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他 山の石

焼け付 くラスペガス飛行場

昭和 50年 8月 3日 ,迎えに来たバスに乗 っ

てホテルを発 ち,ラ スベガス飛行場に向 う。

無風快晴。もっとも,こ の時期 な ら雨の心配

は全 く無用 とい うもので晴れていて当 り前,い

つの間にか誰 もが空模様 を気に しな くな ってい

る。

路面といわず,建物 といわず, もう朝か らす

でに燃え立つ寸前のよ うな熱気 。陽 ざしの中で

は うろうろす る者 さえ見当 らぬ。バスか ら降 り

るや一日散,空 港 ビルの中に馳け込む始末であ

る。これで気温が 42度 。ほ どよい潤いの ある

外気の肌触 りなどどこに もな い。

自い建物の照 り返 しにあった ら眼 も開け られ

ない くらいだか ら,光量 は瞼で調節せざるを得

ない。眼を細 めて, しかめっ面ばか り余儀な く

されているうちにおで この付近か ら頭がずきず

き痛 くな ってくる6

普段はサングラスをかけないでいたけれど も,

荒 木 真寿男 (長崎市立銭座小学校 )

もう,こ れではや っていけぬ。岩肌を見 るとき

ははずすことにして, とうとう着用に及ぶ 6

きょうの F lightは ,こ れまでに各地 を飛んで

きた何百人乗 りの ジェット機 とは うって変 って,

せいぜい 10人乗 り程度の小型軽飛行機である。

先 日,家に遊 びに来た子 ども達に「先生はグ

ラン ドキャニオンを見て来たぞ。 うん,小型機

だ。ホーバ ニクラフ トとい うかな,あ れに乗 っ

てね,峡谷の上を案内 して もらったの さ。」と話

していた ら, とたんに子 どもの目が輝き出した。

「 うわ,す ごか。あれで飛んだんですか。ょ

く飛んだねえ /」 と,いかに も感に堪 えない様

子。あ ,ゝし ま った。ホーバークラフ トは海の

上だ。「 え ゝと,そ うそ う,あれ じうない。 ビ

ーチクラフ トだ:は ら,セ スナ機 さ。あれで飛

んだんだ。」

いやはや,実 にいい加減な ものであるが,と

もか く,そ の小型機がカン カン照 りの原 っぱの

片隅に何十機 も待機 している。

グ ラ ン ドキ ャ ニ オ ン
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手はずが整 って いるか ら,す ぐ背の高い頑丈

