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中国地方の地質と

生い立ち

日本の地質図を見ると中国地方は赤色が多くそのほ

かの色もとりまぜて雑然としています.それにひきか

え四国地方や近畿地方南部は東西方向の帯状の色分け

が整然としています.一方日本の中央部を見ると静

岡と日本海側の糸魚川を結ぶ線を境にして色が明らか

に変っていることに気が付きます.この色分けは地

質を地質図とし下表現するためのもので赤色は花南岩

類黄色は新生代の地層といった具合いにきめられてい

るのです.中国地方の雑然とした特徴は九州北部や近

畿北部の地方にまた四国地方の整然とした帯状の特

徴は九州南部や近畿南部の地方に延長されそれぞれの

地質が東西方向に密接な関係にあることがわかりました.

このような地質の特徴をとりまとめ先の静岡と糸魚川

とを結ぶ線(フォッサ･マグナ)で日本を東北日本と西

南日本に分けます.さらに西南日本を長野県の諏訪

湖から豊橋･和歌山･徳島･松山をへて中部九州にいた

る線(中央構造線)によって南と北との2帝に分けま

す･北の部分を西南目本内帯南の部分を西南日本

外帯とよんでいます.中国地方は地質的には第1

図のように西南目本内帯に属しています.
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日本の地質構造区分

目本列島で化石の証拠から一番古いとされている地層

はシノレノレ紀に属するもので東北日本と西南日本の外

帯とに分布しています.中国地方にはこの時代の地層

は残念ながら露出していません.中国地方の生い立ち

を調べる前にここで地質時代について説明をしておき

植田芳郎

ましょう.日本の歴史を勉強しますと時代によって

出来事や文化などに特徴がありその特徴で時代区分が

されています.地球の歴史の場合でも時代によって

出来事や生存していた生物などに特徴カミあります.こ

のような特徴で時代分けをしたものが第1表です.

第1表地質年代区分と中国地方の地層
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古い方の生物の生存した証拠のたい時代は一括して

先カンブリア紀としておきます.生物が生存しはじめ

てからは古い方から古生代中生代新生代と分けら

れ各時代はさらに細分されています.この地質時代

区分は年数に関しては相対的なものでしたカミ最近は

科学的に正確な年数を岩石から測定する技術が開発され

利用されております.

古生代の後半石炭紀から二畳紀にかけて中国地方は

もちろん日本の大部分は海におおわれていました.そ

してそこはたんに海であったばかりでなく激しい火山

活動を伴った沈降の続くところでした.陸地から運ば

れた砂や泥の堆積物は沈降部をどんどん埋め埋った�
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量だけさらに沈降するよう放特別の海だったようです.

そこでは海底火山カミ噴火し火山物質を砂や泥やチャｰト

などとともに堆積しました.このように海底火山活動

を伴う大規模な沈降の場所を地質学では地向斜とよんで

います.この時代の地層から産出する化石(過去の生

物の遺体)や岩石などからこの時代の海は現在より暖

かで海底火山を土台にしたさんご礁が点々と列を作り

その列の北側の大陸よりの海では陸から運ばれた砂や

泥が厚く堆積をし列の南側の大洋に面した海にはチ

ャｰトや泥が堆積したものと想像されます.この時代

にできたさんご礁の名残りカミ中国地方の山間部に点々

として分布する石灰岩の台地として現在に残されている

のです.これらの石灰岩台地は東から岡山県の阿哲

台･大賀台広島県では帝釈台}口県で秋吉台として

台地の上にはカノレスト地形カミ台地の下には鐘乳洞がで

きています.地質学上も大変重要な所ですしまた観

光地としても有名です.

一方このような地向斜に堆積した厚い地層は地下深

い所で高い圧力と地下深部からの熱の影響で変成作用を

うけ堆積物は千枚岩や結晶片岩になります.このよ

うにしてできた岩石を三郡変成岩類とよんでいます.

その分布は北九州から中国地方にかけて先にのべた石

写真1

満奇洞阿哲台石灰岩中にある鐘乳洞で井倉洞とともにその奇勝

はよく知られている.洞内全長800m(岡山県観光課提供)

古い地層の石灰岩カ噺しい地層の三畳紀の地層に衝

上している(中国新聞社提供)

写真3帝釈峡離橘石灰岩でできた天然橋

写真4秋芳洞秋吉台石灰岩中の鐘乳洞

(中国新聞社提供)�



灰岩層を含む非変成古生層をとりかこむように山陰側

と山陽側とに分かれて兵庫県にまで続いています.

