
長 崎 県 地 学会 誌 第 14号 (1970)

'1ト

報  告

'1ト

略和 44年度舞18回 九州高等学校理科大会が沖

縄 で開かれ,地学の研究発表者 として,大会に参

加 して,貴重 な体験を得てきましたのζ 私、自身

の 目で見,感 じた事を記 して月たいと思います。

紙数 に限 りがありますので,その全容をお伝えす

るのは困

'!離

ですか ら,沖縄の地質の詳細 な事は,

他の先生方にゆだわる事 と致 しまして,主 として。

,「
二縄 の印象を綴 って見たいと思います。 7月 23

日′議栖発 23時 56分の鳥、行にて鹿児島へ向い
,

翌朝 6時 ,西鹿児島着, 10時 に税関で厳重な荷

物旅券 の検査を受けて,2600ト ンのひめゆり

丸に乗船, 12時 30分頃那職に向って出航 した,

途中琉球諸農の美 しい農:々 を望みなが ら,平穏 な

航海 を続けたが,甲板は真夏の太陽が照 りつけ,

痛 い程の暑さであった。翌 25日 9時 30分頃那

覇港に到着,再び厳重な税関の検査 を受けて,迎

えのバスにて,会場である首里博物館へ急、いだ。

その日の中に,全体会,分科会,研究発表 を終え

て,那覇市の三つの旅館に分宿する事になった。

満
`義

市内は,想像外 lrC大 きな市街 である。人 口

35乃 と陶いた。米国の施政権の下に当然 ,

島 ericanizeさ れているものとばか り思 っ

ていた我 々にとって, 日本色豊かな事に先づ驚い

た,街並 も,往来の沖縄 Cヽ 人 も,又看板 も,すべ

て内地 と変 った所はない, 日常語 もじng lish

が大半 を占めているのではないか と思 らたが,す
べてきれいな日本語である。然 じ流通はすべて ド

ルである,沖縄の人は「 セン ト」を「
セン」と意

識的に発音 している,昔 C,日 本の銭単位が使わオl´

Fロ

北松南高校 塩

ているような感 じであった,車は右側通行であり,

ハン ドルが左側に取付けてある日本の国産車が大

半 を占めている。 タクシーの料金が可成 り安い
,

1メ 間 15セ ン ト=5千 円で,可成 りの距離がの

れる,冷房車は殆ん どな〈,観光バスに何台か取

付けてあるだけだ とい う事であった。市内の中央

を走 っている国際大通 りの商店街は,貴金ぞ 〈店

や,皮革製品の店が多 〈,外国製品が可成 り安値

で売 ってある。 2日 目は午後か ら,ABC三 班に

分れて,沖縄南音F研修に出かけた,会場から糸満

付近は,新生代第二紀の島尻層群が続 き,砂岩 ,

シル ト岩,泥岩を主 として,下部中生界の上に不

整合にのる地帯で,殆ん ど準平原化された丘陵地

帯である。途中沖維独特の,前形の古びた家並が

続 〈,門中墓 とい う珍 らしい共同墓地を見学 して
,

ひめゆりの塔へ向った, この近 くになると, 島尻

層群 の上に不整合にのる,新第 3紀後期の可成 り

ちみつな琉球石灰岩が発達 している,荒 涼 とした

丘 陵地帯の真中を, りっはな舗装道路が続 き,路

端には,所 民々家がわび しげに点在 している。今

次大戦で大半が全滅 したそ うである,大きな木 も

殆ん どない。

ひめゆ夕の塔を参拝 して,摩文仁の丘 に立 った,

海岸に面 して一方が断崖絶壁になっている小高い

丘 である,軍及び島民が追いつめ られ,全員玉砕

した所 である,各県の慰霊碑が所せま しと建立さ

れている,長崎県の碑 も「 鎮魂 」長崎の碑 と金文

字できざまれた丸い石碑が立ちている,帰路は,

バスから見る窓外の景色は一面さとうきび畑の丘

登口
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であった。

