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質 巡 検 旅 行 講

1 1出 発がら秋苦台まで :(7月 17首 )

|: 見学教室め″]昨あ行事として ,夏休みを荊

|.用 して,地質巡検を実施 しているが:今年は

1私達め希望により:秋古台の地質調査に行く

|こ とにじ,そめ帰 りには ,下関の彦島に寄 つ

てヽ芦屋層群の化石を採集し,門司の天然記念

1物 “梅花石 "を見そ来ようという:"1年 にな

い充実したスケジユールを立てて,長崎を出

|:発 した。初めの予定では ,7月 17日に次の

計画で、発つことにしていた。

.長崎発 6。 05(博多行)

ψ

1   博:多着 951  
‐

1

発10'50(来ギ待 準急ゃく

'    ↓      も)

| : : 吉員1着  1324
発 16123 鰯 洞行国鉄バ

|‐

‐. :｀ ↓   ''ス )

秋芳洞着 14。 05

ところが :梅雨時の水害のため ,不通にな

.つていた長崎本線の復1日 が遅れたため ,7月

16目 の質行で発らたこ行程は次の通り.

長崎発 22.55で 1司港行)

キ                  '
1  博多着 5113

発 :執 810(小 繰行 電 ) ヽ

|     ↓  :         : .
厚狭着 255

発 258(二明市行)  i:    
↓   :

)吉員]着 ■0ご 26
ル 個釧■ヾス)

秋芳洞着 11。 05

長 崎 大 学 学 芸 学 部 地 守
:専 暮 生
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秋芳洞に着いて,秋吉台科学博物鮮r,秋
吉台の地質を研究されている太田

=道
先生に

案内して頂くことになつたら先づ初めに■.■

般には ,あ まり知られていないoこ うもり洞

とi/1う ところに連れて行かれた。そこは秋吉

台科学博物館附属こうもリパ地下実験室にな

つていて :洞内を探険するL方 ,洞内動物が

飼 ってあった。中に住む昆虫は ,外醜(警わ

れることもなく,ま たo十分な餌もないっで

1年 も,2年も,身動きすることなく生きて

いるそうである。それに外敵におそわれない

ので毒を持つ必要がなく:洞外に住む昆虫と

異な?Ft毒をにとんど持 |てぃなぃそ うで

ある.“ あと秋芳洞を一通 り見学 し,秋吉

台に上り,博物館を見学 した。そこrCは フズ

リナの化石が多く陳列されてあった。

太田先生から明日歩きまわるルー トや ,、 石 .灰

岩から串るフズリナ化石についての説明を受

け ,その 日の予定を∵応終えた。  i

私達が宿泊した所は ,山口県青少年謝1練所

というところで ,すべてセルフサービス制に

なつていた.地形図を広げて明日のルー トを

検討して床についた。  勧藤 寿俊)  .
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|1秋吉育攀中目県の中未部|り ,やや西寄bの

事部にあり:1美弥郡美興町1黙芳町|テ美弥市
‐ 西部にまたがり,平行四辺形に近い石灰岩台

地である。大部分は ,天然記念物に指定され

::ており‐:秋 1吉台国定公躍め地域で ,:茜 南部は

観光客で賑 う秋芳洞 1農塁台 ,秋吉台科学博
∵ 物館 ,青少年訂1練所等があるo

秋苦青少年訓麒所で■夜を通した一行は ,

7特暉起床 ,朝のすがすがしさは,宿の囲り

9ネ ム?本9香ク準輪をかけら窓下に撃石火

岩が緑の紋毯の中lrc白いィ:ヽダをのぞかせてい
1   :    :1 

‐
      1  1・

ろこのどかな力‐ソコウ鳥の鳴き声が石灰岩の

申いバダイ`グを伝やってくうのだっぅか…。
'・
。

午前
'時

|=行は
`秋

吉台博物館の太由氏

つ案内でら秋吉台地を,石灰岩目ざして出発

す争|と 呼書?牟・で`戸い手91rp近代的
1 姿を1誇

イ
ニそいる簿物館な:

が産する所に建って居り・。ここからの眺めは
Grfθ″●撃毯に,羊が群り,それが波打っ

:た
がのよつに1小高い丘が幾重にも遠 くかす

かに。
,。・。10              ‐

■行は ,ィ
):シ |‐蕉千

“

マ期待筵胸ふくら

ませて出発した まずは気の早ぃ連中 ,博物

館前の石灰着をたた羞:F%S%:づ
"θ

′′αな

る者の顔をしみじみと  。
. こI FttSCι ′づπむ′Jα は石炭系上部のものィ
.で

,フズウナとしてoま
',ま だ下等な姿を示し

ている。しならく石炭岩をh診こ豪らヽら行く
な

と :石炭紀と二菫続 不整合地帯に集れ 不

整合と開き,は つきり層理が分るものと思つ

ていたが,秋吉石灰着:ま ,塊状無層理である

ために ,野外で層序関係を確めることは ,ほ

とんど不可能であるそうで ,層序決定には ,

化石群集の詳細な研究がら導かれる化石帯の

|‐ i分布をカギとするのが望ましく,同時に岩相
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:そ こには ,この地に通したゴ荼ウや桐が所■■■