このような変成作用と相前後してこれまで沈降を続け

てきた中国地方は二畳紀末から三畳紀にかけて陸地と

狂りさらに山脈がつくられました.このように海から

陸地となりさらに山脈をつくるよう荏運動を造山運動

といっています.第2図はこの造山運動でつくられた

西南目本内帯の骨組を示したものです.

北から各帯のかんたんな説明をしておきましょう.

飛騨帯をつくる岩石は飛騨片麻岩で飛騨山地の一

部から能登半島をへて隠岐島にかけて分布している.

日本カミアジア大陸の一部であった時代に形成されわが

国で最も古い時代(先カンブリア紀)の岩石であるとい

う説と先にのべた地向斜時代の地層カミ高温による変成

作用によってできたという説とカミある.

中国帯は古生代末の地向斜でつくられたものが骨格

と狂っている.中国地方のほとんどは中国帯に属して

いる.この帯はさらに三郡変成帯と中央非変成帯

とに分けられる.三郡変成帯は中国地方で日本海側の

延長の山陰支脈と瀬戸内海側の延長の山陽支脈とに分

かれる.この間に中央非変成帯カミはさまれているが

中央非変成帯は石灰岩を主とする地層と非石灰質の泥

や砂からなる地層とに分けられる.

領家帯は高温型の変成岩で領家片麻岩類からなるカミ

この原岩は古生代末の地向斜でできたものと考えられて

いる.このような変成岩ができ上るまで長い歴史があ

るカ茎種々の資料から変成岩の完成は白亜紀の前半とさ

れている.

舞鶴帯は近畿地方の舞鶴市から西南方に約20止mの

幅で兵庫県を横切り岡山県西部の福本に達する構造帯

でここに発達する地層は二畳紀では舞鶴層灘とよば

れている.舞鶴層灘は頁岩を主体としてしばしば花陶

岩質の礫を含んでいる.堆積物から内海ないし三角洲

の堆積環境にあったといわれており先の地向斜の堆積

環境と異なっている.このことやその後の三畳紀層

の堆積やまた塩基性の火成岩の貫入荷とから古生代

末から三畳紀にかけて日本列島の成立にとくに重要な

地域となっている.

地向斜が山地に狂って行く不安定な状態の中で既存

の岩石が侵蝕され運搬されて山間盆地に厚い堆積物を

堆積させます.それらは山口県の美彌･厚保･厚狭地

区に岡山県の成羽･津山地区に石炭を挾む汽水成

から浅海成の地層として分布しています.一方海に近

い所山口県の美和地区や舞鶴帯では海成の地層カミ分布

しています.このよう荏傾向はジュラ紀になっても続

いて山地は侵蝕され山間盆地の堆積層として岡山

県の山奥地区に粗粒の堆積物からなる内湾ないし半戯

性の地層が分布しています.一方山口県の豊浦地区で

は比較的静穏な堆積環境でできた海成の地層が分布

しております.

中生代後期の白亜紀に入ると中国地方は一転して激し

写真5神庭(かんぱ)の滝姫新線勝山駅から

上流4kmの神庭川にあり高さ120m

幅20m中国地方一の名濠として付近一

帯の渓谷美とともに県立自然公園となっ

ている.地質は三郡変成岩帯に属して

いる.(岡山県観光課提供)
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方全域に及んでいることがわかります.またこの火成

活動(火山活動を含む)によって中国地方の地質カミｰ

段と複雑になったことがわかります.

この時代の火成活動でできた地層は岩石の性質から

山間部では峡谷が海岸では侵蝕地形カミ美しく国定公園

や県の自然公園に指定されているところカミ多い.<写

真67>

日本列島カミ弧状列島を形成したのはおもに第三紀の

中頃の大きな変革以来でありこの変動は今日にも継続

されていると考えられています.

第三紀の前半は中生代の変動の継続で中国地方は隆起

と削剥の状態にありました.北九州から西中国にかけ

て浅い堆積盆地が生じ宇部地区に石炭を含む地層を堆

積させました.そしてその後の海長期には下関から山

陰の油谷湾にかけて第4図のように地層の分布地域を

ひろげております.