そうな中年の パイロットがや って来て,自 分の

飛行機へ案内する。 9人の乗 り合いである。

私 は今度 ばか りは下界がよ く見 える窓の位置

に席を設けた かったか ら,早 速,乗 り込んで望

みの場所に席を取 った。バ ッグの中にはスライ

ド用の フィルムが一杯。昨夜か ら準備怠 りなく,

それぞれ にナ ンバーが打 ってあ る。

砂漠の中の湖

飛行機 を飛び立つとす ぐに機首を東に向ける。

ぐん ぐん高度を上げるなあと思っているうちに ,

ケスタ地形の 山塊へ とかかる。 これは, ラスベ

ガスの町へ空路で進入するときのいい 目標であ

る。全 くの裸岩で砂岩・ 頁岩の互層,走 向は見

た ところほぼ南北で 20～ 30° の東傾斜を示 し

ている。

このあとは映画の西部顔Jで おなじみの例の赤

茶けた色 をした広大な平原の連続である。植生

がないか ら,地表 の観察 は欲 しいままで飽 くこ

とを知 らない。

やがて機は フーバーダムの建設によ ってコロ

ラ ドにできた人造湖ラ ミー ド湖の上空へ とさし

かか る。

切れ落 ちた絶壁,樹枝状 に広が りなが らなだ

らかに湖水へ沈降す る丘陵などが ,降 りそそ ぐ

陽光の もとで,鮮やかな陰影 を見せ,谷壁の狭

部に,青い湖 水にひときわ映える白い美 しい ア

ーチ式の堰堤が見え る。

赤いコロラドリ||

再び,除 々に機首が上 る。あとは一直線に グ

ランドキ ャニオンの中心部を目指して飛行 する。

眼下に広が る岩 と泥の乾燥地形。それ こそ,

地球の曲率によってそれがかくされ る地の果て

までも続 く。美事 な乾燥山形 と長 く尾 を引 く土

石床。平滑な黄褐色の砂漠 に,毛羽で画いたよ

うな細 かな侵食の刻み。 これ らが 一様に淡 く浮

び上 って, その広 さ・ 距離感 さえもおぼつか な

い。

広大なむき出しの平地に侵食谷が突然に始ま

る様 は見 る者に鮮烈 な感動 さえ も与 えるものだ

ということを知 った。 それは,特殊な乾燥気候

とい う制約 の もとで, このよ うな地質構造 と岩

石の性状を舞台 として,進行す る侵食作用の特

性についての確かな知見を獲得するときの限 り

ない喜びである。

いよいより もうこれ以上の高い台地はないと
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GEOLOGIC CROSS‐ SECT:ON OF THE

思われ るその崖を飛び越した とき,そ こはまざ

れ もなく一望千里のカイバブ・ プラトーであった。

今,峡谷の中に東洋の尖塔を思わせるような

無数の岩塔 と,群立す るテーブル型の山々。そ

して,そ の谷底に赤い一条の流れ。それがコロ

ラ ド川であ った。

なぜか私には,こ の川の色が ごく自然 なもの

に思えた。むしろ, それは当然のそ うあるべ き

川のたたずまいであ った。私 はいっしか,懐 か

しさにも似 た感慨に包まれてい くので あった。

川の岸辺 にやや黒ずんだ茶褐色の岩肌 を見せ

て いる先カ ンブリシ代前期 の結晶片岩。その上

に不整合関係で接す るバース ;ハ カチ ;シ ムモ

な どの後期先カンブリア代 (Algonkian)の

各層。特 に,こ の不整合面か ら上部の各時代の

全層が畳 々と, 1,000Zを 越す圧倒的な谷壁

にその全貌 を露呈する様は,実に壮観の限 りで

ある。

古生代カンブリア紀の最下部タピーツ砂岩層

は不整合 にその上に重 なり,次いで,三葉虫の

化石 を含むブライ ト・ エンゼル頁岩層か らムア

ブ石灰岩層へ と続 く。

″ORTH P′″

GRAND CANYON OF AR:ZONA.

ここで再び約 1.5億 年に及 ぶ欠除があった後,

石炭紀下部 (Mississippian)の レッドウ

ォール石灰岩, さらに,上部 (Pensyl,anian)

のサパイ層 を経て二畳紀の各層へ と連続 する。

最大 1,600%に も達す るとい う この谷壁で

も特徴的であるのは垂直な地層 断面をなす瞼 し

い崖 である。乾燥気侯のもとでは多種鉱物の構

成 にな るところの花商岩などは風イヒに対す る抵

抗が小 さく, むしろ,珪岩や石灰岩 のように単

一鉱物性の岩石の方が最大の抵抗 を示 めす。 レ

ッ ド・ ウ ォール石灰岩は谷壁での典型的 なもの

である。

プラ トーの最上面は二畳紀のカイバブ石灰岩

層であ る。淡黄褐色で堅硬,部分的 には多子L質

なところもあ って,そ の空隙には自色 ～無色透

明の方解石の小結晶が晶出してい る。

湿潤多雨の気候 下 と異 なり,こ の ような乾燥

気候地帯では,侵 食 0風イヒに対す る最 も頼 もし

い地表の防護役を果たす ことにな る。

私は飛行機 を降 り,コ ロラ ド川の侵食によ っ

て南北に分断 されたココニノ・ プラトーの南壁

上縁 (South Rim)に あるホピ・ ポイント,
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ヤバパイ・ ポイン ト, ヤキ・ ポイン トなどの格