救培してらった。更に進ん:で行くうちに,す ●11

でに二畳紀郵 に入って居り,路端に,先に■■

石灰岩研究の為来た人達の叩いた跡が見うか|■

|ふ :そこでは,■蜜盤要正 Śが採集できた|:|:

この種にな:る と,,横断面は3層で可1成 り:体形1‐

1:||

が造ししているこ
― r   i     

‐1111

.次

`二

if彪幽:     型虫髪γピー■‐
亜帯に入ると,魚卵状石灰岩が採集できたこ|■■
この専帯より若い      1堕■‐■|

燿勲正製堕げは ぅ超 旦?ι Jガ

“
α璧 別た 1着 |‐|

灰藻類 ,ウ ミュリの化石も採集で きた。| |■ F

行けども行けども草原と石灰岩,それに■■|■

ドリ=ネ ″ミ続く。‐ドリ:'ネの近くに,2,311‐ |

の本木・をみるだけで,日影も出来る余地も■|:

ないところを化石求めて:撫 黙 と々歩を|‐ ■

選んだ。111時頃,に 1わか雨におそわれた力|■■

かえって,汗を洗い流してくれたようで:気■■

持が良かった。          | ■■■

行程の約半分に当る長者長森で昼食
`こ

こ|:1■
1

では ,も ちろん人家■軒としてないが 1道路■111

t整装したり,休憩所を作うたりして ,観光■||

事業に力をスれてる面がうかがわれた二基が■■

らは,最後の最大の目的,`帰り水"へと急■|:
いだ●この

°
1・帰り水":と いち所は,地形的に|:■ |

高ぃ部分に下位の化石帯が現われていること|■ |

からD諸研究者によ.っ て ,種々異なった解釈■‐|■

が発表さ■ている月μち「 碑吉石灰岩は |1周囲|||
の非石呻 古生層とともに ,横臥招曲をな11111‐ :

す
1年 か,本地性推積物の非石灰岬の諸層群|||



|:|■
‐
|・ :翼準行くと,山腹は急額斜をなして来てら

111‐ |1下 七ネ
がら聾壼壷整s%Jj"11-L7ご θsθみっト

■盤■些甕上の入った石灰岩を見っけた。摺

:鉢の底つ様:な 帰‐り水といぅ所は 二清水が湧き

:=ていた●この清水は流れとならているので

なく,・また地下に吸い込まれているこここょ

り反対側の急斜画を■気に登ると:世界的に

珍らし        の密集した石灰岩

IF2 1:零行:き ,さすが鵜 ,いや篠路が恋:じ

|ぐ なる。来る壁颯9時間もかからた道程をb.

:帰りlr―■約11時間半で1:維り夕食を楽しみ|に

`

歩■早りた。ォ: (江頭 玲予 )'■

■声即なら原保すで (7月 119日 )

|に送られ ,大小の ドリーネを右手に見ながら

雄本な:カルスト台地を後にしたご:秋麺 バス

駅まで歩いて下り,土産品店でフズリナの含

遺れた石灰岩細工の ,:翼ШIや,花瓶を記念に買

:い |´ ,不準乗り吉Iljヽきかぅ。選中菌群そ :

青い田畑のむこうに露天槻している所が自々

と'して昇われたが:おそらくをメジト原料の'

