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要旨 ： 神奈川県南東部逗子市の名越地域には， 新生代新第三紀鮮新世（約500〜260万年前）の地層である三浦層群逗子層
および池子層が分布し， 主要な堆積岩と地質構造を観察できる． この地域には比較的アクセスしやすい大規模露頭があるため，
中学校 ・ 高等学校の理科教員を目指す大学生には調査の基礎訓練に適した場である． 本稿はこのような大学生が， 地質調査
実習時に参考になる手引き書であり，名越地域の三浦層群の地質について，基礎的な解説と観察項目を記し，露頭写真を示す．
キーワード ： 逗子， 名越， 地質調査実習， 鮮新世， 三浦層群

1．はじめに

そのため著者らはこれまでに， 三浦半島とその周辺につ
いて， 地層や微小地形の観察に関する初学者向けの実習

神奈川県南東部の三浦半島と周辺には， 地層の観察に

用手引きを作成し， 実習内容の一部を示してきた（小沢ほか

適した大規模露頭のある丘陵と海岸が比較的多い． 神奈川
なごえ

県の逗子市北西部に位置する名 越地域（図1, 図2）は， 丘
陵地にハイキングコースがあることから， 交通の便が比較的
なごえ きりどおし

よい． また史跡の 「名 越切 通」 （図2の地点2 「第1切通」
とその付近）という， 中世〜近世（鎌倉時代〜江戸時代？ ；
時代論には諸説がある）の人々の手によって， 丘陵地を切り
開いて作られた主要交通路の1つがあり， 切通の北東部に
おおきりぎし

ある 「大切岸」 （図2の地点4）は中世〜近世の石切り場跡と
推測されている（逗子市教育委員会 2012, 2016）．
名越切通と大切岸には比較的大きな露頭が存在し， 露
頭表面の岩石が植生にほとんど覆われていない所もある．
そのため地層の観察実習に適しており， 博物館などの地層
観察会の場としても活用されてきた（例えば， 平塚市博物
館 ウ ェ ブ サ イ トhttps://hirahaku.jp/kyoushitsu_circle/saguru/
sg160117.html; 2021年2月25日閲覧）． 一方， 名越地域の

図1．相模湾周辺の概略的なプレート配置図と名
越地域の位置（日本地質学会 2010a; 横須賀市自
然 ・ 人文博物館 2012を改変）．

地質については， 学術的な地質図幅（江藤ほか 1998など）
や， 地盤工学的観点による史跡の整備報告書（小林 2017）
が公表されている． しかし， これらの文献では地質学 ・ 地
盤工学分野の専門用語が多く用いられ， 初学者の学習に
適しているとは言い難い．
日本大学生物資源科学部では， 中学校 ・ 高等学校の理
科教員を目指す学生が， 著者の一人（小沢）担当の教職課
程科目 「地学実験」 を受講し， 三浦半島や周辺の丘陵や
海岸で地層を観察する． 近年の高等学校普通科の理科科
目の履修率において 「地学基礎」 は約30％で 「化学基礎」
の3分の1以下である（鎌田 2017）． また本学部の地学分野
の内容を含む他科目でも， 地質調査を主内容とする実習は
実施されず， 「地学実験」 受講生の大半は地層観察経験
のないまま， この科目で初めて地層を観察することになる．

図2．名越地域の観察地点1〜4の位置（逗子市発行1/2,500地形
図 「逗子市全図3 ・ IX-MD 53-4」 に加筆）．
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2020など）． 2020年度と2021年度は， 新型コロナウイルス感