第三紀の後半新第三紀に入ると日本は古生代末の造

山運動で作られた地質構造が破壊され著しい陥没と広

範囲の沈降これに伴う激しい火山活動の舞台となりま

した.この沈降と陥没は日本の中央部を横断し主に日

本海側の地域に起りました.中国地方でも山陰地方の

海岸地域で顕著です.この時期の火山活動は中生代の

それとは異なり主として陥没･沈降地域の海底での噴

火によるものでその後の変質で緑色を帯びているのカミ

特徴です.この特徴からこの時期の火山岩類と凝灰岩

類は一般にグリｰンタフ(緑色凝灰岩)とよぱれてい

ます.中国地方の日本海側ではこの時期の堆積層を

石見届灘として一括しています.

一方この時代の中国地方の他の地域では山陰のグ

リｰンタフ地域と異なり火山活動を伴わだい比較的薄

い地層が花開岩や変成岩でできた凹地に堆積しました.

これは広島県の山間部の三次盆地や岡山県では津山盆

地にまた瀬戸内海の沿岸部に点々と小分布で残ってい

ます.三次盆地に分布する地層は備北層灘とよぱれて

います.この新第三紀の基盤の崩壊･陥没･火山活動

を伴った変動は日本列島を形造り列島の内側には日本

海をまた太平洋側には日本海溝を作り現在の日本列

島を形成したといわれています.

地質時代の最後の区分第四紀には全世界的恋規模で

大氷河カミ繰返し発達した時期にあたります.大氷河の

消長に伴って海水面は昇降を繰返し中国地方も海水の

昇降運動の影響をうけそれを証拠づける海岸段丘や地

形面などが今日でも観察することができます.新しい

火山は火山の型をそのままに残しています.大山など

はそのよい例で美しい姿は土地の人々に伯者富士とし

てしたしまれています.またこの時期には瀬戸内海

も完成されました.<第5図写真8>
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瀬戸内海の地質と観光

瀬戸内海は日本で最大の内海であるぱかりでたく大

小300余りの島々が浮び気候温暖風光明美国立公

園に指定されています.しかしその生い立ちとなる

と一般の方々は余り知る機会に恵まれていません.こ

れは観光地のパンフレットにも責任がありますカミ私た

ち専門家にも責任があるようです.この機会に観光地

はただ風景を見るだげのものでたく地学の勉強の場と

してもみなおしていただきたいと思います.

瀬戸内海の歴史は地質時代の中新世にさかのぼって

お話しをするのカミ適当かと思われますが中国地方の生

い立ちのなかでふれていますのでここでは簡単に話し

をしたいと思います.

中新世の中期(第6図参照)には瀬戸内海の東半分

から山陰地方にかけては海に覆われていましたカミ中新
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第8図

鮮新世後期

世の後期から鮮新世の前期(第7図)にかけてまた陸

地化してしまいました.そして鮮新世の後期(第8図)

に入りますと現在の瀬戸内海全域は帯状の沈降帯とな

り中国山地と四国山地は相対的に帯状の隆起帯となり

ました.このよう荏大規模な隆起を判断する根拠は

先にのべた中新世の大海侵でできた海成の地層が中国山

地の!000mをこす高い所からまた瀬戸内海沿岸で海面

下300mの所に同じ地層が発見されていることで明らか

です.そしてこの中国･四国両山地にはさまれた沈降

帯は九州の中央を横断して有明海付近で海に接してい

たことが明らかとなっています(第8図).当時は紀伊

水道も豊後水道もまだできていなかったようです.更

新世前期には九州からの海の通路は火山の噴火によって

とぢられ瀬戸内海と中国･四国両山地との高度差は

単に隆起だけでなく断層を伴いなカミらますます大きく放

ってきました(第9図).そして四国山地の隆起帯では

断層で地塊に分かれ低い所が水道となりそこから新た

第9図
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な海の侵入カミはじまりました.この時期の瀬戸内海は

大平原でところどころに花庸岩でできた山カミあり燧

灘には大きな淡水湖がありました.大平原の西側では

山口県や広島県からの川カミｰつとなって豊後水道から

太平洋に東側では岡山県の河川と燧灘の淡水湖の水が

合流して紀伊水道から太平洋にそそいでいました.

