
長埼祭地質研究の基礎を築いた人々
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長1喬県の地質を学術的に調査 した最初の人

はいそらく奈佐忠行氏であろう

`彼
は ,19

世紀も終る噴の明治 214年に ,次の3つの論

文を発表している。

1長崎県の地貌 (地学雑誌 5巻 )

長崎県内第二紀層略説 (同 上 )

長崎県管内予察地質調査報文 (地雪要報

第 1号 )

分離氏は ,文久 5年に江戸で生ま4,明治

18年東京大学地雪学科を卒業 している。明

治 20年から4年間 ,農 商務省地質局 〔地質

調査所の前身 )の技師として「 日光」 ,「 会

津 Jの地雪図幅を手がけている外 ,日 本各地

あ調査をされているので ,前記の 3篇 もその

IⅢ期の業績と思われる。長崎県の絶質研究の

「草分けとして特質される人であるが ,甲治

24年以後の生涯の大半は東京顧大の商業地

理の―
教授として教鞭をとられてかり:長崎県

の地質研究をさらに発展させた様子はない。

昭和 9年 ア2才そこあ世を去ってスる。
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明治 11年に創設された地賞調査所が ,明

治 18年から大正 8年 までに 20万分の 1の

地質採1櫓 を99葉刊行したことは ,日本本土

の地質を明確にする餞期的な調査事業である

が ,長崎県内の韓質調査 もこめ二連の言[歯!の

中に折込まれて ,その大要が明らかにされた。

紳かくみればかなりの政訂の必要があるが ,

田: 泰  彦 (長崎大学地学教室 )

今日なお研究者にとって一応の基礎資料とし

て矛‖用されている。本県牌係の図幅を出版年・

度順に修べると次の通りである。

図轄名 地賓調査員   出版年度

上県  佐藤 伝蔵   明治 4o年

″ 41年
″ 45年
, 45年

大正元 ・1年

″ 6年

これらの図幅調査者の中で ,対馬の地賞調

査を行な‐Dた 佐藤伝蔵博士は ,大正9年 と14

年に東京地質学会 (昭和 9年に日本地賞学会

と改称 )の会長を2回つ1と めた人である。リ

治 51年から,昭和 3年 8月 126日長野県諏
:

訪町の旅先で死去するまでの32年間は,東

京高等師範学校で地質学鉱物学の教授をつと

めたが ,その間に「岩石地質学 」「地賞学提

要 J「 大鉱物学 上o中・ 下 Jな どの名著をあ

らわして ,学界 ,教育界に尽した貢献は大 き

宏ものがある。             |
五島夕j島 の地管を始めて明らかにした神津

儀祐 〔こうず・ じゅくすけ )博士は ,明郡 8

年に東京帝国大地質学科を卒業 lた がI,5年

半の欧米留学を終ぇた後 ,明治 44年に倉り設

され́た栗北大学地質学科に教授として迎えら

れ ,昭和 17年に停年で退官するまで 1造岩

鉱物の研究に専念され ,その業績は広く欧米

にも高 く評価されている。昭和 15年には日

， 事

・
・̈

_下県    「

壱岐  大築洋之助

長崎  大日方順三

福江  神津 椒祐

平戸  大築洋之助
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未亀奮幸会あ会長が奏ス:二 晨::讐 井藤年″白|
本学士解会鼻としても活r霧 されている。大正

元年に「 五島誓江岩 J(地笛調査所報告第

35号 )と 霧した論文を公表 し,書 江島のい

わゆる "玄武岩 "が アルカリ長石を含む外国

でも未記数の特鼻な岩石で ,新岩種と l′ て ,

“篠逓基た
と命名した。勿論この岩石名の由

来は現在あ福江市 (墓 轟の祷江村 )か らきて

いる。福江岩は 3つの型に識騨|さ れ ,多量に

ガラスを有する.竿■式半桑雪福江岩け:鬼:岳|

噴藁爆 i弾1.‐宅聞,の第|二式半晶:軍梅
=毒

は繹:i

=‐

lj,I本撃r量ずぅ導略にそつた野:`切の近

1,lri嬌集しな:ヽつ ,=曇寧1,琴平本爾準 ‐年1

鷲撃‐1._半:時

'本
浜,,)「よ―り採等した群 を,

それぞれ各響の代表的なものとして詳 しくそ

の特徴を記載されている。岩石の学名として

長崎県内の地名がつけられ″ているのは ,かそ

らくこの福江岩のみであろう。神津先生は ,

明治 13年 6月 5日 ,長野県北姓久郡′ぶ管村

の名家に生まれ ,昭和 50年 2月 11日 ,

75才の天寿を全うして亡 くなられた。
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東北帝大の地質学科は大正 10年春に ,矢