微化石層序（江藤ほか 1987; 蟹江ほか 1991）や， 三浦半

染拡大防止対策のため， 野外で地層観察実習を実施でき

島に広く分布する代表的な鍵層の凝灰岩の年代値（Yoshida

なかった． その代替策としてオンデマンド型講義（教員が教

et al. 1984; Kasuya 1987; 岡田ほか 1991）， 上位の池子層

材と課題を作成して送信し， 受講生がそれらの教材を用い

最下部の放散虫化石層序（鈴木 ・ 蟹江 2012b）などから，

て学習し， 課題に取り組む方式）において， 小沢ほか（2020）

逗子層は約600万〜400万年前（新生代新第三紀中新世〜

などの資料の一部を活用して， 受講生は地層の観察法の

鮮新世）に堆積したと考えられている（図3; 日本地質学会

基礎を学んだ．

2010b; 横須賀市自然 ・ 人文博物館 2012など）．

三浦半島とその周辺には， 地層の観察に適した複数の場

名越地域に分布する逗子層の詳細な年代は， 不明であ

所があり， それぞれの地域で特徴的な地層を観察できる（神

る． ただし逗子層最上部に分布するNt凝灰岩層の模式地

奈川の自然をたずねて編集委員会 2003; 奥村 2010など）．

が， 名越第1切通（図2; 地点2）東方約200 mの法性寺の参

そこで本稿は， 小沢ほか（2020）などの続編として， 逗子市

道にあり， 第1切通の露頭で上位の池子層との境界を観察

みうらそうぐん

ずしそう

いけごそう

の名越地域に露出する三浦層群逗子層および池子層の2層

できる（図4; 地点2）． これらのことから， 名越地域の逗子層

について， 初学者が理解を深めるための観察ポイントを選

は最上部層準に相当し， 約400万年前（新生代新第三紀鮮

んで1日で見て学べる実習資料としてまとめ， 観察の手引き

新世）に堆積したと考えられている（江藤ほか 1998; 日本地

とする．

質学会 2010b; 横須賀市自然 ・ 人文博物館 2012など）．

なお実習で用いる道具の種類や使い方， 野外実習時の

逗子層の主体を成す泥岩は， 貝化石 ・ 底生有孔虫化石

注意点， より詳しい地層の用語の説明などについては， 関

から， 水深約500 m〜3,000 mの深海底（上部漸深海帯〜中

連書籍（例えば， 小林ほか 1988; 上野 ・ 久田 2011）や小沢
ほか（2020）を読んでいただきたい．より理解を深めるために，
名越地域の地質に関するやや専門的な記述を， 2章の 「本
地域の地質」 に短くまとめた． 専門用語の苦手な方は， 2

ݰ৩

৬

Ґࢡ࣬

உ৩

ýýýýýॾýýýýý൮

ϑङॾ

 ൎஉॖ

ٯ

ॗڊɬȭॾଗ

章はさっと目を通すに留めるなど， 読者の学習段階に応じ
て， 各自で必要な箇所を読んでいただきたい． 3章に本地
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域の地層の特徴と観察事項について， 項目ごとに簡潔にま
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とめて示した．
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2．本地域の地層の概要

ࢡ

名越地域に存在する露頭では, 三浦層群の逗子層と池子
層を観察できる（江藤ほか 1998; 図2, 図3, 図4）． この地域
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たい．

2−A）逗子層
逗子層は三浦半島北部および中部に分布し， 鎌倉市西
部から逗子市および横須賀市にかけての半島北部と， 葉
山町南部から横須賀市東部にかけての半島中部によく露出
する（江藤ほか 1998）． 北部では， 逗子層は下位の葉山層
群を不整合に覆い， 上位の三浦層群池子層に整合に覆わ
れる． 中部では葉山層群と断層で接し， 逗子層の上位層と
の関係は不明である． 逗子層の基底部は， 名越地域では
観察できないがレキ岩から成り， レキ岩より上位は主に泥岩
で構成され， 一部に砂岩の薄層を含む． この泥岩と砂岩を
名越地域で観察できる． 逗子層の厚さは， 三浦半島北部
では1,200〜1,500 m， 中部では約1,000 mである（江藤ほか
1998）．
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解が異なるが， 本稿は江藤ほか（1998）の区分に従う． なお
より詳しい解説についてはこれらの文献を参照していただき
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の地層の区分（層序区分）については， 研究者によって見
2章の記述の一部は， 小沢・中尾（2015, 2019）に準じており，
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図3．三浦半島北部〜中部の新第三系 ・ 第四系の
層序（相原 1984; 藤沢の自然編集委員会 2004; 鈴木
2012; 鈴木 ・ 蟹江 2012a, b; 横須賀市自然 ・ 人文博
物館 2012を改変）． 太字 ： 本稿で対象とした地層．
［地層名・岩相・地点番号］