港川 という所で,有孔虫石灰岩の露頭を見た,

これは石灰岩質有孔虫の遺がいが堆積固結 した も

ので, 90%近 〈が有子LttAnphis tegina

radia taで,菓子の粟おこしのような形状 を

している,本島では 2か所 しか産出しない珍 らし

い ものである。バスガイ ドの説明が印象的であっ

た,沖縄の人は,一日本人 としての自覚の上に立

って生活 している,一 日も早 〈日本に復帰 したい

とい う意味の事を,せ っせつ として訴えていた。

三 日目は北部研修会に参加 した, コザ市は那覇 と

異なり,基地の町特有の原色に満 ちた街 である,

この付近一帯殆ん ど米軍基地内で,広大 な面積を

占めて軍事施設が林立 している。名護市に至る迄

の道程は,すば らしい景色の海岸線が続いている

地質的には国頭累帯 と呼ばれ,本島の主部を構成

する地層で,中 生代ジユラ～白亜紀の上部嘉陽層

下音「名護層に分類されている低変成の千枚岩,黒

色片岩,砂質層岩,更 に砂岩頁岩か ら成 る層であ

る,四万十地向斜造山に伴 うもので,匹I万十累層

に対比されている,又海岸線にそって, このTl~万

年 間に形成されたと思われるビーチロッタを見 る
,

本 島に分布する種 々の原岩の礫が,丁魔セメン ト

で固められたような産状を呈 している。伊豆味に

入 るとパイン畑が多い,叉熱帯特有のマングロー

ブも至 る所に群在 している,地質的には,本音「:累

帯 と呼ばれ,古生代三畳紀のチャー ト,石灰岩 ,

粘板岩から成 っているが,最近中生代の示準化石

が発見されたために地史が書 き力1夕 _ら れようとし

ている,T応秩父古生層に対比■力るものである。

谷茶前の浜をすぎてムーンビーチと呼ぶ海水浴場

のサンゴ礁を月.る ,グ ラスボー トにのって沖合迄

サ ンゴの生態観察に出かけた,可成 りの深さにあ

る海底のサンゴを鮮明に見せて 〈れる。羽田の 2

倍 はある嘉手納飛行場の倶」を通ると,巨大なB52

の尾翼が土手の上に黒 々と突き出ているのが月=え

る。翌 日丸一 日沖縄で買物見学等に費 したが,私

なりに感 じた事として,沖縄の人は可成 り素朴で

人なっつこい,通 りを歩いているとよ〈話しかけ

られた,その中の■本は,内地
`∵

年程■たが,

物価が高 く生活 しに 〈いので沖縄へ戻 って来たと

,も いい,叉或 る高校生湾,内地の大学にあこがれ,

皆良 〈勉強 していると語っていた,教科書 も内地

のものを使用 している模様である,叉沖縄の女性

は働 き者で 3_・ り,働 〈事か好 きであると語 ってい

た, 日本内地の女性 のように,高 い経費と年月を

費 して大学へ行 き,技術や知識を身につけて卒業

すると,家庭に埋れて しまう気持 が理解出来 ない

とも語 っていた。滞在 5日 間で感 じた事 として,

肌色の同 じ日本人が国籍を異にして,本土 と本土

との往来 も自由にならず,他国の支配下であえい

でいる姿は矢張 り不自然 としか言いようがなかっ

た,然 し,や っと返還 も決まり,今後多 くの問題

も残されているた 後興の後にあらゆる援助の手

を差 しのべる事は,本土の 日本人 として, あらゆ

る意味で当然の義務ではないか と感 じる次第であ

る。
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(1図 )研 修路程図
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長 崎 県 地 学 会 誌 第 14号 (1970)