好の展望所へ立 ち寄 ったが,いずれの地 も多数

の訪間者達がその崖縁迄 ,何の心配 もな く歩 み

寄 って 180°の大 パノラマを楽 しんで いた。そ

の足許がすべてカイバ ブ石灰岩であ った。

北壁上縁 (NOrth Rim)は こちらよ りわず

かに高 く, ヤバパイ 。ポイントで両壁間の距離

が約 12た″あ り,最 も谷幅の広い ところでは29

効にも達するとい う。

私はその一角 に立 って,刻 々といろどりを変

える荘厳なまでに美 しい峡谷に見入 った。そし

て, 100余 年前にこの前人未踏の地に入 り,

9人 の隊員 と共にこの川を下 ったジ ョン・ ウエ

ズリー 0パ ウエルをしのぶと共に,彼 の要請に

よって この地 に来た り,遂に生涯 を「 山脈の隆

起」に捧げた, かのクレアランス・ ダットンを

憶 った。

よ うや く傾 き始めた灼熱の太陽の下に, 12

億年にわたる地球の劇的な変イヒを秘めて グラン

ドキャニオンはその陰影 をいよいよ濃 くしてい

た。

(昭 和 50年 10月 27日 受理 )

長 崎 県 地学 会 誌 の原 稿 の書 き方

(長 崎県地学会誌投稿規定抜粋 )

原稿の書き方 報文は簡潔にわか りやす く書

く。文体は国語体 ,かなは平がな とし,な るべ

く当用漢字,新かな使いによることが望 ましい。

原稿 を書 く時は,次のことが らに留意 された

い。

(D 原稿用紙は 400字 詰 を使用 し,必ず横

書 きとする。 (およそ 4枚 で 1印 刷頁 とな

る。 )