大平原では森と湖水に守られてナウマン象やその他の

哺乳動物が繁栄していたでしょう.これら動物の遺体

の校がでもナウマン象の樹の化石は瀬戸内海の海底

からいまでも漁師の網にカ三かり引き上げられるという

ことです.更新世の最後の氷期が終り完新世に入ると

地球は温くなり氷河も縮少して海水面カミ上昇し瀬戸内

海の大平原もついに海の底となり花開岩の山は300余

の島々となり風光明美狂瀬戸内海が完成するのです.

それはいまから一万年前そこそこのまことに新しい出

来事なのです.

日生諸島<第10図>

地質は中生代後期の火山岩類からなる.火山岩類は

流紋岩溶岩や貫入岩および流紋岩質の凝灰岩からなる.

これらでつくられた鹿久居島をはじめとする諸島が美

しい.付近の観光地として岡山藩主池田光政カミ関い

た閑谷学校か有名でその講堂は国指定の特別史跡で国

宝になっている.また三石のろう石鉱山や備前焼の

窯元をおとずれてもよいであろう.

牛窓･前島

地質は中生代後期の花筒岩類からなる.花筒岩の風

化した白砂と遠浅の浜は海水浴場に最適でまた侵蝕

による断崖は快適な磯釣の場を提供している.

金甲山･王子が岳･鷲羽山

地質は古生代末の地向斜でできた黒色片岩と中生代後

敏謬滋靹粋噌

㊧

洲"靖

約6

囲騒蟄皿

花筒岩流紋岩古生層

(第10図～第12図の凡例)

〵�

�

写真9鷲羽山から瀬戸内海の展望(岡山県観光課提供)

第10図目生諸島･牛窓付近地質略図
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第11図金甲山･王子が岳･鷲羽山地質賂國

写真10備中国分寺(岡山県観洗課提供)�
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第12図笠岡諸島と靹の浦付近虹質路図

期の花商岩とからなっている.

金甲山は児島半島の中央部にあり標高402m平安

朝のころ坂上田村麻呂が鬼退治の戦勝を祈願して金の

甲冑を山麓に埋めたといわれ金甲山とよばれている.

王子が岳は渋川海岸の北西にあり高さ235mの新割

山を中心とする山陵で山腹に巨岩や奇岩が多い.

鷲羽山は下津井港の東に鷲カミ羽を拡げたようにつき出

している岬で標高133m国定公園の中でも特別景勝

地となっている.この児島半島の後背地岡山市から

総社市にかけては俗に吉備路と呼ばれその周辺には

大古墳や神社仏閣城跡など数多くの文化遺産カミ業し

い自然のなかに静かなたたずまいを見せている.

笠岡諸島と靹の浦

地質は花南岩と一部古生層の粘板岩からなっている'.

笠岡諸島は笠岡市の沖合の大小30余りの島々から構成さ

れている.美しい白砂の浜と透明な海水に忘れ多島

写真11後楽園と岡山城(岡山県観光課提供)

写真12カブトガニ生きている化石といわれ

ている(中国新聞杜提供)

写真13宮島厳島神社の大鳥居(中国新聞社提供)

写真14早瀬大橋広島湾に浮かぶ能美島(江田島)と倉橋島は音戸大橋

と早瀬大橋で本土と陸続きになった(中国新聞社提供)�
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第13図広島湾地域地質略図

匿覇第四紀屑

囲理化陶お

鹿騒流紋撒

皿回占止楢

=橋

海独特の美しい景色と伝説を残し人膚も厚い.白石踊

りの白石島石材の北木島は花陶岩で有名である.ま

た生きている化石といわれるカブトガニは笠岡湾を産

卵地として天然記念物に指定されている.鞠の浦は

笠岡諸島と向い合わせの対岸にあり中生代末の火山岩

類流紋岩と流紋岩質凝灰岩とからたる.輔の浦対岸の

仙酔島には火山岩類がよく露出し“仙酔層"とよば

れる地層の代表的な分布地となっている.

広島湾地域

宮島は厳島神社で有名である.島全体が信仰の対象

とされていたため自然がよく残されている.島の最

高峰弥山は標高540m頂上からの眺めは瀬戸内海展望

の下等地といわれている.全島中生代末の花嵩岩から

できている.