Iたりの百火岩を堀り出しているのだろう・

規模`夫さなもあ:'た

=え
ょ|‐ ||||■ |

だんだん強く成らできた場光を,け ,吉員I

を出発・西Jヒペ約8胤の原保へ向うこはこり

の多いガタガタ道を15～ 6分ほど歩いた所

の新道路工事場に小さな議頭があり,岩質な

白と黒あ混した硬質石灰着礫岩で,昨 日より

かなしみのフズリナを多量に含んでいたこ

壼 量 Lg掟   幽 ■1構
おるとふう事であるから古生代の最上部に近い

のだろうる地質図によると古生界の常森層の

様だoこ こがフズリナとの ,お別れの場所と

ならた。2o分ほど歩いて
`ガ

塔な鶴瞳0わ
｀
きあ露頭で,今まで見そ来た岩質と大基ぐ変

つていた。それは,炭質頁岩をはさんだ軟か

ム割れ日あ多‐ム泥着であらそ走蔵:傾劇は:|

はらきりしていながらた|この辺で中生界ヘ

:我iたは足をぶ二人ええ上らた:」 :tがら南大
i嶺厭後■待そ間た砂岩:泥碧:着炭質礫岩に

かった橋を渡.る時 ,二昨 日この辺を汽車で通

過 しながら,隣駒 人から聞いた話を思い出

した.それは「 この川のかは奪坤黒い色をし

ているJどいうらだら
｀
たせならば上流に炭広

がある事が理由らしい。たしかに,美 しいりII

の水ではなかつたらそういわれると,確 ガヽに

らてぃるのだろう。そうなると長時県の石炭

とは生成年代にかいて相当異る。鎌田先生の

話によると,こ こでは日本最古の石炭 (無煙

炭)を堀 り出してぃるそうである。

二1群 雄 訴 灘

=輩

籍 ヤ

とな互層がみられたo各層の厚さは10～ 2・
=「

0翻で風化作用により,砂岩の板状の凸と貢

を採集する。時が立うめも忘れてb採集する ‐お目にカミからたが,どれもあまり明瞭な層理

うちに早や6時 とな,り ,空は今にも泣き出し  は示していなからた。駅の■前の厚閃 liに か

1昨 日:と は打 って変わちて今朝は日本晴れだ。 駅には炭車があり,道路わきには ,石炭が積

午喬な8時青少年訓疎所から流れてくる螢の光  んでぁった。たぶん美弥層群の中の石炭を堀

-31-



摯め灘餓い鰈が交互に重なうて5～ 6解 のが´

けを成していた.頁岩の中からだけ少数の構

物化石の破片が見つがった。この層は三昼系

の ,美弥層群のすぐ下の厚保層群に入るよう

ださ地層は領き
'あま西へ約4ゴ :走向が` 20'

E前後である事か ら」ヒ東方向に存 る秋 吉 の

二畳系の上に位置 している事がわかる。

ここを去 り14～ 15分で トンネルのある山

の切夕通 しに成 らている道路協の大 きな露頭

べついたら正午も去ぎていたので木影で弁当

を食べた後 1時半頃までこの露頭で化石採集

する事になつたこここでは三畳係のが準化石

として有名な,JttQttα θπごノ′吻i轟ふ

のである。砂岩と頁岩があり,貫岩の風化面

は赤茶色をしているが新鮮な面は真黒で硬質

できめが織仏。遮競o"θ r,凛ま大きさが1～′

1前で刻が細か く,ち ょケど :小さな扇子を

ひろげたみたぃな感 じである.化石採集中の

諸生の様子といえば ,1人がハンサムな4LE

を手に入れ歓声を上げる
=と

1隣 りでは :化石

をこわして残念が っているお曇た 1人は沈黙

を保 って ,ハンマTをふ りかろ している。∵

方ではそれをカメラにおさめている。 といつ

た様子|で ある.適当に採集 した所で ,こ の露

頭を去 り厚係へむかうこ    ~   
｀

道路の右償l17C頁岩ゃ石灰質砂岩 を見ながら
`

一歩‐歩 と前進 したこ途中から,線路にそ っ

て行く。真夏醇 昼の太陽に照らされた線路

の熱さで ぉ焼いた フライパンの上を歩いてい

る様な錯覚をおこした。一人も目をさかずに

お ぐc■115響 手
・
Tで ?0分 1■ ご体守.tlて る時

半頃凌廃6あ いかわらずほこりめ多い道であ

るが休息でみんな元気をとりもどじ:1足どり

ははやくなる。河洋段丘を―力所見ただけで・

見るべき議頭はなとんどな毎ヽ若ためそg隷羹

には熊ノt倉についたg,  ―

ここから下蘭まで―,急行バスで行 くことに

な,?た 。.尋攣 すぎを谷温泉 ,市日 ,小 :

月町を、て下関へ。津中∵寝入りした人もい

た様だ。湯谷 ,吉潤間で風化はしていたが花

簡岩の露頭がみられた。三昼系を破って出て

来た自要紀のものであるといわれている。

下関の関門渡の桟橋に着いたのが 6時すぎ

であった。連絡船て門司へ渡って ,西鉄バス

白ノ平行きで約,9倉甲率り,t夜の宿とな

っている申野江9四季ヶ二

`7時

半頃芦〈o.