沖 巡

強烈な太陽に照 らされたサンゴ礁の島沖縄に行

〈機会を,はか らずも西高の同僚が引いて〈れた

クジによって得たのであるが, この言己事を書 〈段

になってその印象が極めて断片的なのに驚いてい

る。やはり“真夏の夜の夢 ∵だったのだろうか。

その断片的な言己憶の幾つかを綴ってみたい。

1969年 7月 24日 の正午の鹿児島発「 ひめ

ゆり丸」に乗船するため,その前夜,下 り列車を

待った鳥栖駅構内にその記憶は始まる。ブンカ国

家の名の通 り, ホームのベンチに並んで止まって

いる蚊の数に驚きながら, ドル紙幣を初めて手に

した。

船上で眺めた上弦の月は印象的だった。ちよう

どアポロ11号飛行士たちの帰還の日であり,太

平洋上で迎えのへりを待つ飛行士たちの気持はい

かにと思いやった。

明けて 25日 ,那覇入港が予定
=り

はるかに遅

れ,その上大島運輸の「 波之上丸 」に先を越され

たため,「 波之上丸 Jの検疫が済むまで沖合で 1

時間程待たされたとき,基地沖縄即アメリカが支

配する沖縄の印象が強 〈なった。

上陸後直ちに乗 り込んだバスの中は暑い沖縄を

象徴 したような暑 さ,その上いつまでたっても発

車せず,沖縄旅行社員ののんびりした説明に車中

の一行はイライラしていた。

会場の琉球博物館前の広場はサンゴの破片で敷

きつめられ,その照 り返 しが厳 しい。会場に入る

までもな〈昼食時となり,近 〈の食堂で船上での

パン,朝食の不足分も取り返 した。初めて使用 し

言己

長崎西高校  石 り|1 直 衛

たアメリカ貨幣もまた印象的だった。子供の頃,

汗ぼむ程握 りしめてお使いに行った時間きなれて

いた「 銭 」の発音 と同じセントの発音に奇妙な錯

覚をおこした。        li

午後は分科会,会場の数か所に用意された氷柱

が溶けて倒れる音でかろうじて目を閉じずに済ん

だ。講師講演の時,折角のスライド映写が幻灯器

の故障から中断する破目になったが, 7時近 くま

での極めて熱のある分科会であった。会場近 〈の

竜箪池や首里小学校に映える夕日も印象に残って

いる。

翌 26日 の午前中の全体講演会は「 白蟻の分布」

についてだったので,首里の街の散策に費いやし

た。戦後復興 した街ではあるが,昔ながらの面影

を再現 した琉球の.家並が並んでいて,古都の趣き

を味わった。この首里は琉球石灰岩の小高い丘に

なっていて,建築の基礎工事 も石灰岩が破いので

難工事 となっている。

午後は各コースの巡検に出発 したが,生来欲の

深い私はもっとも遠いCコ ースを選んでいたの■

扇風機付 きバスの補助シー トで数時間ゆられて行

く破 目になった。その耐lお よび翌日の帰路 8時殿l

程は単に 1介の観光旅行者となり果て,沖縄地学

1巡検の夢も“真夏の自昼夢 "に終ってしまった。

宿泊地名護の夕闇み迫る浜辺で,沖縄独特の〈

り船の形のボー トに入れた 3頭のイルカを黙々と

処理 している島民に生活の厳 しさを感 じ,我 々に

語 ってくれた老人の沖縄激戦の話に胸を打たれた。

その夜旅館の近 〈の果物店で求めた長さ 1 00rfた
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らずの現地バナナの独特な味をべわったが,その