野呂山は呉市の近く海抜840皿の高い山で山陵は南

北2km東西6たmの典型的な侵蝕平坦面の型をとどめ

ている.その山麓周辺部は花闇岩がまた中腹以上の

写真15音戸大橋

高所には流紋岩および凝灰岩が分布している.山頂部

からの内海の展望と南腹の岩塊流が有名である.

山口県東都海岸地域

みかんの大島で知られている屋代島いまNHKの鳩

子の海で有名な上関を見おろす皇座山笠戸島と対岸の

太華山狂どはすべて瀬戸内海国立公園に含まれている

この地域の地質はほとんど領家変成岩類で一部に第三

紀の火山岩類が分布している.

たか

嵩山は屋代島の中央部にあって標高619皿第三紀の

安山岩からなっている.

おおざざ

皇座山は標高529m室津半島の先端部にあり嵩山と

同様安山岩からなっている.山頂付近には源平合戦当

時の史跡も残っている.

たいか

太華山は標高655m領家変成岩類からできている.

関門海峡

満々と水をたたえ大河のようにまたあるときは山峡

下松市一簑圭蒙蒙糞蔓二圭竺ム

裟

囲花開岩騒三郡変成岩類遥

麗領家花鶴)昌橋

騒領家芦商岩(古期)≡誌

鷲一

�

屋代島

上関

屋代丘
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山口県東部海岸地域地質略図�



･惇⊥ユ■墓翌コ岬駄岬ψ⑦$専｡海コ暗璃#

ミ学{一夫壬蔀蟻)_己τ⊇{Yヨ嚢⑦嵜贈班牽蝪ξ芋螂甘牽蝪6I童童

(嵜巾第)岬黒マ(理暑嵜}謡)書写⑦地製賀叫雷}鶴留叫雪8I章白

鐵Y]轟zI童童

(湖群辞鹿携国中)

口冒…≡石塁柴\嗜包『｢{嗜冒一｢弓､享巾爾青垂彙(汐一≡婁毎9I章倉

'29噂〕以啄

マ革σ?尋専勤国年脇国中⑦簿蟹×一τ二夏聴茸卑

'婁9丁■卸*茸

>童'孤4理払惚塀謹ユい｡2庫倉令博募恥¢尋亭

巾踏景Ω了茸誰采醸肖号ユい｡2叫紫⑦各彰劫⑦⊇

'蟹､ヘユ｡麗小《払杓㌣ユつヨ$σマ尋皐阜>古$報

マ嘉⑦報即旦駿.ら9撃ユ酉早⑰叩⑦叫電型潮割}⑦

誰身マ灘戟>阜$ユ革>寒ア嚥気難'い専縢睾潮追

ζ了⑰顎翼G錯⑦奉⑦溺}'婁留ユ囎熱雷>孫学習塊

ユ囎灘耳手機嵜報っ語コ嘩栃講夏〉点字園臨婁阜マ事

尋嵜巾Y⑦畷三毒苫脇罰}年一.身μ弓つ輯⊇岬熟

糸¢暮週令聯嵜報ユつ哩⊇傑串旦誰>多ミ㍑〕蟹専9

咋箒贈躰‡噛留}'臥刈ユσ専酋ミ¢9不狛⑦去弓ミ¢卑

σ望⊇咽募難箆席Q国手じマ罰巾マ留叩⑦年席国中

.弘くユ叫qい㌣{4叫弓ρG誰皆⑦2弓唖ヨ

⊇婁善翼尋栂揖劃⑦睡劇宰叫£げ尋マ〃塾生駿“毛癖

團崩園.弘刈ユつ卑専ミ¢艦劉田園身卑恥㍑専嵜羽籔

令箒敏⑦嘉箒}箏9望ユ峨翼⑦喚毅叩Y⑦瞭穀叫事由

'い■婁◇事⑭$牽栽⑦車唆目2岬ママ〃七ぺ

→劉歎⑦呼■狛零ミ¢勢\田園妥薔＼4■身､>事跳¢

奉暴工畑搬σ望ユ→一“×べ/〆⑦報羊1菊報昆駒蟹

考轟尋士欝⑦妻ユσ了⊇俣マコ1ζ了⑦蛾弩⑦影讃⑦

劉[一闘害

劉手早皿口

鵜蝸囮

早蝋ヨ煙目ヨ

鯛三堰憂

国剥箆聴図聴囲園.国9τ臨

一〇I一�



一11一

No.26ウラン鉱床を探る(小嶋鉱山と人形峠付近)

