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10月 20日 8時半,唐本田先生が我が家に迎え

に来られたので直ぐに出発する。先生はかつて

西南学院大学に勤めておられた頃の通い道だと

言われてその道を通 り姪浜へと急がれる。お陰

で思いのほか早 く9時 に能古渡船場に着 く。丁

度, 9時 15分発の船が出て行 くのが見えたが,

9時半,自 宅から田島先生たちが先の船で出ら

れたとの連絡を受ける。間もなく,鎌田先生が

前日から来ていたと言われて奥様連れで来られ

る。先生は最近足が悪いそうであるが,奥様の

「私は山育ちだから足は強いです」との一言が

心強く安心する。

10時のバスで長崎からの本隊が到着し,直 ぐ

に10時15分発の市営渡船「フラワーのこ」に乗

る。10分で能古島に到着。総員15名 ,旅客待合

所に集合 した所で唐本田先生のまとめられた

「能古島の地質案内」と私の「地質博物館・能

古島」を配る。鎌田先生から唐本田先生と私の

紹介をして頂 く。曇天の下,午後は雨模様の報

に急いで出発する。

◆ 往路の地質状況

(1)貸 自転車屋の裏 (地図① )

渡船場前の貸自転車屋の裏に,半分まで崖錐

に覆われた高さ5m程の崖がある。下部に厚さ

lmの粗粒砂岩と砂質頁岩の互層があり,その

上に3m以上の小礫礫岩が載る。残島層上部層

に当たり,昔はここで木の葉の化石が出たそう

だが,狭 くて足場が悪いので見るだけにする。

(2)郵便局の裏山 (地図② )

能古郵便局の庭に路面からの高さ1.lmの礫

(西南大学名誉教授 )

(K's Lab)

岩の大塊があ り,新鮮堅硬で上面は地層面 とほ

ぼ一致 し南に緩傾斜する。その上位に当たる中

粒砂岩が傍で高さ3mの崖を作 り,裏の坂道の

高さ1.5mの崖に続 く。ここでは層理 に平行な

小間隔の亀裂が発達 し,酸化汚染著 しく灰褐色

を呈する。

(3)コ ーヒー園入ロバス停付近 (地図③ )

バス道路を北へ歩き,バス停前40mで下位よ

り砂岩,小礫礫岩,粗粒砂岩,砂質頁岩などの

成層状態を見る。礫岩は礫径 φmax.3 cm,層

厚 lmを有し,全体に風化状態で酸化汚染著し

く灰褐色を呈する。

道路下の海岸に見える筈の紫赤色砂岩は,潮
が引かないので見えない。帰 りの仕事にしてパ

スし,今回の目玉商品の一つである不整合地点

に急 ぐ。

(4)不整合地点 (地図④,写真 1。 )

バス道路に面する高さ6m程度の崖の中腹に

小さな洞穴があり,そ の奥で塩基性片岩に礫岩

が不整合に載るのが見える。

塩基性片岩は能古島の基盤である。N80E,

70Sの高角度で南へ急傾斜 し,強風化して酸化

汚染され灰褐色を呈する。片理に沿う細かい亀

裂が発達してハンマーの軽い打撃で容易に崩れ

る。これまでの調査者の仕業か,手の届 く範囲

は掘 り尽 くされ,その採掘跡はh=30cm, t=
80cm,w=3m以上で,不整合面の傾斜に従い

南に傾 く。

上位の礫岩は残島層の基底礫岩である。亜円

礫の中礫礫岩でマ トリックスは粗粒砂岩からな

る。固結度高 く塊状岩盤をなし,25° で南へ緩
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傾斜する。

この露頭に立てば,基底礫岩は島の南端から

対岸の姪浜の地下に潜り込んでいるように見え

る。昔,大正 3年 に開坑し,昭和37年 に閉山し

た姪浜炭鉱のことなど思い出されて,「福岡炭

田ここに始まる」と感慨深い。

前日の雨で濡れた現場は足場が悪いが,現場

を見た人はすべて納得した表情だ。

(5)瀬 口波戸の塩基性片岩 (地図⑥,写真 2.)

