
長崎県地学会誌 第 25号 (1976)

他山の石

まえがき

長崎大学教育学部地学教室においては,他の

どこの大学でも実施してlr hる ように,専攻生の

地学的素養を向上させるため,毎年 7月 中旬の

夏季休暇のはじめ頃に地質野外実習を行し`,広

く各地の地質現象を見学してし`る。 このしきた

りは,昭和 29年夏, 3名 の学生と共に秋吉台

の「帰 り水Jま で巡検に行 った時より,お よそ

20年間続けられてきている。この実習に参加

するの :ま ,主 として 3, 4年 生であるため,隔

年に行う長崎県内と県外の実習に 2度参加の機

会がある。卒業生が時折参加させてもらえない

かと申込まれるが,学生と社会人 との立場の相

違 もあり,ま た講義,実験室の延長 という考え

の下に行 うので,一応お断わ りしてげる。 しか

し,実習地に卒業生がおられる場合には,先輩

としてお世話頂ぽたことがぱく度かある。

この野外実習では,昼間は外を歩き,夜は夜

更けまで ミーテ ィングを行って,踏査した地域

の観察事項の整理や総括をし,そ の日の当番が

レポートを書 くことが習慣になってし`る。 レポ

ー トの作[製 は,時 には夜中の 2時, 3時になる

ことも珍しくなし`が,こ れが貴重な体験 となる

ようである。

これまで最 も遠 くまで足をのばしたのは四国

であり,昭和 42年 と49年の 2度実施した。

前¢方は高松一高知―佐川一松山ルート,あ と

の方は松山一高知一足摺岬一宇和島ルートであ

った.四国の地質実習では,中央構造線を松山

市南方の砥部の衝上断層にじかに触れ,そ れ以

四国地方地質野外実習記緑

昭和 42,49年 度 長崎大学教育学部地学専攻生

南の,西 南日本外帯の帯状分布を理解すること

が最 も申心的な課題であろう。本稿は,実習に

参加した学生諸君が,現地で毎日綴ったレポー

トを本にしてまとめたものである。これから四

国巡検を計画される方の参考になれば幸も`であ

る。また,地質的紀行文として読んで頂し`ても

結構である。

この 2回 の四国の野外実習を行 うのに当り,

高知大学文理学部地学教室 (〒 780 高知

市軌倉 1000)の 甲藤次郎教授には種々便宣

を計って頂き,かつ現地の地負状況につき御教

示9御指導を得 ることが多かった。 ここに深 く

謝意を表したし`。甲藤教授は「高知県の地質J

(高知市民図書館版)の著者であり, また「高

ffl県地質図Jを続図されておられる方である。

(鎌 田泰彦 )

昭和42年度四国地方地質実習

第 1日  昭和 42年 7月 16日 (日 )

岡山一宇野一高松一屋島一人杉―土佐山田一

竜河洞

長崎を昨夜の 16:40発 の急行「玄海Jで

出発し,岡 山級に着も`たのは午前 5:30で あ

つた。駅構内には,ま つよし`草が今を盛 りと一

面に咲いても`る。 16分の待 ち合わせで宇野行

きの電車は出発した。児島湾のかっての海岸近

くに沿って,電車は行 くのだが,干拓された水

田にはイ草が新鮮な朝日に照 らし出されていた。

宇野駅からはフェリーボー トがす ぐ連絡する。

この船中でまず !ま 朝食をとった。船内でも150

円で駅弁を販売している。出航して間 もな く海
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2年度行程図