部長克 (やぺ・ ひさかつ )教授の地賓吉生物

学教室 と神津椒祐教授め岩石鉱物鉱床学教室

に分離され″,それぞれ他の大学とは違った専

F電 分化した学風が築かれたのは ,本邦の地富

学研究史上特舎ある事実である。この吉生物

:学の矢部長克先生は地質学界におけるただ一

人の文化勲章拝受者であり1,:現在05才の高

令でなか元気で研究を続けてかられる。元熊

本大学鱗学部長の遠藤誠道博士と共に ,昭和

5年 F「.肥訂r茂木ィヒ石鷹物及其他地富学上の

意義 J(地 蜜学雑誌 42春 )を論じてお り

長崎市茂木輩の籠物化石が広く知 らオ■′る一因

を作うた。またリヒトホニフニンか明治 3‐ 16‐

年に唱ぇた「長崎三貴i整 誠」を推ヒ事lした (111:

富学雑誌 32拳 大正 14年 )こ とも著名で

歩〕る。

「長・崎 J図幅(7)責 目方順三や「平戸」o「 壱

岐 J図鮨の大築洋之助に申しては ,手許に資

準‐がないので何も書ぐことがないのは警こと

に残念である。
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県下には ,南 ょり蔦島 ,崎戸・ 松島
・

佐世

保の諸炭戦があり,高品館の石炭が壕蔵され

ているので ,開発のための調査も占くから行

=な
われている。しかし ,こ の増減の舞三紀層

の層序を確立し,全戦する化石の群究を行な

って ,九州北部の炭圏相互のキ:其ゃ占地群論

まで発群させたのは ,外 ならぬ長尾巧 (な カミ

お・ たくみ )博士の偉大な業績である。長尾

先生は ,明治 24年 3月 9日 ,福胸県‐籠チII郡 :

伊辟町 (騨 勝メII市 )に生すれ ,東京嘉轟を経

て ,大正 7年 東北大学地雪占生擁教室に入学

以来九州の諸炭田をくすなく歩き,膨大な卒

業論文を提出して大三 10年に事業したが ,■

十ぐ講師として目教室に籍をかいて研究を絣

続 した。大正 15年 より昭和 3年に至ス問 ,

地学雑誌に運載された「 九州古第二紀層の層

序 」は実に 23篇の論文からなり,■ _pllitlの み

ならず .本邦の吉第三系の層序め基鮮が作 ら

れたのである。長尾先生が九州ル●なける占第

二紀層の研究を行なっていた頃 ,障を同じく

して ,今井半次郎博士は石狩炭EPめ 占第二紀

層の研究を進め ,同 じ締学雑誌に「石狩満腱

に於ける爽炭第二桁:審 (石狩統 )の層僚地雪

学的研究 J(大正 16年 )を発表された。す

た常磐炭腱の層序や化石について永年研究を

続けていた 。徳永康博士が「常磐厳田め地質J
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(‐ 早稲田大学鱗学部紀要第 5号 )を昭和 2年

に公表した。

こ√
=よ ぅに本邦各地の炭露地質学や占第二

紀層の層序の基群が大正末期か ら昭和初期に

かけて確立したのは ,研究史上興味のあるこ

とである。     |

長尾先生は ,更に九州諸炭EB産の化石の占

生物学的研究の成果をとりすとめて ,昭和る
‐

年の東北大学彗科報告 (欧文 )に発表 したが

取 り扱った化石の種類は200に 及んでいる。

その中で ,2種の海胆類と 100種の軟体動

物 (貝類 )の新種を記載した。高島や崎戸・

松島炭田から出る大部分の貝化石の学名のあ

とに命名者としてNAGAOの 名が多いのは

いかに彼の採集と分類学的研究が徹底 してい

たかを物語っている:     . ,

昭和5年 ,フ ランス留学を終えて帰国した

あと,先生は新設の北海道大学地質教室の教

授とな り,有名な樺太気,屯着のデズモステル

スの骨格を世界で始めて復元 した。昭和 16
年再び東北大学の「 東亜地賞学 」講座の教授

として母校に戻らたが ,在職饉が2年で胃か

んのため ,E・B禾日18年 8月 28日 ,53才の

短ぃ生涯を閉じ:られたのは誠に港じ:ぃ ことで

ある。 :         :‐
: ｀

「 -5二  :

長尾先生よ り前に九州の 占第二紀の貝化石
=

の報告をした学者に横山支次郎博豊があるか

論文としては「三油炭田の第二紀化右」(明
‐

治44年 )ゃ「:曲
部肥前(墨崎戸・ 松島炭鵬 )