潮位が高 く瀬口波戸周辺の残島層の礫岩は未

だ海面下にある。パスして波戸の北側30m地点

から50m間 にわたり,海中から道路際に突 き出

しているような塩基性片岩の大露頭を見る。

東海岸の第 1の突角部をなす塩基性片岩は
,

片理が明瞭でN70W,60Sと 高角度の片理面を

南に向けて急傾斜する。なお,本岩は能古島北

半部における北崎 トーナル岩の貫入によリホル

ンフェルス化され,極硬岩となっている。

ここでは唐本田先生の説明を聞き,ハ ンマー

で叩いたり写真を撮るなど,各人が納得するま

で時間をとる。しかし,今の時間は未だ潮が引

かないために,次の予定地の新波戸の玄武岩も

古波戸の塩基性片岩もパスする。

(6)強風化塩基性片岩 (地図⑦ )

第 2の突角部を越えて屋敷跡に出る。石垣の

基礎の標高,汀線+lm付近に,強風化 した塩

基性片岩の小さな露頭があり,粘土化著しく緑

灰色を呈する。第 1の突角部からの連続である

が,こ こでは海食で汀線付近まで侵食され,強
風化して風化残積土となっている。

塩基性片岩はこの先も汀線付近で断続的に顔

を出すが,そ の上位に玄武岩亜円礫を含む新期

段丘礫層が載ることはまれで,玄武岩角礫を含

む層厚 2m以上の崖錐が載っている。

すなわち,こ の海岸では,例え段丘堆積物が

存在 しても,激しい波浪侵食のために,それが

残ることは少ないのであろう。

ここで次の土手崎に回るには干潮を待つ必要

があり,今朝の早い朝食のことも考えて,少 し

早いが昼食にする。折から雨模様となったが,

食後は恒例により輪になって自己紹介をする。

一同の紹介が終わった後で鎌田先生の講義を拝

聴する。何故,砂浜の砂の粒径は一定している

か, との質問に誰も答えられない。結局は先生

の説明で納得する。すなわち「海岸の潮流には

躍動と転動があり,大 きい砂粒は砕けるが,小
さいものは流されてしまい,中間粒径のものが

残る」と。

(7)新期段丘礫層①  (地図⑦ )

上面標高が汀線+lm付近に小規模の段丘礫

層 (t=20cm,w=60cm)が あり,その中にア

プライト及び石英の角礫 (φmax.5 cm)が集まっ

ている。また,付近の砂浜にはこれらの礫が多

数散在しており,近 くにペグマタイトの岩脈が

存在 したことを示唆する。

(8)北崎 トーナル岩出現 (地図③,写真 3.)

海岸の汀線付近にトーナル岩の小露頭が出る

と直ぐにh=3m,w=10mの 露頭が現れる。

塊状をなすが全体に強風化 してまさ化し,ハ ン

マーで容易に削ることが出来る。中に t=10cm

の橙色のペグマタイトの岩脈が,NS,70Wで
斜めに貫入する。岩脈は亀裂が発達して透水層

となり,雨水が浸透してその範囲は酸化汚染さ

れて灰褐色を呈する。

なおこれより先,基盤はトーナル岩となる。

(9)土手崎の火山砕屑岩(地図⑨,写真 4。 5。 )

第 3の突角部は赤褐色の火山砕屑岩の大露頭

からなる。最下位に北崎 トーナル岩が強風化し

た淡褐灰色のまさがあり,上面標高は汀線+1
mで南に緩傾斜する。その上位に大小の玄武岩

亜円礫を含み,灰褐色の二次まさをマ トリック

スとする固結度の高い古期段丘礫層 (maxl.5

m)が載 り,南 に緩傾斜するが上面は平坦では

ない。その南側では,古期段丘礫層の上位に赤

褐色のラピリタフをマ トリックスとする玄武岩

亜円礫の大礫 (max.1.5m)多 数を含む礫層 (max.

2m十 )があり,こ れに連続してラピリタフが

h=5m以 上,w=5mの 崖を作る。ラピリタ

フは塩基性片岩及びトーナル岩の小角礫～粗砂

を多量に含み,マ グマが本地域の基盤を貫いて

噴出したことを示す。

ここでラピリタフは, トーナル岩上の古期段

丘礫層に含まれる玄武岩礫を作った第 1次火山

活動後,古期段丘礫層が堆積 した時代間隙を置

能古島東海岸の地質
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いて起った,第 2次火山活動に伴う噴出物の可