岩類の堆積以後としか半J明 できず,洪積世の多

雨期の産物であろうと考えられてげた。しかし

斉藤実 (1954)の 研究によって, この礫層

が意外に広範囲に分布することがわか り, しか

も,下位のメタセコイア層 (香川県下に相当広

く分布し,明石,大阪層群に相当する)と 整合

的関係にあることが確認され,更に,種 々の植

物化石 も発見されたことなどから,上部鮮新世

末期と考えても大きな誤 りはないであろ うと報

告されている。

屋島寺の前より昔の登山道を 150mば か り

下ると讃岐岩質安曲岩の露頭が見 られ, ここで

サンプルを採集 tノ た。ハンマーでた ゝくとすん

だ音色が響き「 カンカン石 」と呼ばれている。

これより更に 1001nあ まり下ると写真撮影に

もってこし`の美しし`板状節理をなした崖があっ

た。ここらめたリー帯の石は「畳石」と呼ばれ

てし`る。この数 m下には「畳石」 と刻まれた花

商岩でつくられた石柱が立ってし`た。屋島寺か

ら展望台に行 く途中,瀬戸抱海の海底か らひき
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上げ られたナウマン象の歯,骨 を展示 している

所がある。 また,秋になるとモ ミジの紅葉で一

段 と美 しい屋島寺境内の「雪の庭Jは酸性凝灰

岩の現われであるそ うだが,我 々は時間の都合

がつかず見ることがでさなか つた。

屋島は観光開発が進み,山頂までアスファル

ト道路が通 じバスター ミナル もで きてげて, こ

の 日は特に日曜 日であつたせし`か多 くの観光客

が訪れてげた。

10:3③ の登山鉄道で下 ると,す ぐに 10

:57の 高松行 きの電車が連絡 しても`た。高松

歌のホームには撥讚岐特産の手打 ちうどんを一

杯 50円 で食べ させて くれ る屋台があった。そ

れに背合わせて, ミルク 。ジュース 。あまざけ

を一杯 80円で飲 ませて くれるコーナーがあつ

た。

繰嘆男賛■象

鼎鍬憾簑

高松駅を 11:52の 急行「土佐 2号Jで出

発した。本津川を渡ると,自 rlT。 大平の山々が

右側に見えて くる。これ らの山々は屋島と同じ

ように花商岩類の基盤をもち,そ の上に凝灰角

礫岩,含輝石讃岐岩質安山岩,更に,讃岐岩を

のせてし`る山々である。そのため,山 麓には花

岡岩の風化した真砂が車窓か ら観察された。綾

り||を 渡 ると左手にも城山が同じような状態で観

察される。屋島か らこの自峰曲,大平曲と更に

三崎半島か ら西南にのびる丘陵はすべて花繭岩

類の基盤をもち,瀬戸内統がその上を覆ぽ9讃

岐岩類がこれを貫し`てし`るもので,こ れ らは,

小豆島や大阪の二上山などと連なる中新世の 1

つの火山帯で,瀬戸内火山帯 と考 えられるので

あるが,本来の火山の姿はかなり破壊されてい

る。

角歳各

″ ′ ■面 レ ゃ

爪Cケ々″卜=

澤,ふ ol饂鼻

第 2図 大杉付近のルー トマップ
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琴平を過ぎ財田川を渡っためた りか ら和泉砂