店に並べ られた西瓜が西彼の長浦産だったのは感

激だった。

帰路の27日 にI沖縄中部の太平洋岸に近い嘉

陽付近で, この巡検旅行中唯一の地学の見学をお

こなった。すなわち,中生代白亜紀 とされている

嘉陽層 (砂岩を主 とし礫岩・泥岩を含 tF・地層 )の

横臥櫂曲構造の観察であった。見学時殿]を極端に

制限されたため,車か ら降りた くないという人達

を押 しのけるようにして車外に出たが,図 の右端

に近い場所の1背斜構造の部分であったため,現地

では横臥招曲とは気付か現 後でスライド写真を

見て初めて全容を握むことができたのは全 〈おそ

まつであった。

10ザ協

28日 は自由行動の日,朝か ら首里の守ネしの門

の見物に出かけた。冷房付 きTaxが快適だった

ので小限先生 (純心 )と刑、で宮崎先生 (壱岐 )を

説 き伏せて,南部の摩文仁戦跡め ぐりに足 を延ば

した。南菩「の一帯は低い丘陵地帯で二面の砂糖 キ

ビ畑であり, 24年前,身 をか くすすべ もな く十

字砲火をあびて,絶望的な退却を続けていった1日

日本軍の人々のことを考えるとき,感慨無量であ

った。

島の南端の海は黒潮の名の通 り“あい色 "で美

しか った。手入れのよく行 き届いた摩文仁公園に

ある,戦死者を祭 った各県の慰霊塔けあたか も各

県 のコンクール的な感 じが した。 この辺は琉球石

灰岩か らなる丘で,南端が海食崖になっている。

多孔質のこの石灰岩は新生代のものであるが,非

常 1/C硬い。 しか し弾痕 と思われ るものが残ってお

り,濠 の跡 も残 っていた。健児の塔の納骨堂 (地

下濠を利用 した もの )の前で,供物の餅や果物を

風呂敷の中か ら取 り出 して地面に並べ,泣いて祈

る老婆の姿には,思わず涙が こぼれて しまった。

沖縄の島民は一般 に背が低いが,特に 30才前

後の人 にそれが著 るしいように思われた。 しか し

切れ長の大 きい目が印象的であった。 よ〈島民か

ら,ア メリカは基地を撤去 し,沖縄は完全に後帰

できるか ,ヒ うかとい う質問を受けた。実際に見た

基地の偉容さに驚 き,それと対象的に貧 しい島民

の生活に憤 りに似た ものを感 じたが,基地返還 に

ついては否定的な答 しか出てこなかった。 72年

の行政権後帰が決定されたが,願わ くば, 1日 で

も早 く基地の無い平和 な磨;に なってほ しいもので

ある。                   ‐

この旅行記には,地学会誌に掲載するのが恥ず

か しい程地学的なことが書けなかった。申し訳な

い次第である。

最後に旅行団のお世話を頂いた小川先生 (島原

農 )な らびに参加させて頂いた学校当局に厚 〈御

ネL申 し上げる次第である。

嘉場暑中η為 臥魂 歯
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長 崎 県 地 学 会 誌 第 14号 (1970)