池子層（鷹取山火砕岩部層）

（名越地域の層厚：P

凝灰質砂岩（互層  地点  ）
火山レキ凝灰岩（地点 ）
逗子層（名越地域の層厚：P
シルト岩（砂岩を挟む  地点 ）
凝灰岩（地点 ）

図4．観察地点1〜4に関する模式柱状
図（江藤ほか 1998に基づく）．

逗子市名越の地質調査実習における地層観察の手引き

表1．本地域での実習における考察項目と作業内容および作業に適した地点のリスト.
テーマ
地層構成物

キーワード

考察項目

作業内容

地層名

地点

砂岩， 泥岩

地層はどんな物で構成されているか

地層構成物 ・ 粒子サイズ ・ 色の分類

逗子層， 池子層

2

火砕岩

地層はどんな物で構成されているか

地層構成物 ・ 粒子サイズ ・ 色の分類

逗子層， 池子層

1〜4

火砕岩

火山はいつ， どこで噴火したか

火山起源物質の分類， 色の観察

逗子層， 池子層

1〜4

スコリア， 軽石

火山はいつ， どこで噴火したか

火山起源物質の分類， 色 ・ 小孔の観察

池子層

4

地層の重なり方

互層

地層はどのように重なっているか

スケッチ， 柱状図の作成

池子層

4

地質構造

断層

断層はどの種類か

スケッチ， 断層の分類

逗子層

2

地層の走向と傾斜

地層はどのように分布しているか

クリノメーターによる走向 ・ 傾斜測定

逗子層， 池子層

2, 4

節理

節理はどのように形成されたか

スケッチ， 形成要因の考察

逗子層

2

火山起源物質

部漸深海帯）で堆積したと推定されている（江藤ほか 1987，
1998; 秋元 1993; 日本地質学会 2010b）．

2−B）池子層
池子層は三浦半島北部に露出し， 鎌倉市西部から逗子

表2． 砕 屑 性 堆 積 岩 の 粒 径 区 分 表（Wentworth
1922; 目代 2010を改変）．
粒子名

粒径

岩石名

レキ

2 mm以上

レキ岩

砂

0.063 mm〜2 mm

砂岩

泥

0.063 mm以下

泥岩

市， 横浜市南東部， 横須賀市東部に分布する（江藤ほか
1998）． 池子層は下位の逗子層を整合に覆い， 主に砂岩 ・
泥岩 ・ 火砕岩で構成され， 地層の厚さは約150 m〜400 m

堆積後に形成される地質構造である断層と節理を観察する

である． 池子層は， 江藤ほか（1998）によって岩相に基づき

ことができる． 堆積岩は砂などの粒子から成り， 内部にシマ

3つの部層（鷹取山火砕岩部層， 神武寺火砕岩泥岩部層，

模様があることの多い岩石である． 各観察地点での実習の

池子層主部）に区分され， これらの3部層は下位の逗子層を

テーマ， キーワード， 実習での考察項目， 作業内容を表1

地域ごとにそれぞれ覆っている． 名越切通と周辺には鷹取

に示す． なお火砕岩を堆積岩に分類せず， 火山岩の1つと

山火砕岩部層のみが分布する（江藤ほか 1998）．

見なす区分法もあるが， 本稿は説明の都合上， 堆積岩の1

微化石層序から， 池子層は約400万〜250万年前（新生

つに含める．

代第三紀鮮新世および第四紀更新世）に堆積したと推測さ

本稿は， 初学者が1日の実習で観察可能な項目を簡潔

れている（図3; 日本地質学会 2010b）． 名越地域に露出す

に記述することを主目的とするため， 地層については一般

る池子層の年代は不明である． ただし第1切通の露頭（図2，

向けの解説書など（小林ほか 1988; 斎藤 1992; 神奈川の自

図4; 地点2）では， 下位の逗子層との境界を観察できること

然をたずねて編集委員会 2003; 目代 2010; 日本地質学会

から， 三浦半島北部の池子層の中で最も古い最下部層準

2010a; 奥村 2010; 地学団体研究会長野支部 「長野の大地」

に相当し， 約400万年前の新生代新第三紀鮮新世に堆積

編集委員会 2012; 横須賀市自然 ・ 人文博物館 2012; 神奈

したと考えられている（江藤ほか 1998; 日本地質学会 2010b;