の第二紀化石」(昭和2年 )の 2篇のみであ

る。しかし大正 12年以降 ,昭和7年に至る

間に日木各地 (樺太 ,済州募,台湾を含む

'の第二糸己層め貝化石を次 々と研究 し ,36篇
の論文として ,ほ とんど東京帝大理学部絶要

に発表した業績は大きぃ。     |:■ i

また .こ れとは別に大止9年から略ね 2年

にかけて ,関東lt蘭Sの若い地層から採れる貝

化石の精力的な研究があり,6篇の論文(図

板49葉 )を着しているここの中で新種とし

て記載された貝類の中で ,後に現生種として

発見されたものが少くない。員類図鑑ゃ貝類

目録を開くと,学名の命名者にYOKO■嚇慎

の名のついた学名が多いのはこあためである:

この本邦の出
'生

物学の父ともいわれる伊山

先生は,実は長崎で通詞の子として萬廷元年

4月 25日 出生しているのでぁる。明治 15

年東京大学地賞学科を卒業 し,19年 ょり3

年 ドィッに留学し,帰朝後すぐに東大教授と

なって古生物学を担任した。初期の占生物学

的聯F究には ,加賀・ 飛弾 ふ越前のジュラ紀値

物 ,越前・ 長門のジュラ紀アンモナイト,本

邦自'亜紀動物群 ,長門の合炭層中の植物化石,

四国の自亜紀化石 ,支那の中・ 占生代め植物

化石の研究 (明治 25二 41月 )な どがある

が ,44年以.降はすでに述べたように専 ら新

生代の員化石の研究に没頭されている。すで

に占典化 したが「前世界史」(大正 7年 )ゃ

「占生物学綱要J(大正?年 )は昭和初期ま

で地史・ 古生物学の優れた教科書として広ぐ

愛読さガたものである。

大正15年に55年間の東大教授あ職を退

いたが ,こ の間に日本の地富学会 ,特 lr7占生

物学の開拓に尽した業績は著しいもあがある。

また文章や字の上手な方で :日 本占生物学会

誌の表紙クこ書かれた「 日本占生物学会報告・

紀事 Jは先生め筆にょる電のである.こ の長

崎が住んだ未邦占生物学の巨星は ,太平洋戦

争の最中の ,昭和 17年 1月 2o日天寿を全

うして逝去されている。な碁先生には正三位

一一一
一
一一・̈
一一一一・・一
・一一一・一一
一
一一一一一
一一一一
一一
一・・一一一
・．一一一一一一・一
一一一

一一一一一へ一一一一一一一一一一一一一一一一一一
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摯ザ 勲∵等瑞詐草が授けられている:: . :
… 6-    ^

長崎か らは もう一人のす く
゛
れた 占い地贅学

1者が出てぃる。本部の応用地賞学者の開租と

もいわれている巨智部忠承 (こ ちべ oただ ょ

し )博士がその人であり ,安政 6年 2月 15
日 :長崎の炉粕町に生れたふ明治 13年 東京

大学地賞学科の第 2回の卒業生 として大学を

出たが (第 1回は小藤文次郎博± 1人のみ )

同年地質学の助教助にな り,数 力月後には ,

ドイッの地質学者であるナウマン (明治 14
年に今日ナウマン象や東洋象として知られて

ぃる日本産の象の化石の産出をはじめて報告

している)の提案で設けられた内務省地違局

地質課 (後の地質調査所 )の御用掛となり,

明治26年には所長に就任したしその間日本

各地の図幅調査を行なっているが ,=と りわけ

生野鉱山の鉱床調査はすこぶる詳細を標あた

名著とされてぃる。所長にな́らてから特に油

田開発に力を注ぎ,大正 5年秋田県の黒川油

甲に日産 1万石の大噴出をみた油井が堀られ

たのは ,彼の先見の明によるものだったと伝

えられている。

1昭和 2年 5月 29日 にア4才で箱根濡左中に

狭心症で歿 している。     1
塾者の手許に巨智部博士が学生時代の許究

をもとにして書かれた「概説常北地質編 」

f明治 15年 )がぁる。
t'常

北 "と は茨城県

常俸国の北部のことである。この著者は ,阿

調隈山地南部の古生層 b深成岩・ 変成岩や ,

常磐炭證南部の第二糸己層などについが書かれ

たものであるが ,155面 の本文の中で ,化

石槻説に80頁 が費され ,主 として現在の鶴

立市の海岸に露出した第二紀層の化石を記載

し,4葉の図版に腕足類 ,員類化石の詳細|な

ス`ケ ッチが載せら熟́ている。日本そ無脊椎動 ‐

物化石が学術書に記載・ 図彙されたあなと五

が最占のものではなかろうか。解近静本島1生

物学会の25周年記念の出版物として予む行さ‐

れた「 日本矛車要化石図説 」(190o年 以

前に出版され́た占典的な占生物学の論文 10

篇より図版を復製 し ,最近の分類基準に1っ

て再検討を行なった解説が加えられている )

に入れられていないのは ,記載が日本語でぁ‐

つたためであろうか。誠に残念なことである。

矢部先生が高校時代に ,こ の巨智部博士の著.