能性があるが,こ の解明のためには,古期段丘

礫層の玄武岩と上位の玄武岩の相違などを明ら

かにする必要がある。

⑩ 砂鉄 (地図⑩ )

能古島は全体に砂鉄が多い。砂浜に寄せる波 ,

返す波が黒い砂鉄 と戯れて,多彩な絣 模様を

描き続ける。描いては消し,消 しては描いて休

む間もない。その造形の素晴らしさを見つめな

がら,次の造形を期待していつの間にか人の足

は止まってしまう。

0 新期段丘礫層② (地図⑪,写真 6。 )

土手崎の突角部から60m付近に,長径 10cm,

t=2 cm程度の扁平な玄武岩礫が密集する小規

模の段丘礫層 (t=50cm,w=3m)が あ り,

上面標高は汀線+lmで ある。また,こ の礫層

の手前30mにわた り,大量の扁平礫が汀線付近

に集まっている。

これまで,能古島では顕著な板状節理の発達

した玄武岩は見たことがなかったが,こ れら扁

平礫の存在は,付近の山中にそのような玄武岩

が存在 したことの状況証拠 となるであろう。

は0 北崎トーナル岩 (地図⑫,写真7.)

第 4の突角部をなす トーナル岩は40mに わた

り大露頭をなす。弱風化 してはいるが東海岸で

は比較的硬質 と言 える。 1～ 1。 5m間 隔にN40

E,80Sの 高角度の節理が発達 し,節理に沿い

深 く侵食されて平行な溝を作る。その伸長方向

は対岸の志賀島と海の中道を繋 ぐ志賀島橋 に向

かう。なお, トーナル岩には節理にほぼ直交す

るN70W,50Nの フォリエーシ ョン (片 状構

造)が小間隔に発達 し,こ れに沿って石英の細

脈が伸びる。

0 ランプロファイアーの岩脈

(地図⑬,写真 8。 )

今回の巡検の最北端であるランプロファイ

アーは,突角部をなす「Ca 北崎 トーナル岩」

の北縁部に貫入した緑灰色,緻密質の岩脈で
,

h=5m, t=40cm,N42E,80Sで 直立する。

ランプロファイアーは周囲の トーナル岩と同様

に弱風化 しているがフ トーナル岩が粗粒で塊状

岩盤をなすのに対し,ラ ンプロファイアーは境

界面に直交及び斜交する亀裂が小間隔に発達 し

て侵食がより進み,侵食面は トーナル岩の岩盤

面から50cm程 度凹んでいる。また,ラ ンプロファ

イアーの下部はそのまま海岸に向かって伸長 し
,

次第に細 くな り,5。 5m先 で尖減する。また
,

本岩脈のある トーナル岩の突角部を回れば先の

岩脈に平行 して北佃1に も,ラ ンプロファイアー

の岩脈 (h=2m, t=55cm)が 同様な状況で

貫入 している。

なお,こ れから先の海岸では汀線付近に小規

模の強風化 した トーナル岩が断続 して出現する。

◆ 帰路の地質状況

帰路についたが, 2時過 ぎの干潮には未だ早

く,第 3の 突角部を来た時同様に潮の合間を狙

い足早に渡る。皆が渡 り終えた所で砂浜に集ま

り,こ こでも先生方の講義を受ける。田島先生

からは,砂鉄の中でもチタン鉄鉱は磁石に付か

ないことを教わる。

図 新波戸の玄武岩岩頸 (地図⑭,写真 9。 )

新波戸の付け根付近では,波戸の北側面から

6mま での間及び16m地点から37m地点まで21

m間 に, h=汀線+lm程 度の玄武岩の露頭が

あ り,不明瞭ながら柱状節理の発達 も見られる。

北側の露頭では,玄武岩中に捕獲岩 として塩基

性片岩の小角礫 (max.3 cm)多 数が入 ってい

る (な お,巡検の際にφ20cmの 砂岩礫 と説明 し

たものは,自 破砕質玄武岩中のやや粗粒の玄武

岩礫であった。晴天の下で確認済み)。

これらは能古島の玄武岩が噴出した時の通路

で岩頸 と呼ばれる。今は海食で削 られてしまい
,

岩頸の名残 りが残っているだけであるが,新波

戸はこれを基礎 として築造 されている。なお ,

本地点は満潮時に水没する。

Q③ 古波戸の塩基性片岩 (地図⑮)