川県立生命の星 ・ 地球博物館 2016など）を参照し， 各地

鈴木 ・ 蟹江 2012b）．

点で観察できる地質や地質構造の簡潔な特徴のみを述べ

底生有孔虫化石から，池子層は主に水深約500 m〜2,000

る． また図2の4地点で観察できる地層の特徴について， 図

mの深海底で堆積したと推定されている． 逗子市北部（池

版1〜3の写真とともに以下に概説する． なお3章の記述の

子地域）の池子層の一部では， 現在の深海のプレート境界

一部は， 小沢ほか（2020）に準じており， 用語のより詳しい

部に多く生息する二枚貝類のシロウリガイ化石群が産出する

解説については， そちらも参照していただきたい．

（Niitsuma et al. 1989; 平ほか 1993）． 相模湾西部に位置す
る初島（図1）南東沖の海底では， メタン等を含む冷水湧水

3−1．地層の構成物

域（水深1,100 m）にシロウリガイ類が密集して生息している
（秋元ほか 1995）． これらの事実も， 池子層が深海域で形
成されたことを示し， 底生有孔虫化石から推定される堆積環
境（深海域）を支持する．

3−1−A）砂岩・泥岩（観察に適した場所 ： 地点2）

さいせつぶつ

堆積岩を構成する岩石の破片や鉱物片を， 砕 屑物と呼
ぶ． 砕屑物は粒子の大きさ（粒径， 粒度と呼ぶ）で2 mmと
0.063 mmを境として， レキ， 砂， 泥の3種類の粒子に分け

3．名越地域の地層とその特徴

る（Wentworth, 1922; 表2）．また泥はさらに0.004 mmを境に，
シルトと粘土の2つに区分することがある． 砕屑物が河川の

名越地域では代表的な3種類の堆積岩（砂岩， 泥岩， 火

水流などで運ばれて主に水底に堆積し， 長い時間をかけて

砕岩）と， 岩相の異なる単層が交互に重なる互層， 地層の

固結した岩石を， 砕 屑性堆積岩（砕屑岩）と呼ぶ． 砕屑性

さいせつせい
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堆積岩は構成粒子の大きさに基づき， それぞれレキ岩， 砂
岩， 泥岩と呼ぶ（表2; 図版1−a， 1−b）．

