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天気は晴れから曇 りそして雨と変わった。

地点M 妙観寺峠 」B-1産地

皆瀬町から牧の地町を通り妙観寺峠へ向かう、

峠近 くの上 リヘアピンカーブ第 2カ ーブ直上の

石切場跡 (× 印)が」B-1産地である。 カーブ

に車を止めて、小さな沢を30mほ ど登る、浮き

石があり危険、方状節理を思わせる幅 lm程の

柱状節理と板状節理が見 られる。岩石は青黒色

で肉眼的には斑晶が見えない単斜輝石かんらん

石玄武岩である (5万分の 1地質図幅「佐世保

地域の地質」では (B6)に 相当)。 沢の入口

の溝には玄武岩溶岩の下位にある集塊岩及び火

山礫凝灰岩がわずかに見える。

」B-1産地下の道路のカーブか ら当南東方向

に石盛山地すべりが遠望できた (写真 6)。

普通輝石かんらん石玄武岩 (JB-1)の 記載

斑晶 :か んらん石 0斜長石 。普通輝石

かん らん石は、 自形一半 自形で径 0。7-

2.5mm、 結晶の周縁はイディングス石化 し

割れ目に沿って淡緑色の粘土鉱物に変わっ

ている。結晶内には微晶の鉄鉱 0尖晶石を

含有 している。斜長石は柱状で、普通輝石

は0.5-2.3mmで大部分がチタン輝石質であ

る。

石基 :斜長石 0単斜輝石・かんらん石・磁鉄

鉱及びチタン鉄鉱 0少量のアルカリ長石 。

ガラス、 間粒状組織、石基鉱物の間隙に

は少量の方解石・緑泥石が生成 している。

地点Y 吉井採石場

ここには 5万分の 1地質図幅「佐世保地域の

地質」では (B4)と して示されている玄武岩

が広 く分布する。採石場現場では赤色土をはさ

んで数枚の溶岩流が遠望できた、最上部は層状

を示す厚さ10m程の玄武岩質スコリア層が乗 っ

ている。ここでは晶洞鉱物として磁鉄鉱とメノー

が採集された。

ここから遠望できる平山地すべりについて山

田さんから説明を受けた。

平山地すべりについて (地点 H)

長崎県北松地域から佐賀県伊万里地域にかけて、

北松型地すべりと呼ばれる地すべりが多数分布

している。北松型地すべりは、含石炭新第二紀

層を八ノ久保砂礫層が不整合に被覆 し、さらに

その上位に北松浦玄武岩類が覆う (キ ャップロッ

ク)地質構造で特徴づけられる。平山地すべり

は、世知原層中のC42(第一鱗状)と 呼ばれる

石炭層をすべり面として、1960頃から変状が認

められ、1963に は山頂に亀裂、1964に は陥没帯

が生 じ、様々な地すべり対策工が施工され現在

も継続 している。

1963年 9月 愛宕山 (270m)山頂付近を北西一

南東に走る 2筋の並行亀裂が発生 し、その間が

地溝状に次第に陥没 して、1964年 3月 までには

見かけ上36mも沈降 し、中央部が1966年までに
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北東へ100m動 いた。平山地すべ りのすべ り面

の下位80～ 120mに松浦三尺 と呼ばれる良好な

炭層があって1960～1962年に採掘された。1960

年11月 に地すべりの最初の兆候が現れた。昭和

45年 (1970)に撮影された写真と比べると更に

地すべ りが進行 していることがわかった。 (写

真 1、 2)

昼食時、駐車場のたわんだ柱状節理の出来方

について意見が交わされた (写真 3)。 昼食後

の ミーティンでは、懐かしい吉富 一先生、鴨

川 卓先生、西浦一意先生の思い出が語 られた。

また、2月 に計画 している室内研修については

鉱物顕微鏡による観察研修や、石灰岩中のフズ

リナ、クサ リサンゴ (河野さんから提供 してい

ただく)のプレパラー ト作 りなどの要望が出さ

れた。風が冷たかった。

地点○ 御橋観音 (写真 4)