古波戸の北側面沿いに幅10m弱の塩基性片岩

が波戸に平行し,N70W,65Sで伸長する。こ

れも本地区の基盤が海食に耐えた名残りであり,

新波戸と同様に古波戸はこれを基礎としている。

また同じく満潮時には水没する。

但0 海岸の不整合地点 (地図⑩)

R4)不 整合地点」の境界部は海岸に伸びてい

る筈であるが,こ こでは砂に隠れて見えない。
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海岸では塩基性片岩の露頭の南端から5m離れ

て残島層の基底礫岩が頭を出しこれが瀬口波戸

の先まで続いている。不整合部に相当する空白

の 5m間は,塩基性片岩の風化部分が侵食削剥

された区間に相当し,で きた溝を砂が埋めたの

であろう。

礫岩は亜円礫の中礫礫岩で,礫径 φmax.10

cm,一般に3 cm以下が多い。マ トリックスは粗

粒砂岩で淘汰は悪い。また,含有礫には風化し

易い塩基性片岩や トーナル岩の礫はまれで,ほ
とんどの礫が級密な硬砂岩,頁岩,石英斑岩な

どの硬質礫に限られる。なお,瀬口波戸の南側

にもこの礫岩が続いている。

l171 紫赤色砂岩 (地図⑤,写真11。 )

コーヒー園入日のバス停前の海岸には,紫赤

色砂岩が北側の緑灰色中粒砂岩と南側の淡褐灰

色細粒砂岩に挟まれて15m間 にわたり分布 し,

N80E,30Sで 南に緩傾斜する。本層は残島層

下部層の中粒砂岩で,層理は明瞭でないが全体

に紫赤色を呈する。

従来,本層の赤色化については,松下久道九

大名誉教授の「九州古第三紀諸炭田に発達せる

『紫赤色岩層』九州鉱山学会誌 (1944)」 にお

いて,「赤色化は,こ の岩石が火山砕屑物質を

含み凝灰質であることに起因する」と記載され

ていた。しかし,こ れを踏襲して記載した「地

質博物館・能古島」(7)の 紫赤色岩層の説明に対

し,勘米良亀齢九大名誉教授から頂いた書簡で
,

「中・北部九州の古第三紀層中の赤色岩に凝灰

質岩は見られず,赤色化の要因としては,砂岩

の石英粒子の周 りが赤鉄鉱の酸化皮膜で覆われ
,

風化し易い長石などは労開面沿いに内部まで赤

色化されていることが一般的」とのご教示を頂

いた。ここにおいてもその観点に基づいて検討

すべきであろう。

l181 凝灰質砂岩 (地図⑬ )

巡検の最後に見た露頭である。郵便局の手前

50m付近で海に向かうと,よ うやく干潮になっ

た様子で40m先 に露頭が顔を出している。大潮

の干潮ならば広い範囲で地続きとなるが,普段

は水没 している所だ。

それは褐灰色,細粒の凝灰質砂岩で石英粒を

含み,橙色の沸石が小空隙を充填して散在する。

軟岩ではあるが固結度が高 く塊状岩盤をなし,

海食による低平な頂部はほぼ新鮮である。この

岩石は地上で放置したり,乾燥後再び水に漬け

ると崩壊 して元の砂に戻るのが面白い。これは

スレーキングと称する吸水軟化による崩壊現象

であるが,海中で安定なものが何故地上で不安

定なのかは分からないが,こ の岩石の特異性と

も言える。

本層は残島層下部層に属するが,こ れまで論

文に記載がないのは標高が低 く水没していたか

らであろう。私としては,以前,大潮の干潮時

に歩いた幸運もあるが,「犬 も歩けば棒に当た

る」とはこのことであろうか。

0 長垂のペグマタイト

午後 3時半,予定された地質巡検も終わり,

旅客待合所前で一応の解散をしたが,帰 りの船

に間があるとのことで能古博物館の見学を申し

出た。雨が酷 くなったので博物館に連絡すると
,

早速,車で迎えに来て頂いたのが有 り難かった。

ティールームでコーヒーを飲み館内を一巡する。

この博物館は江戸時代の儒学者亀井南冥とそ

の一族の資料の収集が主で,その他,能古島の

長い歴史の中で輝きに満ちた時代の廻船の資料

や能古焼古窯からの出土品など民俗資料も展示

されている。なお,新 しい企画展として「天然

記念物,長垂のペグマタイト」が開催されてい

た。これは福岡市西区の長垂山で戦時中に掘っ

ていたものであるが,今ではそのズリの中でも

見ることの出来ないリシア雲母の大きな紫色の

標本に接 して,一同感激 !。 本日の巡検の圧巻

は,む しろ,こ のペグマタイト鉱物であったの

かと感じた程であった。

20 追記,新解釈の風食痕 (地図⑩,写真12)