む砂岩を凝灰質砂岩と呼ぶ．
地点2の露頭では， 軽石やスコリア， 安山岩質火山岩の

名越地域では， 地点2で砂岩と泥岩（主にシルト岩）を観

岩片などの火山砕屑物から成る火山レキ凝灰岩を見ること

察できる（表1; 図版1〜3）． ここでは露頭表面の岩石や， 足

ができる（例えば， 図版1–c）． 地点4では， 軽石やスコリア，

元に落ちている岩石片に指で触れて， 砂岩と泥岩の粒子の

安山岩質火山岩の岩片などの火山砕屑物を多く含む凝灰

大きさの違いを体感してみよう． ゴマ粒より小さい粒子が砂

質砂岩を見ることができる（例えば， 図版1–d〜1–g, 2–a, 2–

で， 複数の粒子を指で触るとざらつく． 泥の粒子はさらに細

b）． 地点１では， 火山灰（火山ガラス）や軽石を多く含む灰

かく粉末のような手触りがあり， 少しざらつくものをシルト， ざ

白色の凝灰岩が見られる（表1, 図版1–h）． 地点１ ・ 2のよう

らつかないものを粘土と呼ぶ． 地点2の泥岩を成す粒子は，

な場では， ルーペで火山砕屑物の色， 小孔の有無や孔の

ややざらつきがあるのでシルト岩である． また砂岩と泥岩の

サイズなどを観察し， それが軽石なのかスコリアなのかを判

粒子の間に， 粒径や色についてどのような違いがあるか,

別したり， その中に含まれている鉱物の種類などを詳しく調

ルーペを使って観察してみよう． なお地層の観察に粒径比

べるとよい． また軽石やスコリアのサイズをメジャーや折尺で

較表という用具を持参すると， 堆積岩の種類の判定実習を

計測し， それらを比較して露頭の場所ごとの違いの有無や，

行う際に便利である．

スケッチを行ってよく観察してみよう．

3−1−B）火砕岩（地点1〜4）

の火山起源の物質は， ほとんど磨耗していない角張った鉱

名越地域の池子層（鷹取山火砕岩部層）に含まれる多量
火砕岩（または火山砕屑岩; 表3, 図版1−c）は堆積岩の1

物粒子やスコリア粒子 ・ 岩片が多いため， 火山からそれほ

つで， 火山起源の砕屑物（火山砕屑物， 火砕物）で構成さ

ど遠くない場に堆積したほぼ現地性の堆積物であり， 鷹取

れる．

山火砕岩部層の堆積時には， 火山砕屑物を大量かつ頻繁

火山砕屑物は， 火山噴火時に火口から放出されたものの

に周囲の海底へ継続的に供給する火山が， 近くに存在した

総称で， 火山体や火山体の基盤を成す岩石が， 爆発の衝

ことを示す（江藤ほか1998; 日本地質学会 2010b）． ただし

撃などで砕かれた岩片もこれに含まれる． スコリア（図版1−

現在の三浦半島付近に活火山は存在せず， 池子層（鷹取

d, 1−e）と軽石（図版1−f, 1−g, 2−a）も火山砕屑物である（表

山火砕岩部層）堆積時に活動していたと推測される火山も

4）． これらはともに多孔質（孔の多い）の岩塊で， どちらもマ

発見されておらず， これらの火山砕屑物の供給地はまだ解

グマ内の揮発成分が発泡し， 火山ガスとして外へ出た痕跡

明されていない（横須賀市自然 ・ 人文博物館 2012）． 地点

が， マグマが冷え固まる際に無数の小さい孔として残ったも

2の露頭では， 角張った形態の火山起源物質の観察から，

のである． スコリアと軽石は小孔が多くて密度が小さいため，

前述のような約400万年前とそれ以降の三浦半島と相模湾に

大きさの割に玄武岩などの岩石よりも重量は軽い． スコリア

おける， 火山と噴火の歴史について， その謎の一端に触れ

と軽石は起源のマグマが異なり， 見た目の色と発泡の程度，

てみよう．

小孔の壁（気泡壁）の厚さも異なる（表4）．
火山砕屑物の粒径による区分の1つでは， 64 mmと2 mm

3−2．地層の構造（地層の重なり方と地質構造）

を境として火山岩塊， 火山レキ， 火山灰と呼ぶ（表3）． これ
らの構成物から成る岩石をそれぞれ火山角レキ岩， 火山レ
キ凝灰岩，凝灰岩と呼ぶ（表3）．名越地域の堆積岩のように，
砕屑性堆積岩が火山砕屑物を多く含む例もある． このような

3−2−A）互層（地点4）
粒度組成や鉱物組成といった岩相の異なる堆積岩が， 交
互に何度も繰り返し重なっている地層を互層と呼ぶ．

岩石は， 火山砕屑岩と砕屑性堆積岩の名称を組み合わせ，

名越地域の池子層では火砕岩（凝灰質細粒砂岩と凝灰

スコリアを多く含む砂岩をスコリア質砂岩， 火山灰を多く含

質粗粒砂岩）の互層を観察できる（図版2–c〜2–e, 3–f〜3–
h）．前述のように三浦半島の池子層は，水深約500 m〜2,000

表3．火砕岩の粒径区分表（斎藤 1992を改変）.
粒子名

粒径

岩石名

火山岩塊

64 mm以上

火山角レキ岩

火山レキ

2 mm〜64 mm

火山レキ凝灰岩

火山灰

2 mm以下

凝灰岩

三浦半島北部の池子地域（名越地域の東方約2 km）に露
出する池子層（鷹取山火砕岩部層）では， 挟在するやや泥
質な凝灰質粗粒砂岩から2枚の殻が揃った現地性の産状
で， 深海性二枚貝類のシロウリガイ化石が多く発見された
（Niitsuma et al. 1989; 平ほか 1993; 江藤ほか 1998など）．
そのためシロウリガイが生息し， 砂と泥が定常的に堆積して