ここで薄ぼんやりとかすんだ宇部力面の山と

瀬戸内海を見て夕方に成 った事にやっと気づ

いたのだ った。  (西村 暉詢

下関市彦島の声屋層群と関門層群

(7月 20日 )

床を離れるや ,先ず空を見上げる。天気を上
‐

々。地質巡検 日和である事をか互いに確認 ,

一行元気に自野江を出発 した。

今日の予定は ,Fl司ゃ下関附近に分布する|

関門層群の特に下関亜層群の巡検と ,声屋層

群の化石の採集を目的としている。

四季の丘前 よリバスに乗り門司港前で下名

門司港駅より船に乗る。昨日下関より門司ヽ

と劇より船で渡ったが ,その時は一同稚々と |

して ,目 を前後左右に動かし,シ ヤッターを

切る音 ,船名を読み合,声 :,あ たかも修学旅

行の観を呈したものだが ,さすがに今日は ,

も,慣れたものと足取りも地についている農

子 ,静かな船上三階のシー トにかさまる。

下船する,直ぐにバス等乗り,T路北彦島

へと走り,竹 の鶴 に到着するゃ否や ,鎌田

先生を先頭に海岸に直行早速・4in~採集にかか

る.   1
ここは ,彦島の最Jヒ端準位置する所で ,高

さ10解 ぐらいの海′豊になっている.化石が

ヽ
レ

ギ
　
・

一■
〔讐

二3′ 2二
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があまりにも密集しており:喜びの声 ,笑い

声 うずまく中に ,1皆一生懸命にハンマ=を振

り上げていた.筆者は堀口先生と二つ場所に

居たので,大分かすそ分けを頂いたのだが ,

堀目費生の持参している小さな斧2本が非常

に役lrc立 ち ,原理をあまりこわさない機に取

り出されているのを見 ,自 分も是非次国はイヽ

さな斧を持参しよぅと思 う。ここで芦量層群

を特徴づける貝類を種々採集してやらと二息

鎌田先生の昼食の声に皆弁当を広げる.御飯

を目に入れ年ら,満足気に自慢話に花を咲か

せる. :

‐同化石で十分ふくらんだ リニックを頼 も

しげに見や り,次の目的地彦島の南部に位す

る塩浜層を見にまたバスに乗る。変電所前で

下軍し ,.南方向へと徒歩「vC移る.途中道路わ

きの露頭を観察じ地層の推移を追 ってい く.

やはり,今日■番哺象に残 ったのは ,障誰だ

灰岩である二この輝緑凝灰岩は塩基性の火山|

噴出物が堆積した地層とい事だが.風化を受

けた部分は濃い紫色を呈してお り,ア ンタツ

ニなものでは緑色を呈した非常に硬い岩石で

ある。高さ5～ 6π ,巾 20海 の露頭はリト常

lCフ レツシュで見墓だったIしかしなカミら残

念な事に,こ の後塩浜層における化石を月=出

す事ができなかつれ

(小日 忠昭 )

傘救半島の古生層と梅花石 (7月 21日 )

地賢巡検も今日が最終 日とあらためて考

えると,種 々印象を新にする。残念な事に

日頃エネルギッシ三な加藤 3大嫁商君は作夜

から下痢を起 してしまぅた.全快しないまま

両君を残じ軽装で出発ぁ今 日の予定は企救半

島のI替系青浜鷹鮮 と有名な梅機 地を訪

れることである.四季の丘の郵主人 の厚意で

小墾自動車に負乗 ,Iどんまり曇り空り下 ,心

:な し重い足 どりで出発.育浜の採石場で車を

降 り_海岸で天然記念物の梅花石が含まれて

いるi石灰着を見た.こ の後近くの採石場に保

存 してあった見事な梅花石を見る事が出来た.

縦横40～ 50鍬 ぐらいの大きな着石の中に

大きな海百合の菫の断面が見事に花を開いて

いる模様図は何かの織物を見る感じ,先生方

早速カメラに収められていた.帰途途中の石

切場の古生層を調べながら足を早める中に ,

急にひどい雨にあい 。一同相傘でひとまず旅

鮭に帰 り,旅装を教めて整え ,四季の丘を後

にして門司港駅に向|った.一

門司港より汽車に乗り,ひ とまず彰 で下

車 ,長崎への汽車便は長崎本線が不通のため

悪ぐb経局 17時半発の特急かもめを利用し

て長時に戻る事になつ.た・ 力く て・ 地質巡検

は特急の急ぎ足と共に終りを告げた。

4/Jヽ田 忠照)

参加者

J旨導教富 ,鎌田泰彦助教授 1堀口承鋤 手

4年  間沢略・大塚裕之・山口修弘 ,小 圏忠

昭

6年 江頭玲 子 .加藤 寿俊 :西村暉希

2年  暴療積仁      以■ 1 0名
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