岩層にはいるはずだと思げ9注意して車窓を見

つめてし`たが十分に観察することは困難であっ

た。讃岐財田駅を過 ぎるとトンネルである。讃

岐山脈 を貫 くこの国境の長し`トンネルを越える

と吉野チ||の大スケールが目にはいってくる。 こ

の吉野川を渡るために線路は 2腸ほど下流に向

し`,大 きなカープを描いて川を渡 り,そ して上

流へ もどって阿波池田に至るのである。阿波池

田は河岸段丘の上にある町である。 この段丘を

活断層が切ってし`る事が最近わかっている。 こ

こを過ぎる頃か ら吉野川の川岸が車窓からよく

観察する事ができた。すべてが結晶片岩類で,

およそ,東西に走 り北への傾斜をもってし`るも

このときは土讃本線は土砂崩れで,小歩危一大

杉間が不通であり,そ の間,臨 時バスで連絡し

てし`た。客は小歩危でみな下車し 5台のバスで

大杉に向った。土地の人の話によると,こ こら

は毎年 どこかで土砂崩れがあり不通になるとの

ことである。先行性の川の浸食で切 り立つた川

岸 もここらあた りが一番すごく,小歩危 0大歩

危とげわれる渓谷をつくって L｀ る。川岸には,

やは り,結晶片岩類の露頭がつづしヽてしヽる。吉

野川の支流,穴内川に沿って土讃本線はつ ゞく。

大杉の駅の付近は三波川系に属してし`る。大

杉駅より300m南 にある大杉小学校の横には

高さ62m,回 り20m,樹 令 2000～ 3000

年という日本一の大杉の独樹があった。この小

学校の前の穴内川のり|1岸 では三波川系の泥質片

岩と,こ れより南に分布する御荷鉾系の緑色岩

の転石が入 り混じってしヽた。大杉の駅より南へ

200mあ たりは,ま だ,三波川系の結晶片岩

類であったので,こ の南に御荷鉾構造線がある

と考えられる。大杉か ら2λ″も歩 くと道路の右

側の崖に小さな滝があった。 ここには含礫がま

だ十分変成されずに形を残しているところの集

塊岩質緑色岩が現われた。

大杉か ら5脇ほどの板木野の信号所の手前で

道路が大きく右ヘカープするところで赤色チャ

ー トを観察することができた.こ こか ら秩父帯

に入ると思われる。向ぃ岸の板木野の信号所の手

前には自い岩石の露頭がみ られたが,こ れは珪

質片岩の ものと思われる。赤色チャー トが観察

された地点より約 lλ
"く

らい行 くと灰色チャー

トが見られた。更に,土佐北川駅の 400m手

前で砂岩の転石をみることができた。

この駅は無人駅なのだが9駅前の「北川口食

堂」という茶屋の人の話によると, 2年程前,

小中学生の通学の便のために設けられた所であ

つた。 この店で 20分余 り休息 し, 18:30
のバスで大杉に引き返した。 19:05大 杉を

出発した汽車は角茂谷を越えると大小 20余の

トンネル群をぬけて土佐山田に至る。土地の人

の話ではこのトンネルを越すと空気がグッと暖

か くなるのがわかるそうである。 19:30土

佐山田に着いた。竜河洞行きの最終バスは 16
:05であったので,あ らかじめ連絡 しておい

た駅前のタクシー会社のマイクロバスで竜河洞

へ向った。東へ物部川を越えてゆく。旅館「竜

河洞会館Jに着し`たのは日もとっぶ りと暮れた

午後 8時 であった。 この竜河洞は土佐山田町逆

川の東方にあり,土佐山田駅より7λ″,国鉄バ

スで 30分9高知市より土佐電鉄バスで 25λ″

1時間で行くことができる。

(白 石成美 ・山口節夫 )

第 2日  7月 17日 (月 )

竜河洞一高知一桂浜―佐川

朝,日 を覚ますと夏の太陽が顔にまぶしく照

り返し, 曖
夏だ"と ぼ う感じを味わうのに十分

であった。 8:30旅 館のハンテンを着て外に

出る。 竜河洞会館前の広場には名物の土佐犬が首

に太けロープをゆわえてつながれているもみん

なでそのロープをしっか りと握 り,土佐犬と記

念撮影をすませた。

土産店がな らぶ中をかの有名な地下の宮殿 と

して神秘とスリルに富む竜河洞へ と足を運ぶ。
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山緑に水清 らかな下竜河の谷に入ると眼前にそ