表4．スコリアと軽石の特徴（下鶴ほか 2014）.
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mの深海底で堆積したと考えられている（江藤ほか 1987）．

いた深海底に， 噴火により火山砕屑物がしばしば供給され

火山砕屑物名

色

起源のマグマ

スコリア

暗色（黒っぽい）

玄武岩質

軽石

淡色（白っぽい）

安山岩〜流紋岩質

て， このような火砕岩（凝灰岩質砂岩）が堆積したと推測され
ている（江藤ほか 1998など）．
地点4では火砕岩（凝灰質細粒砂岩と凝灰質粗粒砂岩）

逗子市名越の地質調査実習における地層観察の手引き

の互層（図版2–c, 2–d）を観察できる． ここでは地層（単層）

たり， スケッチを行ってみよう．

の種類と積み重なる順序， 含有物の種類とそのサイズを詳
しく記載し， 各層の厚さをメジャーや折尺で計測し， 目盛の

3−2−C）節理（地点2）

ついたグラフ用紙やノートに， その厚さのデータを書き込ん

岩盤などの中に形成された割れ目の中で， 割れ目の両

で， 地質柱状図を作成する実習（表1）を行ってみよう． また

側にずれ（相対的な変位）がない， あるいはあってもごく小

ここでは明瞭な層理面を見ることができるので，クリノメーター

さい（長さ数mm以下）ものを， 節理と呼ぶ（日本地形学連合

で地層の傾斜を測定してみよう． ただし地点4の露頭では層

2017; 図版2–g, 2–h）． なお岩盤などの中の数mmの節理より

前後; 江藤ほか 1998）ため，
理面の傾斜角度が小さい（10°

大きなずれの割れ目を断層と呼ぶ（前述の3–2–Bを参照）．

走向の測定は容易ではない場合もある．

小林（2017）は， 室内岩石実験（スレーキング試験， 含水

地点4の池子層の凝灰質砂岩では， 一部の露頭面に明

比測定）と環境計測（1年間の温度測定）によって， 第1切通

瞭な凹凸が見られる（図版2–e, 3–f, 3–g）． ここでは， 互層

（地点2）の逗子層のシルト岩に発達する節理（表1, 図版2–

の中で硬い凝灰質粗粒砂岩の部分が残って凸状になり， 相

g, 2–h）の形成機構を明らかにした． ここでは冬季でも露頭

対的に細粒で軟らかい凝灰質細粒砂岩（軽石 ・ スコリア ・

の表面温度が0℃以下に達しないため， このシルト岩の節理

岩片を比較的多く含む）の部分が凹んでおり， 風化の進み

が凍結破砕によって形成された可能性はきわめて低く， 乾

具合の違いによって形成された凹凸面と考えられている（平

湿風化で形成された風化節理と結論づけられている（小林

塚市博物館ウェブサイト https://hirahaku.jp/kyoushitsu_circle/

2017）． なお乾湿風化は， 水や大気の影響による， 岩体中

saguru/sg160117.html ; 2021年2月25日 閲 覧）． 地 点4の 凝

の一部の鉱物の吸水膨張と乾燥収縮の繰り返しで岩石が破

灰質砂岩の風化に関する詳しい研究例はないが， 地点3

砕し， 著しく細片化する物理的風化の1つ（日本地形学連合

のやぐら群では， 池子層の凝灰質砂岩について， 乾燥期

2017）で， 乾湿破砕やスレーキングとも呼ばれる（吉岡ほか

（およそ11月〜4月）に岩石内から析出する白色結晶（塩類;

