熱水変

質を受けて白土鉱床をつ くっている。現在、大

村市ではこの古期安山岩類を採石の対象として

いる。石場付近では下位の多良岳古期玄武岩と

の境が観察される。

(7)鈴田川凝灰角礫岩層

この地域で tl‐l南部の与崎、岩松、鈴田小学校

付近に分布する。鈴田川沿いの鈴田川凝灰角礫

岩層 (阪 回 。西村 1995)は 多良岳火Lb南部を

流れる鈴田川、本明川、長田川をはじめ多 くの

河川の川底に分布 し、固結度の高い角礫層や亜
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円礫 0円礫あるいは層理の発達 した淘汰の良い

明るい色調の砂層 0泥層、一部に暗い色調のク

ロスラミナの発達 した淘汰の良い砂層 (3m)
などの厚い地層からなる堆積物である。水平方

向にも鉛直方向にも岩相の変化がはげしく一部

土石流堆積物の特徴を示す部分 もある。本明川

上流の富川渓谷では多良岳火山古期安山岩類に

直接おおわれる。主に複輝石安山岩質の礫から

なっており、一部に多孔質の複輝石安山岩や角

閃石安山岩の礫 (と くに長田川の御手水観音付

近では多い)を含んでいる。野外では、上位に

くる多良岳火山扇状地堆積物とは固結度の違い、

円礫や砂層、「 くさり礫」の有無などで区別で

きる。鈴田小学校の北、標高70mで は古第二系

を不整合におおう砂層・泥層を主とする鈴田川

凝灰角礫岩層の見事な露頭がある (写真 4)。

鈴田川凝灰角礫岩層の堆積環境は河川および一

部湖沼が考えられる。

(3 多良岳新期玄武岩類 (大野原玄武岩 0赤似

田玄武岩)