No.56出雲砂鉄ものがたり

No.79面目本玄武岩新生代火山岩類について

(その1山陰西部)

No.90銅ケ丸鉱山むかしむかし

No.99岡山県津山市より化石獣類の発見

No.122山陰地方をおそった豪雨災害の概況

No.126広島県下の小さなゴｰルドラッシュ

No.150ウラン広島県･島根県境地区

No.183山口県西部地域のウラン.

No.212秋吉台をたずねて

No.219昭和47年7月豪雨災害中国地方庄原

･甲奴･加計地域

(筆者は中国出張所長)

写真20

門人橘(中国新聞社提供)
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…〔61頁からつづく〕

…磁硫鉄鉱との鉱体ででも採取できる.ふつうは六

…方晶系と単斜晶系の集合体である.

…輝水鉛鉱鱗片状結晶の集合体としてスレｰトおよ

言びチャｰト中の石英脈に伴っている.石英脈がスカノレ

…ン鉱体と交差する部分ではまれにしか見られ狂い.藤

…ケ谷鉱山明見谷斜坑の40M坑入口付近の石英脈には盤際

…および脈中に多く伴われている.

…輝蒼鉛鉱と自然蒼鉛藤ケ谷鉱山では方鉛鉱と共生し

皇で後期の細脈中に見られる.方鉛鉱の多い部分を採取

…すれぱだいたい輝蒼鉛鉱と自然蒼鉛とが入っている.

…錫石玖珂鉱山井出ノ奥鉱床のスカノレン中に多く見ら

…れる.喜和田鉱山では本坑鉱床と釣上鉱床で錐面を完

…全に備えた錫石結晶を産したといわれるが両鉱床共採

…掘済であるため試料の採取はできない.

…ざくろ石自形～半自形で方解石と共生する場合に

…は塩酸で処理すれば容易に単結晶が得られる.ふつう

書は淡紅色～赤褐色の灰はんざくろ石で所によっては緑

;色～黄緑色の灰鉄ざくろ石を産する.後者は螢石や万

三解石と共生して珪灰石帯の周辺に産する場合カミ多い.

…灰鉄輝石塊状のものはどのスカノレン鉱体にも見られ

葦る.結晶形のよく削るものは藤ケ谷鉱山のスカノレン鉱

ξ体中の石英脈周辺に多い.とくに明見谷第1鉱体の脈

…状スカルン中の石英脈周辺には長さ1～3c㎜の結晶

書を多く産する.

…ベスブ石藤ケ谷鉱山のスカルン鉱体の泥質岩に近い

章11111一“lll-1一“一1■1-1“ll-l11仙1111･“lll111“･ll11一“lllll･“111111“l1山11“111111Olllll･“llllll“l11111“111111“111111Ollllll“llllll“･lll11“illlll“･l111･“11111･“･州I･“

1111～llll･“1軸11“l11111“lllllψ11111■ll!l1…ll111“111111“･ll11州1111“llllll“･lll11Ol11111“lllll･“･l1111“llllll“111111“lllll･“1川一1“ll1111“1111,'･一1■1,一“一一I11…

部分に見られる.柱状結晶の集合体で個々の結晶は…

長さ1cm位のものから5～6cmのものまである.…

珪灰石藤ケ谷鉱山ではスカノレン鉱体と石灰岩との接;

触部に必ず見られる.長さ1～2cmの針状結晶の集三

合体として産することカミ多い.…

マライアイト玖珂鉱山井出ノ奥鉱床のスカノレン鉱体…

周辺部に多く見られる.ミネラライトで黄色に光る.三

スフェン淡紫色～淡赤褐色で藤ケ谷鉱山王仙峠第;

3鉱体を切る石英脈中とその周辺部に多い･…

斧石紫色を呈し石英脈中やスカノレン鉱体と石灰岩…

との接触部付近に見られる.(筆者は中国出張所)…
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