2012）．

MgSO4）により， 岩石表層が剥離して風化が進むと推測され

地点2の逗子層の露頭では， 数多くの節理が存在するの

ている（小林 2017）． このような風化を塩類風化と呼び， 岩

で， 節理の方向や長さ， それらの場所による違いの有無な

石に水が浸透すると， 岩石中の元素がイオン化して岩石表

どに注目してスケッチを行い， 節理をよく観察してみよう．

面に移動し， 温度低下によって結晶化して結晶成長時に岩
石表面の粒子を持ち上げたり， 発生した圧力が岩石表層部

4．おわりに

を剥離する影響で， 表層が徐々に風化して削られていると
考えられている（小林 2017）． 地点4の凝灰質砂岩でも， 場

本地域では， 地層の層理面の傾斜角度が小さいため，

所によっては露頭表面が白色に見える部分もある（図版1–d

標高の低い地点1（小坪階段登り口付近; 標高約40 m; 図2）

など）． 地点4の白色部分は， 地点3の塩類風化と特徴が類

から地点2（第1切通; 約70 m）へと登り， さらにより標高の高

似していることから、 地点4の互層の凹み部分の風化も塩類

い地点3（まんだら堂やぐら群）， 地点4（大切岸; ともに約80

風化である可能性がある．

m）の露頭をハイキングコースに沿って見ていくと，凝灰岩（図
版1–h）， 砂岩 ・ シルト岩（図版1–a）， シルト岩と火山レキ凝

3−2−B）断層（地点2）

灰岩の境界部（図版3–a〜3–c）， 火山レキ凝灰岩（図版1–

地層がある面を境として， ずれて食い違って見える割れ

c）， 凝灰質砂岩とその互層（図版1–d〜1–g, 図版2–c〜2–e）

目構造（不連続面）を断層と呼び， その不連続面を断層面と

という異なる岩相を順番に観察でき（図4）， 下位から上位へ

呼ぶ（堆積学研究会 1999; 地学団体研究会 2002）． 地層が

向かって地層の重なり方を体感して学ぶことができる．

外部から力を受けた際， 内部にずれが生じて地層が破壊さ

また本地域には前述のように， 交通路， 墓所， 石切場と

れ， 断層が形成される場合がある． 地層が受ける力の種類

いう中世〜近世の歴史的構造物が存在する（逗子市教育委

によって， 形成される断層は， 正断層， 逆断層， 横ずれ断

員会 2012, 2016）． 当時の人々は， 第1切通（地点2; 図版

層という3タイプに大きく分かれる．

3–a）では逗子層のシルト岩と池子層の火砕岩を開削して交

地点2の逗子層の露頭では， いくつかの逆断層を観察す

通路を設け， まんだら堂やぐら群（地点3; 図版3–d, 3–e）で

ることができる（例えば， 表1, 図版2–f）． ここでは断層を境

は池子層の火砕岩を掘削して150個以上の穴状の墓所を造

として左側の地層が右側の地層へ乗り上げたように見え， そ

り， 大切岸（地点4; 図版3–f〜3–h）では建物の基礎 ・ 溝の

の見かけのずれは最大で約7 cmである（図版2–f）． ただし

護岸 ・ 井戸枠用の石材として， 池子層の火砕岩を切り出し

水平方向（紙面に対して垂直な方向）にも， ずれている可能

ていたと推測されている（逗子市教育委員会2012, 2016）．

性もあるため， 実際のずれの量は， 露頭の断面で2次元的

この地域の逗子層のシルト岩には， 節理の発達の影響で

に観察しただけでは判断できないことに注意する． 地点2で

内部にも網目状の割れ目が多く， 細かなサイコロ状の小岩

は複数の断層について， 見かけのずれの量をメジャーや折

片に割れやすい（小林 2017; 図版2–g, 2–h）． そのため墓所

尺で計測し， その量を断層間で比較して違いの有無を調べ

として方形の穴を掘ったり， 石材として岩石をある程度の大
11

小沢広和・中尾有利子・塚脇真二

きさに切り出すことは容易ではなさそうである． 一方， 本地

地学団体研究会． 2002． 地学事典． 平凡社， 東京． 1143 pp．

域の池子層の火砕岩には， 比較的間隔の大きな割れ目が

地学団体研究会長野支部 「長野の大地」 編集委員会． 2012．

発達し， 表面から砂状に少しずつ崩れる性質と， 大きなブ

長野の大地 ： やさしい地学小事典． ほおずき書籍， 長野．

ロック状に割れやすい性質があるため（逗子市教育委員会
2016; 小林 2017）， 墓所用に多くの穴が掘られたり（図版3–
d, 3–e）， 石材として利用していたのかもしれない（図版3–f）．
著者らは歴史的構造物研究の専門家ではないので速断は
できないが， 当時の人々はこれら2種類の岩石の性質の違

225 pp．
江 藤 哲 人 ・ 尾 田 太 良 ・ 長 谷 川 四 郎 ・ 本 田 信 幸 ・ 船 山 政 昭．
1987． 三浦半島中 ・ 北部の新生界の微化石生層序年代と古
環境． 横浜国立大学理科紀要 ・ 第二類（生物学 ・ 地学） 34:
41–57．
江藤哲人 ・ 矢崎清貫 ・ 卜部厚志 ・ 磯辺一洋． 1998． 横須賀地