そり立つ灰自の奇怪な山容は恐れと慎しみに似

た幻惑さえ思わせる。これが千古の謎を秘めた

大洞窟竜河洞を蔵する三宝 山である。崖の下に

洞の入口があって,そ の横に「天然記念物及史

蹟竜河洞」 と書し`た石碑と洞内平面図があった。

竜河洞は伝説によると承久の乱 (1221)
に土佐に御遷年の土御門上皇が入FRIせ られたと

あり,竜河の名称は竜駕より転じたともし`われ

昔より不思議な洞穴 として有名であったが,そ

の頃は僅かに入口より現在の記念の滝まで 400

雛が知 られても`た。昭和 6年高知県立中学海南

学校教諭山内浩,松井正実両氏が苦心の末,人

跡未踏の神秘境を開き,同時に弥生式土器及び

穴居の遺跡を発見して後,天然記念物史蹟の指

定 を受けるに至った。

山腹を深くえぐって無限に続くかと見える暗

黒の洞穴,奔流する水音,行 く手をはぼむ鐘乳

石・石筍 。石柱の果て知れぬ列,土器・員塚・

古代人の棲家9こ れ等は如何なる歴史を秘めて

いるか想像 もつかない。竜河洞は総延長 4λ
"の

鐘乳洞で洞内には美しし`石柱・鐘乳石・石筍が

あり,音無の滝や裏見の滝は有名で保存がよい。

洞は円形にのびてお り我 々は右まわ りの方向に

見てゆく。記念の量を登 り100mも 行 くとそ

の独特の鳴声が入洞者を驚かせる。 これはキク

ガシラコウモリ,ユ ビナガコウモリ, コキクガ

シラコウモリで数万匹に達し, 10月 下旬から

春の彼岸頃までの冬眠期に西本洞の冬眠室に行

くと壁 も天丼 も黒一色で, 1平方 mに 2千数

百 匹 を数 えることがで きるとし`うことであ

る。中で も最 も私の目を引し`たのは, 2000

余年の間に鐘亭L石の衣を被 って岩壁の間にその

3分の 2を 設している長頸壷である。たぶん,

大番の人がこれに水を入れようとして,そ こに

置いたたまにしていたのであろうと思 うと感慨

無量の感がする。そばには壷を逆 さに立てて,

CaC03の積 もり具合を調べても`た。

竜河潤の地質的調査による見解は,秩父帯の

古生層中に帯状に発達した三畳紀の無化石石灰

岩中にあるとし`うことがし`える。南には石灰岩

を含む三畳紀層や自亜紀宮古統がある。また,

l_4地 はほとんど沖積層である。上竜河の炭酸を

含んだ水は石灰岩のわれ目に侵入し少しずつ こ

れを浸食して数万年の間に石灰岩層を貫通 して

長さ数 千 1nの 大 鐘 乳 洞 を作 ったもの と 考

えられる。

洞窟を出てか ら竜河博物館へ行った。 2000

年前に穴居した人々が使用したであろうところ

の土器が洞内か ら発見されて考古学の資料 とし

て大切に保存されてし`た。 このよ うに私達は竜

河洞を地質的な面よりもむしろ考古学的な面で

も`ろし`ろ知ることができたことは, また,伺か

の時に役立っこともあろうかと考えながら, こ

の潤窟をあとllCし た次第である。

10:47竜 河潤発のバスに乗 り土佐山田駅

に 11:12に 着き, 11:51同 駅を出発し

て, 12:15に は高知駅に着いた。駅前か ら

電車に乗 り播磨屋橋を見に行 く。そこで昼食を

すました。播磨屋橋のたもとで高知大学の甲藤

次郎教授 とほんの少しの時間であったがお会しヽ

できた。 1:00に は,播磨屋橋を出発する。
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浦戸湾を左に見なが ら約 35分 バスにゆられる