バスはコーヒー園入ロバス停から約40m先で

左に曲がり,島の中心部に入って行 くが,曲 が

り角の福原実男さん宅の庭には,昭和27年 6月

3日 ,能古島に電灯が点いた記念の「前田覚之

助記念碑」があり,そ の足下に高さ1.5m,幅

5m,奥行 2mの粗粒砂岩の大塊が頭を出し,

その北側側面には風食痕と見られる凹みが地層

面に平行してほぼ水平に並ぶ。その 1個の大き
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さは径 max.40cm,深 さmax.20cmで あり,従来 ,

海食と考えられていた。

ところで,本地点の標高はほぼ3.Omで 付近

の堤防のh=2。 Omよ り高 く,新期段丘礫層の

上面標高及び塩基性片岩や トーナル岩などの海

食による侵食面 h=1。 Omよ り更に高い。また
,

本地域は季節風の北風が強く,海岸の激しい砂

嵐は古波戸の砂岩の表面を深 く侵食する。この

ように,各地点の標高及び砂嵐などの現況から,

海食よりも風食の侵食作用が大であるとして
,

本地点の侵食痕は風食痕と判断される。

これは最近「第 6回能古の風フォトコンクー

ル」に,古波戸の砂岩の風食面を撮った「風化

侵食」と題する私の作品が入選したが,砂岩で

築造された堤防が側面のみならず上面にも激し

い侵食を受けているのを見て,風食の影響が大

きいと判断しての解釈である。なお,撮影当日

(H.15.9.21)は北風が強く,海岸のバス

道路は砂嵐のために風に向かっては歩けない状

態であった。

エピローグ

地質巡検の案内をした後も私は島に渡った。

先に「大も歩けば棒に当たる」と書いたが,

実はそれ以前に私自身の調査不足が挙げられる。

大にも相応の勉強が必要であったのだ。

何れも最近の調査で分かったことだが,初め

の観察が十分であれば,ラ ピリタフ中の塩基性

片岩や トーナル岩は見逃してはいなかったであ

ろう。また,東海岸の段丘礫層が西海岸の砂層

と標高的に同時異相であり,ま たこれが「唐木

田芳文ほか,福 岡地域の地質,地 質調査所

(1994)」 により,完新統の「海の中道砂層お

よび箱崎砂層」に対比されることも直感したで

あろう。なお,本層は松下久道九大名誉教授の

「博多湾内の残の島の地質」 (1937)|こ よれば
,

新沖積層に,ま た,西海岸の磯辺公園付近の段

丘は古沖積層に相当する。そしてこれは標高差

により,低位段丘と高位段丘に区分されるであ

ろう。追記の風食痕は,古波戸の風食痕を見て

の発想である。

このように島内を歩き続けることにより,能

古島の地質学は今後とも変わって行 くであろう。

(文責 小川)

(参加者 :17名 )
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唐木田芳文・小川 誠 :能古島東海岸の地質

写真 3.北崎 トーナル岩に貫入 した

ペグマタイ トの岩脈

図版  I

写真 1日 塩基性片岩と残島層の不整合地点 写真 4.土手崎の火山砕屑岩

写真 2.瀬口波戸の南側の塩基性片岩の露頭 写真 5.ラ ピリタフは基盤の礫 を含む

(白 い礫は トーナル岩 )

写真 6.新期段丘礫層の偏平な玄武岩礫
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唐木田芳文 0小川 誠 :能古島東海岸の地質 図版 I

写真 8.北崎 トーナル岩に貫入 したランプロファイ

アーの岩脈

掲載写真説明 (ル ー ト順 )

写真10.写真フロ北崎 トーナル岩の節理に沿い侵食された溝 瀬口波戸の南側の残島層の礫岩

写真11.紫赤色砂岩

写真 9口 玄武岩岩頸における巡検状況
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写真12.粗粒砂岩の風食状況