書をたよりに常磐地方へ旅行して化石採集を

したこともあるそ つて .正に「常北ltr:質 篇 J

は日本地賞学の占典中の占典といぇよう。

一 アー

長尾先生の九州諸炭腱の占第二紀層の研究

では ,佐世保炭田 f北松炭田 )はその概要が

示されたに過ぎないが :その後京都大学を大

=14年
に出た上治寅次郎(,ぇ じ・

:と
らじ

ろう)博士が ,京都大学工学部助教授降代に

綿密な調査を行なっている。その調査結果は

昭和 116年に北松南部鉱業会より,7万 5千

分の 1の地質図と「 北松浦炭田地質説明書」

として出板されている。またこの調査で tt野

島層 "か ら発見.し た淡7k性員類の研究も行な

つており,ラ ンプロシラの新種 (タ ジマガセ

ノセガイ)を はじめ ,化石のシジミゃ夕ニシ

などの新種を記載している。上治博士は昭和

18年京大退官後 ,52年に自己資金を出し

て京都に地下資源研究所を設立し,所長とし

て応用地質調査事業を行なっていたが ,58
年 5月 11日 72才そ逝去され′た。

-8-

最後に大量」地質研究の先覚者について述べ

よつっ 岳1奮 来の本|■1颯|″ 汗
'2つ

ヂト大 き争 rili‐

-61■
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体|がある。雲仙火山と多事:火山であるt明1治

24年 1‐ 3角
^濃

尾大地1護 を契機として ,文 f

して活躍 した小藤文次郎博士は :ド1会の調査

事業の一つとして本邦め災出地賞調査を計自

し:彼■指導σ酵:60つ 火山が調がら4た ,,

この43で雲仙岳は駒田亥久雄学
=(:震

災予防

調査会報告 ,第 84号 )が大正 5年に

多良岳は小倉勉博士(日 上,第 90号

正 6年に調査報文を出している。

1駒 EI学士の地質報告は ,後に雲仙岳を帯F究

した小チ|1琢治博士や本間不二房博士らによっ

てかなり鼻なった意見:が出されて批判を受け

てはいるが ,最初の雲仙岳の勝F究者としての

業績は大 きい。駒田亥久雄氏は雲仙岳の北麓

南高来郡止薫村 (現国見町 )の藩で ,島腺中

学 :五校る経て ,大正 2年東京帝大地賞学科

を卒業している。彼にとって温泉岳火山地質

調査は築墨の自然探究でもあった訳である。

また大正 11年 12月 8日 に起った島原地震

にういても,その地質学的考察を発表 してい

る。大工 10年以降は朝鮮総督府地賓調査所

で ,特に朝鮮の温泉調査に活躍されていたが

不幸にして大正 15年 8月 20日 ,饉かに ,

0才あ生涯ォ京城でFf‐Iじているι:道族

`|け深江未亡人と幡男・ 稚子・ 義難氏の子女がお

られる出である。子

多良岳火山地賞調査をされた小倉1専 士はイI塾

台の出身で ,大正 2年東京帝大地富学科を卒

業している。地賓調査所にも二時かられたが

昭和 5年 ょり旅 1贋工科大学地賓学教室の教授

として ,関東州や南満州の岩石や金属鉱床の

調査を行なっている。とりわけ満州の火山地

質を明確にした功績は大きいさまた教育面で

も多くの優秀な地富 :鉱 床学の専門家を養成

し,佐世保北高の′
1ヽ林茂氏もその弟子の 1人

である。旅順工大が終戦時にソ連に接収きれ

た後 ,先生は母国にギ1揚げて ,山形大学の教

授となり,学長 も務められたが ,退 宮後は仙

台に住んでおられる。先生の兄弟は皆学者で

理工系では東北大学の小倉犠教授 (建築学 )

や東京大学め小倉謙教授 (IEi物学 )の 弟さん

が学界で活躍していると

なお長崎県の鉱物学研究史については ,岡

本要八郎縞「長崎県鉱物誌 Jに 本よそ記述さ

れているが ,別 の機会に長崎大学の外山
=郎

教授に県澤鉱1物採集にまつわるお話を本誌に

書いて戴ぐょうか願いしたいと思っている。

(完 )

,ま た

)が大
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