資料として示された「 ウィキペディア」の説

明にある「高さ20mの海食洞の天蓋が抜け落ち…」

の海食洞について疑間が出され、 このアーチ型

の石橋の成因について議論された。滝の跡とす

る説に意見が集中したが、当時の水量がどれく

らいのものであったのか、 この沢は隣接する 2

つの沢より特に深い沢でもない。むしろほぼ東

西方向 (橋の方向と一致)に よく発達する並行

した節理系に沿つて下流部から次々と崩落 して

作 られた可能性がある。御橋の下部の板状砂岩

層には斜層理がよく発達 している、福井層の一

部である。駐車場前の崖には福井層下部にある

3.2mの 厚 さをもつ歌 ヶ浦凝灰角礫岩が記載 さ

れているが (「 佐世保地域の地質」)、 藪 とフェ

ンスのため確認することができなかった。

地点F 福井洞窟 (国指定)(写真 5)

昭和11年 (1936)社殿改築のため洞窟床面が

約 lm掘削された折 り、土器 0石器 0人骨など

が発見された。郷土史家松瀬順一氏が学会に報

告され、それを機に日本考古学協会西九州調査

団及び洞窟遺跡調査特別委員会の鎌木義昌 。芹

沢長介などによる発掘調査が1960～1963年まで

山 田 好之助 0武 内 浩 一

3回行われた。深さ 6m、 16層 に分かれた地層

から3万年を超える先史時代の遺跡が確認され

た。とくに、昭和48年 に佐世保市の東福寺洞窟

から「豆粒文土器」が出土するまでは当時とし

ては日本最古 (約 12,000年 前)の 土器である

「隆起線文土器」が細石刃とともに 3層か ら発

見された。また、15層からは世界最古の石器で

あるハ ンドアックス (に ぎりつち)が発見され

るなど旧石器時代から縄文にかけての遺物が層

位的に出土 して、我が国の旧石器文化の解明に

大きく寄与 した。 (佐世保市教育委員会説明文

より)

昭和53年 (1978年)国の史跡に指定された。

旧石器時代から縄文・弥生時代に至る複合遺跡

である。フェンスで囲まれた調査坑がそれで、

深さは 6mである。

平成24年 (2012年 12月 18日 )佐世保市教育委

員会の発表によると國學院大学名誉教授 小林

達雄らが、細石刃文化を伴う旧石器時代 (18000～

16000年前)の 日本初の 3基の炉跡を発見 した。

そのときの調査坑の深さは 8mで洞窟の中央部

付近にあり、現在は埋め立てられている。

当時の遺跡は佐々川流域では、ほかに旧石器

時代の岩谷回岩陰 (世知原町)、 旧石器時代の

大悲願岩陰遺跡 (佐々町)、 縄文時代の橋川内

洞窟 (吉井町)、 弥生時代の狸山支石墓群 (佐々

町)、 など多 くの遺跡が分布 している。

ここでは、最下層の31900年前の地層が、地

表から6m程の深さにあることについて、疑問

が出された。仮に、一様な速さで埋没されたと

すると、6000mm÷ 31900年 =0.19mm/年 となり、

自然埋没の可能性は十分ある。参考のために遺

跡埋没の原因として次のものが挙げられている。

(1)自然埋没

①河川氾濫等による土砂の堆積

②火山性噴出物による堆積

③植物による有機物 (落 ち葉とか)の堆積

④空気中の塵の堆積 (ロ ームなどの風成層)

(2)人為埋没

15時に解散、雨がだんだんと強くなってきた。
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日本標準玄武岩の産地と地すべり地形

位置図 1

妙観寺峠 M
× E口 はJB… 1産地

吉井砕石場 Y
平山地すべり地帯 H

位置図 2

御橋観音 O
福井洞窟 F

(国土地理院1/25000「 佐世保北部」「江迎」を使用)

参加者 9名
山田好之助・武内浩-0下川孝之(一般)。 阪口和則・河野隆重・河野昌子・大串須美子 。江頭晴司 0山川続
(敬称略)
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山 田 好之助・武 内 浩 一

写真 1 平山地すべり (撮影 :武内浩一)

愛宕山の崩落崖と移動方向 (矢印)

(写真加工 :山 田好之助)

写真 3 複雑に曲がった柱状節理 (撮影 :山川続)

吉井採石場の駐車場

福井洞窟 (国の史跡)(撮影 :武内浩一)

旧石器から縄文早期の遺跡群

石器時代の炉の跡も見つかっている

昭和53年に国の指定を受けた。

写真2 災害前 (昭和39年 )

長崎県林業コンサルタン

の愛宕山

卜「長崎の地すべり」より

写真 4 御橋観音 平戸八景の一つ

高さ20m、 長さ27m、 幅 4mの石橋

写真 6 石盛山地すべり (撮影 :大串須美子)

妙観寺峠下JB-1産地付近から
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