と月の名所9坂本竜馬で名高し`桂浜に着 くこと

ができた。

桂浜につし`て地質的に記せば,仏像構造線以

南の広大な地域に発達した四万十,中村帯の地

層群はその岩相の単調さ,複 雑な地質構造 と産

出化石の少なけことより十分に研究 されていな

け。本区の地層群は自亜系,始新・漸新統の厚

ば地層であり,一般に北か ら南べ漸次新しくな

っている様である。 これ らの地層は桂浜に見 ら

れた「 フリッシュ型Jの砂岩と頁岩の互層か ら

な り, ときに礫岩の薄層をはさんで,し ばしば

チャートや石灰岩を伴 う。桂浜に入ったところ

ゆ露頭では走向N80DE,傾 斜 54° Sで, これ

は四国におし`て構造線の示す構造面のそれ らと

よく一致してし`る。 この所に iま ,は っきりした

鏡肌がみられた。これはほげしい断層運動の結

果,断層
‐
8‐ にそって生じて断層の存在を教え,

その方向。種類の半導断に役立つ。 こういう新層

はその新層面に沿ってその運動の方向に擦痕を

残してし`る。ここにおいてはこの鏡面がレンズ

の面のようにわん曲しているのが確認された。

四万十帯の地層は完全櫂曲で特徴づけられて

いる。 この近くの須崎市では 」″θ√′″α笏%∫

sp., Xα zα 露∫形″′ノ'ノ α(?) ノαρθπJ′ α

MA T S UttOTOな どが見つかり,上部自亜系ギ

リヤーク世と推定される。

桂浜の砂浜を歩 くとここの儀物「五色石Jが

1～ 3錮位の大きさで,太平洋の荒海 lF_も まれ

てきれも`な形 となってげる。赤～緑～自色 と様

々である。手にとってみると数解の厚さで石英

派が入ってげてチャートであることがわかった。

盛装した観光客 とともに,そ れぞれ五色石を採

集した。期越和衛氏の研究によると, この五色

石に混って長径約 10鐵位の極めて特徴のある

細粒黒雲母花商岩 (シ ソ輝石の描獲結晶および

電気石結晶を含む),変質斜方輝石安曲岩 (安

山岩が花蘭岩類によって熱変成を受けたもの)

などが 130勧 も仁淀川を逆上った石鎚山の南

山麓か ら供給 されている事がわかってしヽる。

桂浜の海 ぎわに小高し`展望所がある。 この岩

塊に守 られた桂浜の入江とは対称的に,西の方

には数λ″にわたって単調な砂礫海浜が続き。太

陽の日射しが水面で照 り返している。南には洋

々として,太平洋が続いてし`た。皆しばし感慨

を新たにした。 この地点が今回の巡検での最南

端であった。

3:35桂 浜をあとにし,4:15高 知駅に

着けた。 4:30高 知を国鉄列車で出発し,仁

淀り!|を 越えて5:25佐 川駅に着いた。佐川町

では「明清館」旅館に宿泊した。

(徳永宏明 =西 岡幸― )

第 5圏  7月 18日 (火 )

佐川一襟野 々一越知・横倉山一佐川

佐川発 8:15の 汽車で約 3分で襟野々に着

く。 20円である。ホームが短しヽので最後尾の

車輌か ら降 りなければならなし`。降 りると右手

に見える低げ山の随所に石灰岩露頭が見られる。

これが鳥ノ巣石灰岩である。また,は るか東に

鳥ノ巣,領石統の上に秩父古生層が衝上してい

る大平山が見える。襟野々より佐川歌の方へ線

路沿ぽに歩 く。線路そばの道端に転ってし`る黒

灰色の石灰岩を割ると石油の臭いがする。線路

濃いに進み線際の分岐点の手前で右手の山腹に

石切場の続が見える。石灰岩の表面は雨などで

風化 されてい るが, かえって化石が浮びめが

って見える。 ここで も割ると石油の臭いがする。

色は暗灰色である。それぞれ適当にサンプルを

採集することができた。 この鳥ノ巣石灰岩はこ

の地方を模式地としてしヽる。腕足類,六射サン

ゴ,石灰藻を比較的豊富に含んでいる。礁成で,

時代は上部 ジュラ紀でぁる。

そこを下 り,線路に沿っ
~c~前

進してしヽると後

方か らムシロを背にかけた農夫風のおじげさん

が鎌を振 り振 り息せき切ってとんで来た。これ

ばてっきり線路の上を歩いたか ら怒 られると観
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念していると,「あんた方,地質を調べにきた