荒瀬町、野田町、今富町に広 く分布 し、野岳

湖付近の鉢巻山までつながる。多良岳新期玄武

岩類は溶岩とスコリア層からなり、火砕岩の部

分は風化 して赤褐色を示す。

岩石は灰白色～灰黒色の緻密な普通輝石かん

らん石玄武岩で、斑晶として普通輝石、かんら

ん石、斜長石を含み、石基はかんらん石、普通

輝石、短冊状斜長石、アルカリ長石、チタン鉄

鉱、磁鉄鉱などよりなり間粒状組織を示す。

A)大野原玄武岩は郡岳 と遠目岳の鞍部から

北へ嬉野町陣野、西は大野原台地・赤木台地な

どに分布 し、大野原かんらん石普通輝石玄武岩

は噴石丘をつ くり、東彼杵町の赤木池や坂下な

どの噴石丘からは紡錘形や リボン形の火山弾が

放出されている。

大村では、鉢巻山、赤似田、原町などに分布

する。鉢巻山の主体は噴石丘で、数本の玄武岩

の岩脈で貫かれている。鉢巻山玄武岩は赤色の

降下スコリア堆積物と西に薄 く広がる溶岩流か

らできている。岩石は普通輝石かんらん石玄武

岩で斑晶のほとんどは周辺がイヂングサイ トに

変化 したかんらん石である、石基は間粒状組織

を示す。時に斑晶として融食された石英を遮ゝ く

む。

B)赤似田玄武岩は複数の溶岩流と降下スコ

リア堆積物の互層からなり、灰白色～灰黒色の

緻密な普通輝石かんらん石玄武岩およびかんら

ん石玄武岩で、斑晶として普通輝石 (時 にチタ

ン輝石質)、 かん らん石、斜長石である、まれ

に捕獲石英を含むことがある。琴平岳西や宮代

町の久水付近では板状節理の発達 した多良岳古

期安山岩類を被 っている。大村市菅無田では下

位の郡川安山岩類の凝灰角礫岩との境がみられ

る。

(9)多良岳新期安山岩類

郡岳、武留路山や五家原岳に分布 し、大村市

街地を示す地質図 (第 1図)の範囲には分布 し

ない。多良岳新期安山岩類は紫蘇輝石普通輝石

黒雲母角閃石安山岩で、一般に灰青色～灰白色

を呈 し、斑晶として 1～ 5mmの長柱状の角閃

石、 3mm以下の黒雲母を有するほか、輝石、

斜長石を含む粗粒の安山岩である。斑晶は角閃

石、紫蘇輝石、普通輝石、黒雲母、斜長石、磁

鉄鉱からなる、石基はガラス基流晶質組織を示

し、紫蘇輝石、斜長石、アルカリ長石、ガラス

などよりなる。高良谷放牧場では多良岳新期安

山岩類の下位に多良岳古期安山岩類に属する角

閃石をほとんど含まない安山岩の厚い溶岩があ

る。

郡岳安山岩は板状節理が発達 し、暗青色中に

赤色の流理が観察される。比高約300mの 溶岩

円頂丘を形成する紫蘇輝石角閃石安山岩で、填

間状組織 を示す。 武留路山安 山岩 は比高約

150mの 溶岩円頂丘で、青灰色を呈 し、一部に

板状節理が認められる。

斑晶として黒雲母を含まない紫蘇輝石角閃石

安山岩で、角閃石はオパサイ トに変化 していな

い。

tO 多良岳火山麓扇状地堆積物

大村市街地の三城町、片町、武部町などでは

大村扇状地面よりも比高10mほ どの一段高い崖

阪 口 和 則
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を作って分布し、大村市街地の南部を広くおおっ

ている。多良岳火山地域南部では、西から大村

市東大村一丁目の横山頭、諫早市湯野尾町の川

頭および白木峰町などを扇頂とする 3つ の大き

な火山麓扇状地が形成されている。平均約20m

の層厚を持ち、下位の地層を薄 くおおっている。

この堆積物は多良岳火山の輝石安山岩類や鈴田

川凝灰角礫岩層が風化・浸食されその砕屑物が

土石流などとして運搬され再堆積 したものであ

る。この堆積物は巨礫や大礫の亜円礫を主とし、

全層が強 く風化されていわゆる「 くさり礫」に

なっているのが特徴である。扇面の勾配 は約

4° ～ 6° である (写真 6)。

llll 大村扇状地堆積物

大村市街地の大部分が含まれる。 田中正央

(1977)や 長岡信治 (1997、 1998)の 詳 しい報

告がある。大村扇状地は、その扇頂は郡川が多

良岳火山の谷を離れる坂口に位置 し、半径約 3

km、 扇頂角135° の広がりを持つ美 しい形をし

た扇状地である。沈水 した等深線 -18mま でを

扇状地 とすると実質の半径は 6kmに達する。

扇面の勾配は約 1° 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。

大村扇状地は現在の矢次橋付近から郡川河口に

向けて広がる完新世の新期扇状地または三角州

と、より古 く更新世に形成された旧期扇状地に

分けられる。

更新世の旧期扇状地は厚さ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 (阪口・

田島 1999)こ とから、砂礫層上部は最終氷期

最盛期の 2～ 3万年前に形成されたと推定され

る。さらにこの砂礫層は、大村湾海底の沖積層

の基底砂礫層に連続 し、低海面期に対応 して形

成されたことを示 している。

aa 縄文海進期の員層

長崎県教育委員会が大村公園角堀脇にある旧

桜田屋敷の池を1999～2001年 に国道34号道路拡

大村市街地周辺の地質一地域の素材の教材化一

張工事のために発掘調査した。その際に海抜高

度-0.lm～ -0。 5mの位置に貝殻を含む泥層が、

さらにその下には縄文人が掘ったドングリピッ

トが 4箇所確認された。これは、大村湾が形成

された時期の縄文海進期のものであると考えら

れる。現在は国道の下になり見ることはできな

い 。
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写真 3 多良岳古期玄武岩類 (人物の位置)を
おおう鈴田川凝灰角礫岩 (与崎温泉)

写真 5 日島の玄武岩岩脈、左はデイサィ ト

中央奥は古第三系の島

大村市街地周辺の地質―地域の素材の教材化―

写真 2 岩松デイサイ トと摺出石凝灰質岩層に

貫入 した多良岳古期玄武岩類 (岩松)

写真 4 古第二系を不整合におおう鈴田川凝灰角

礫岩 (鈴田小学校の北500m)

多良岳火山麓扇状地堆積物が示す

美 しいス回―プ (長崎空港から)
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