(D 文章の書 き出し,お よび改行は 1字 下げ

て始 める。句読点 。,や ,括弧 (」 などの

記号は 1字 分 となる。数字や ローマ字は 1

ますに 2字 入れる。

(c)図・ 表 。写真は,本文を理解す るの に最

小限必要な ものにのみとどめる。

(d)図 は,そ のまま製版 できるよ うに,自 紙

(ト レーシングペーパーか, 目色セクショ

ンペーパーなど )に ,製図用 インクか,墨

(万年筆用黒インクは不可 )で書 くこと。

図の大 きさは印刷時の縮 小を考慮 して書 く

こと。 とくに地図の場合,縮尺何分の 1と

は しないで,縮尺 (ス ケ ール )を つける。

(e)写真は自黒の コン トラス トの強い明瞭な

ものを用いる。

(0 図・ 表 e写真には本文とは別に説明をつ

け るこ とが望 ましい。また本文中には りつ

けないで,原 稿用紙の欄外に その挿入位置

を指定する。

(」 引用文献は,報文の最後にまとめ,著者

名のA B Cllkに な らべ る。同一著者の もの

については発表 llEと する。

男1昴1 報文には,別刷 30部 を無料で著者

に進呈す る。これ以上の部数に対す る増刷の

注文は受けない。

発行予定日 会誌は, 8月 下旬 と,翌年 2

月下旬の年 2回 の刊行 を予定している。した

が って,原稿はその約 1月 前までに事務局に

到着 するように送 られたい。

原稿の送 り先

〒 852 長崎市文教町 1-14

長崎大学教育学部地学教室内

長崎県地学会
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【　　　師

長崎県地学会誌

天気は下 り坂 とい う予報ではあったが,薄 日

が さす程で風 もな く, どうや ら今 日一日は もつ

だろうと,県 内各地か ら少 しづつ寄 って きて ,

野母崎町役場前に 10時半に集 ったのは 14名 。

佐世保 1,大村 1,大島 2,大瀬戸 1,琴海 1,

小浜 1,残 りの 7名が長崎勢 とい った取合せで

ある。例によ って今日1日 の予定 の説明が行わ

れ早速 ,中 学校入 国の切取断 面に露出す る結晶

片岩よ り観察 を始める。珪質の黒色片岩が多数

のlFT層 によ って切 られ,局部的に微櫂曲を呈し,

しか も無数の石英脈が発達 している。近 くに大

きな断層で もあるのだろ うと話 しなが ら,野 母

と脇岬の分岐点のガソリンスタンドの横に行 く

と,石墨のような状態になった断層破砕帯が露

出している。スタン ドの人の話では,敷地内を

掘 った時は岩盤ではな く,粘土の様 な部分に転

石が混 って いた との ことだ。 これよ りJしに向 う

県道が通 る直線状の谷に断層が通 る ものと予想

される。 この道路 を北に進む と,や は り新 しい

切取 りの部分に著 しい破砕帯が見 らねノる。

長崎大学付属 水産実験所の案内板の立 ってい

る深浦ロバス停留所 より西に入る。道路ぞいに

わずかに露われ る岩石は,ほ とんどが珪質の硬

い結晶片岩で,石墨 は含まれていない。砂質片岩

の様で ある。海岸ぞいに野母崎港の人国の方に

進み, 11時 半 に長崎県水産試験場の増養殖研

究所 に到着す る。見学の記帳 をすませてか ら,

2階の 「海の展示室」に入る。ここには水産県

を誇 る長崎の水産業の紹介や,海洋開発に関 す

る展示 がされている。水産面では,漁具ゃ漁法

とか,海産物の製品が陳列されている。海洋開

発の展 示で とくに興味を]|か れたのは,西 日本

(5万分の ■野母崎 )

鎌 田 泰 彦 (長崎大学地学教室 )

石油 KK。 が 昭和 47年 4月 より,福 江島沖 80

物の水深 130笏 前後の海底を掘削した記録 で

あった。また,海底ボ ーリングで採取 された標

本 もある。それは福江 lA号の深度 1,745Z

の炭質物のラ ミナを もつ自 っぱい中粒砂岩 ,

1,912Zの 粗粒玄武岩と,低硫黄分の原油 ,

(比重 0.84′ /が,硫黄分 0。 18%W)で あ

る。

展示室 を半時間はど見学 した後,応接室で研

究所の永山技師より増養殖研究所 が現在行 って

い る事業や問題点につき,約 40分の講話があ

った。

午後は野母の街を抜 けて権現山 (198Z)
に登 る。樺島育 ちの石井哲夫先生は, さすが地

元 とあ って先頭にたち,裏道 を通抜けて登山口

までの近道を案内 され る。頂上までの坂道の所

々に岩盤が あらわれているが,風化 しているた

め中々新鮮 な岩石を叩 きだせない。地質図 では

黒色片岩～千枚岩 とな ‐Dて いるが,大部分は石

墨 に乏 しく逆に石英分の高い珪質片岩のよ うで

ある。局部的 に変はんれい岩のよ うな岩質 もあ

ったが至 って不明瞭である。

山頂の展望台 に着 くと,暫 くの間眺望を楽 し

む。眼 ドの三 ッ瀬・ 端島 0高島,遠 くに島かげ

だけが見 える池島・ 松島などを眺めなが ら,海

底炭田の話が取 り交わされる。帰 りは石段の多

い 占い参道 を下 る。 4時 す ぎ出発 点の 中学

校 前 に戻 るが,全 員 4台 の自家用 車に分乗

し,長崎方面に向け家路 を急いだ。

５

， ■

■

一

＝
麟

野母崎町 “海の展示室"と 権現山
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参加者  14名 (正会員 12名,学生 2名 )