私は太平洋戦争で数年間南方地域を転戦 し最後

は北ボルネオのサンゴ礁 の海浜にある捕虜収容所

で半年 を過ごした。今度九高理の沖縄大会に参加

したのも, この機を過 した らもう三度 と私の青春

の埋 もれた南の土地を訪れる日がこないかもしれ

ないという気持ちか らであった。巡検の下調べは

してないし,何か後から報告す ることも考えてい

なか ったので,専 ら桜坂 あた りの夜の沖縄の観光

ばか りに熱心で した。だか ら沖縄の地質の報告に

はあまり触れないで他の方におまかせ したい。

7月 24日の早朝に鹿児島に着いて12℃ 0の 出

航までに時間があったので真直 ぐに城山に向 う。

そこで周辺の 7月 の水害の傷跡生 々しい処を見る

ことができた。 シラス台地にある樹令数 100年

に達するような巨木が集中豪雨で飽和 し泥流 とな

った シラス土 じょう17Cよ って無惨に押倒されてい

る。 このような被害状況か ら察するに,正直にい

ってどの箇所が崩壊するか予測困難ではなかろう

か。水害はンラス台地の宿命で シラス台地で勾配

の魚な所はどこも危険がいっぱいといって ょかろ

う。照国神社の境内では数日前の桜島の爆発に よ

る火山灰が 1佛位 も積もっていたのでここでサン

プル第 1号を採る。

それか ら博物館へ′桜島爆 発の記録や写真が良

く保存されていて興味深い。今のセチ辛い時世に

入場料が無料 とい うのも嬉 しい。次にこの古色蒼

然 とした博物館とは対照的にモダンな文化センタ

ーヘ。 目的はアロザウルスとカンプ トザウルス 2

体の恐竜に面会す るためである。上野の国立科学

沖 縄 大 会 に 参 加 し て

佐世保北高校  小  林 茂

博物館に陳列されているアロザウル不より稿小型

のようだ。化石でもジッと見ていると鬼気迫るよ

うだ。肉食でどう猛そ うなアロザウルスは陸の王

者の貫録十分だ。恐竜が生存 していた中生代,勿

論天下無敵であったろうし,今 日百獣の王といわ

れるライオンも恐竜の敵ではなかろうかと時代錯

誤の話まで出て〈る。 ご存知の方も多かろうが,

以上の恐竜はすべてアメリカに住む小川勇吉氏の

寄贈によるものである。私は何年位前であったか

確かな記憶ではないが,ア メリカの二世が“世界

の各地を旅行してみて国立の博物館に恐竜の化石

がないのは日本ばかりで残念だ。私が寄贈しまし

ょう"と 約束した当時の新聞記事が妙に印象に残

っていた。その回約が上野の博物館に実現したわ

けである。鹿児島の恐竜も又小川勇吉氏の寄員曽と

いうことで,恐竜には勿論だが世の中にはこんな

奇篤な人もいるということにも感ノ心したO

沖縄航路の姫百合丸では船室には入っているの

が勿体なくて, デッキに立っていつまでも遠ざか

ってぃく風景に見とれていた。桜島の姿は城山か

ら見た時と鹿児島港の入口か ら眺めたのが最も素

晴らしい。頂の上空に美事なレンズ雲がかかって

いるのをカメラに収める。船の進行につれ山は視

角が変わって′次か ら次といろんな姿を見せて〈

れる。私は火山特有の悠揚迫 らぬ裾野の広々とし

たスロープ,それから中腹から頂きヘハイアング

ルで空中に弧を描いて釜える火山の全容がたまら

なく好きで飽かず眺めていた。それから暫くする

と薩摩半島最南端の海面よリー気にそそり立つ海'
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抜 924屁 の秀麗な開聞岳が望
｀
まれた。輝石安山

岩の典型的コニーデである。その日頂上付近は自

雲が去来 しその姿は遠 く海上 よりいつまで も望ま

れた。実はその余 り美事な姿に魅せ られて,沖縄

よりの帰途―行より別れ山麓や池田湖畔を訪れて

指宿で 1泊 した程である。

戦時・中,輸送船のデッキに立 って南九州の山 々

が次第に遠ざかり1遂には自〈霞すんで水平線の彼

方へ と没 してい くのを眺めた時は,胸がつまり,

再び生 きて故国の土を踏 t_Fこ とができるのだろう

かとい ぅ悲愴感があったが今度の船旅は気楽なも

のだ。種子島,屋久島, 中之島……と飛石のよう

に散在す る島が次 々と展開 して目を楽 しませ退屈

することがない。船の人 もべ夕凪ぎでこんな静か

な航海は珍 らしい とい う。 こんな調子なら沖縄で

夜再び思い出深い南十字星がみ られるか もしれな

い。 (実際に沖縄滞在中は台風の接近で星が見 ら

れるような好天には恵まれず この期待は裏切 られ

た。 )