いをきちんと把握し， 目的に応じて岩石を使い分けていた

域の地質 ： 地域地質研究報告−5万分の1地質図幅 ・ 東京8，

可能性がある． このように本地域では， 岩石の割れ方の違

第84号． 地質調査所， つくば． 128 pp．

いの観察という地学的視点と， 歴史時代の人々の岩石利用
法という歴史的視点を合わせて学ぶことができ， これらの地
層の観察は， 実習の受講生の興味を掻き立てることが期待
される．

藤沢の自然編集委員会． 2004． 藤沢の自然シリーズ5 ： みどりの
江の島． 藤沢市教育文化センター， 藤沢． 159 pp．
鎌田浩毅． 2017． 地学ノススメ・「日本列島のいま」 を知るために．
講談社， 東京． 286 pp．
神奈川県立生命の星 ・ 地球博物館． 2016． かながわの自然図鑑

日本は他国に比べ， 地震などの自然災害が頻繁に起き
るものの， それらに最も関連の深い理科科目の地学基礎の
履修率は， 高等学校では他の理科科目よりかなり低く（鎌田
2017）， 研究者や教員以外の人達には， 地学現象を学ぶ
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比． 地質学雑誌 97: 135–155.

方にも， 野外の名越切通 ・ 大切岸のような史跡の見学， 観

Kasuya, M. 1987. Comparative study of Miocene fission-track

光地やハイキングに出かける機会があれば， その際に付近

chronology and magneto-biochronology. Science Report of

の地層も観察し， 様々な地学現象の痕跡に少しでも触れて

Tohoku University, 2nd series (Geology) 58: 93–106.
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Geological field practice at the Nagoe area, Zushi City,
Kanagawa Prefecture, central Japan
− a field practice guide of observing the Pliocene Zushi and Ikego Formations
in the Miura Group
Hirokazu Ozawa1, Yuriko Nakao2 and Shinji Tsukawaki3
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1866, Kameino, Fujisawa, Kanagawa 252-0880, Japan
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Nihon University, 3-25-40, Sakurajosui, Setagaya-ku, Tokyo 156-8550, Japan
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Abstract: The Zushi and Ikego Formations of the Miura Group, the representative sedimentary rocks in the Pliocene Epoch (ca. 4
Ma), are well exposed in the Nagoe area, the city of Zushi, central Japan. Typical sedimentary rocks and geological structures are
well observable in the area. Due to good accessibility and exposures of the strata, this area is an ideal site for introductory training
of geological field survey for students. This article, as a basic field guide for students who aim of becoming science teachers at the
junior and/or high schools, presents basic explanations about the geology, stratigraphy and geological structures in particular, of the
Miura Group distributing in this area.
Keywords: Zushi, Nagoe, Pliocene, Miura Group, stratigraphic field practice
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