さんご礁

琉球列島はさん ど礁地域 としては北限に近いと

い う。さんごは触手や隔壁によって四射さん ご,

六射さん ご,床板さんご等に分類され現世の造礁

さん ごは大部分六射さんごに属するというが, こ

れ らを識別する基礎知識がなくて残念に思った。

日本内地では氷河地形 と共に実物に馴染みのうす

いものだが非常に興味深い地学現象である。

1950年 エニウェ トック環礁におけるボニ リン

グの結果は,造礁サンゴの厚さ 1,400凛 でやつ

とその下の基盤である火山岩 に到達 した とい う。

生物が地表に及ぼす働きが予想外に大きいことが

わかる6沖縄の造礁さん ごはこれ とは性質 も違 っ

√
いるのでそんなに厚いものとは思われない。

しかし摩文仁丘付近では隆起さんご礁が見 られ こ

こでサンプルを採取する。

さん ご礁の海面は美 しくて「 海の色は 1日 に 7

色に変化するJと パスガイドは説明していた。

後で調べてみると矛「覇 における気候は快晴 日数が

年平均で 22.3日曇天が 186日 で晴天の日が意

外に少 くしかも湿度の高いのが特長である。空に

映えて雲が空を過 ぎる度に海の色も複雑に微妙に

変化するのであろ う。

さん ごの成育条件の一っは日光の豊富なことで

ある。沖縄では 40屁 より深い海底にはさん ご礁

はできないという。そしてさんごの骨酪が形づ く

られるのは日中で夜間は休止 しているともい う。

この点沖縄のこの辺はさんごの育つ環境 としては

それ程恵まれていない といえ よう。西海岸のムー

ン・ ビニチでは船定にガラスを張 った遊覧船に乗

らて海底のさんご礁の実況を見学 した。鮮明な色

をした熱帯魚がさんご礁の間を遊 よくする様は熱

帯ならではの光景である。 パスはここで大体上 し,

私達はアメ リカの金髪娘 も沢山混 じった海水浴風

景を物珍 らしく遠 〈か ら眺めていた。望遠 レンズ

を携行 した人はここぞ とばかり金髪娘に覗いを定

めて写真を撮 りま くっていた

とにか くさん ご礁のある海浜風景は海 も空も内

地 と違 っていかに も明るく南国的である。

*那覇市奥武山にある天然ガス調査 2号井では最

近,われわれが沖縄南部地区でバスより降りて露

頭を見学 した島尻層群下層部の深度 32～ 4oπ

で 92%の C H4を 含み発熱量 9,O oOKcalの

優秀な天然 ガスの深鉱に成功 している。沖縄の経

済的自立が要求され る今 日,有望な地下資源とし

て明るい話題を提供 しているがこのボー リング資

料によるとさんご類の地表堆積物の厚さは 11協

であった。



長 崎 県 地 学 会 誌 第 14号 (1970)

かねかね日本の南端沖縄に行 ってその人情 と自

然 を味わって見たいとい う気持を持 っていたが今

回の九高理沖縄大会でその機会に恵まれ,沖縄本

島に渡ることができた。滞在 日数は 6日 であり,

気の向 〈まま行動 できたのはそのうち 3日 だけで

あった。 1日 は中城跡や普天満鐘乳洞 をまわ り,

午後 中部地区の西海岸 ムーンビーチ海水浴場では

小 EF氏 と南国の透 き通 った海で自人や黒人の若者

た ちに混 じって泳いだ。翌 日団体―行 は帰航 し,

一人になって しまった。団体研修 コースの車窓 よ

り見て,西海岸に興味を覚えたので地図をたより

に歩 くことにした。

最後の日は午後の船まで時間があった。電話帳

で場所 を調べ買いのこしていた諸先壽:の地形図を

求 めた り気象庁や琉球大学や首里高 をたずねたり

した。首里高ではガジ ュマルの木影でお しゃべ り

していた女生徒の仲間に入 り色 々な話を交わ した。

夏休みであったが進学のための講座 (補習授業 )

が開かれていたのは長崎 と同 じであった。数 日の

旅で沖縄の文化,生活,基地,政治 , 自然 など多

〈のことを見ることができたが,それ等は他に,

ず るとしてここでは地質 としての 2, 3の軽いメ

モを紹介することにしたい。

普天満宮鐘乳洞

基地の街普天間の中心に′鳥居のある普天満権現

があり,その拝殿の奥に鐘乳洞がある。 1965

年愛媛大による調査が行なわれたそ うであるが こ

の洞は規模は内地の有名な鐘乳洞 より小さいが 3

～ 4協 の天丼 をもつ広酪」もあり奥へ 200屁 ぐら

ン ゴ 礁 の 島 沖 縄

長崎北高校  西 村 暉 希・

いあるのではなかろうか。

洞内に作1神体があり参i拝 もでき
`}よ

うになって

いる。奥深 くは入 らなかったが,特徴 として,地

下水がみ られなかった。大 きな石柱があり朴に切

れ 目が入 っている。石筍は少ない,天丼か らの鉗

了L石が数多い,鐘 7L石 は直径に くらべ長さがあま

り長 くない,いわゆる若い乳房状鐘乳石が多い
,

地下水が天丼か ら滴下するとき地下水のCa濃度

が高いため早 くCaCo3カ 晶ゞ出 したと考え られ

る。今その地下水は見 られないが洞内の低い所に

段丘面 もありかって洞 を穿 った地下水の在存を示

している。等である。そ もそも沖縄の鐘乳洞は広

い地域をしめている琉球石灰岩 によるものであっ

て,小さいものもいれると 1000と も2000

とも言われ,太平洋戦争中に避難所,弾薬,食糧

庫 として用いられていた。南音li戦勤tの
「 ひめゆり

の塔 」の直下にも非劇の洞が黒 〈口を́ひらいてい

た。親切に地質資料を見せ洞の話をして〈ださっ

た普天満宮の新垣義夫氏などのように,洞調査を

してかられる方もあるようであるが広い基地内に

ある鐘乳洞などは日本人による調査はできないそ

うで,残念なことである。

ムーンビーチのビーチサン ド

名護か ら読谷 (コ ミサン )に至る一号・線沿いの

西海岸は,海の公園に指定されており,伊武音「ビ

ーチや,ムーンビーチの海水浴場がある。 ムー ン

ビーチではブラスポー トに乗 り沖のサンゴ礁を観

賞 したが,青 い南邑のサンゴ礁の海底は名も知ら

ぬ魚の楽園と見 えた。

-9-



ここムーンビーチ付近は 24年前米軍が沖縄本

島)でいちばん幅の狭い所 とし,南 と北の日本軍を

分断 して しまった地区で,石川市 と背合わせにな

っている西海岸の恩納村になる。

ここのビーチサン ドは内地では見 ることのでき

ないものである。内地の海岸の自砂はほ とん ど石

英砂 であるが, この白い粗粒砂は,サ ンゴの破片

粒や多種の有孔虫,貝片を主 としわずかな黒いウ

エの トグを含んでいる,いわゆる生物起源のみの

ビーチサン ドである。

泥質を
｀
まった く含んでいないため波打ちぎわで

も水は少 しも濁 らず透 き通っている。 しかし,沖

合に広 くサンゴ礁が発達 しているため汀線 より数

協 も沖へ,水の中を歩いてゆけばエンピツ大の枝

状のサンゴの破片が多 く,素足では痛 くなるほど

である。 この白い砂の上で青空に向い風に乗 って

流れて 〈る琉球 メロデ イーを子守歌にした 2時間

ほどの昼寝は心良かった。

沖縄のビーチロック

昨今 ビーチロックに興味を持 っていた ところ幸

に も本磨,へ渡ることができた。炭酸 カルシウム分

により固結され 潮干帯 にできた礫岩は,サ ンゴ

礁 の磨:沖縄にあることは必然であった。 しか し,

どんなものが どこにあるか何 も知 らなかったので

研修 コースでは海岸側にバスの席をとり,海岸沿

いの道を走る時は 5万分の 1地形図 (琉球政府発

行 )に記録 していった。東海岸では金武村の石川

付近だけ しか車窓か らは見当 らなかったが西海岸

では名護町か ら恩納村の南端までに約 8か所 ビー

チロックらしきものを月`か けた。後 日,検潮所 で

千潮 の時亥Jを 調ベ リュッタを肩に一人歩 きとなっ

た。伊武音Fビーチ海水浴場のスピー カーか ら流れ

る沖縄民謡 をあとに,海水バンツに リュックで海

岸 を散策するのもおつなものである。 しかし,潮

干帯 の調査は潮に追われゆっくりできず写真 とサ

ンプリング 〈らいでやっと 3か所観察 しただけで

あった。ほとん どのビーチ ロックが現在の海岸に

平行でありその生成時代の新 しいことを意味 し,

岩質はほ とんどが 1～ 3翻 ぐらいの,マ カロニ状

ゃY字状のサンゴ。そしてその間をうめているサ

ィプを源 とした砂粒や有孔虫,1貝殻,時 としてウ

エの トグや石灰岩や千枚岩などで非常によ〈円磨

された後固結 している。基礎は周辺の結晶片岩や

千枚岩である。紙面の者|`合 で多〈書けないのでビ

ーチサンドやビーチロックについては男||の 機会に

書きたいと思っている。

短い旅であったが色々な意味で非常に勉強にな

ったし,多 くの人にお世話になった。特に帰 り「

かと姫丸」では,波平,新屋,宮城,真栄城先生

等,沖縄の先生方に親 し〈話を聞かせてもらった。

新 しい時代を迎えた沖縄に再び訪れる機会を持ち

たいと思っている。
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