のかな.こ こは良 く来るか らの。しかし, もっ

と先に行 くと今 も石を切 り出してしヽる所がある

からの。金網の張ってある所を目標に行 きなさ

れ。」と教えてくれる。その上, この地方の地質

概観まで語ってくれた。彼の指示通 り進み一つ

山を越えるとそこに石切場があった (一 ツ測石

灰岩鉱山)。 ちょうど, 10時の休息時であり,

外国の地質学者が来た時欲しがってし`たという

見事なサンゴの入1っ た標本を見せてくれた。サ

ンプルの採集にはここよりも襟野々の方が良し`

だろう。

11時前にここをたち,猿丸坂を通 り,ホ コ

リでけぶる中を旅館へ引きあげた。そこでしば

らく休憩し昼食をすます。 11:55発 ,土佐

大崎行きの国鉄バス。寿司詰 めにあ うこと約

20分, 40円で越知町バス停である。目的地

の横倉山を望みなが ら大通 りを進んで行 くと10

分で越知橋に着 く。 この橋の上流の小さな木造

の橋を渡り田の畔を通 り,文徳に着し`た。文徳

からは越知町が河岸段丘の上にある状態がよく

わかる。少し行 くと一本杉のそびえ立っ社があ

る。ここで休息をかねて資料を見る。

この道沿し`に見 られるのが自亜紀領石層で砂

岩と頁岩の互層か らなり走向N55° W,傾斜50°

Nである。茶ケ芝から先は砂岩が多 くなってい

る。

やがて五味に至る。この附近か ら北側にある

横倉山束部南斜面をぁおぐと採石場が望まれる。

少 々進むと石材の降ろし場があり。 ここに石切

場か ら運搬用のケープルが続し`てし`るので,こ

れを目安として登ることができた。 ところが目

的の採石場につし`た途端に空がにわかに曇 り,

本降りになってしまった。雨と風で石切場のテ

ントが倒れ,総勢びしょぬれになる。近 くの小

屋まで移ろうとすると今度は落雷のサービス。

鉄のケープルを踏んでし`たものは感電し手足が

しびれ,靴の底に電気がたまり,ハ ンマーで打

たれたようだったそうであった。 日本最古の化

石がとれる横倉山でどしゃ降 りと雷に遭遇した

ことは今回の巡検の忘れ られない思い出となっ

た。 30分位で元のように晴れ間さえ見えはじ

めたので小屋か ら出て石灰岩,化石の採集をは

じめた。雨で石がぬれてし`る為,か えって化石

が浮びあがって見つけやす くなってし`た。

ここの石灰岩は襟野 々の ものよりは自つぼく

赤味が混ってし`て「土佐桜Jと 称され装飾用石

材として切 り出されてし`る。化石は,三集虫

(E″ σ″J″ π″πs sp.,な ど),サ ンゴ類

(S′ 力′″θ力α′″∫ゴノ′∫ 形ゴ″α ttα ′πル π∫ブ∫

(SUGIYAMA)な ど),層孔虫,腕足類,巻

貝,直角石,蘇虫,介形類,海百合破片などを

含んでし`て,シ ルリア紀の ものである。

100m位 ,東に行 くと作業場があり, ここ

か ら車の通れる程の道 (田 元業務店専用道路)

を行 く。道の土手は来る時見た茶ケ芝の上部に

あたる砂岩である。 この道が尽 きるとトラック

が通れる整備 された道に出る。 これは文徳あた

りから横倉山の頂上まで続し`てし`るものである。

下って行 くと途中に破砕された蛇紋岩の露頭が

見られ,横道に入るとわりあし`に新鮮なサンプ

ルを取ることができた。

越知町に着し`た時はすでに日も暮れており,

佐川行 きの最終バスにやっと乗ることができた。

(竹本武仁・梅野壮助 )

第 4日  7月 19日 (水 )

佐川一仁淀川―久万―砥部一松山

朝のすがすがしい空気を吸って佐川町を6:

55発の国鉄普通バスで国道 33号線を砥部ヘ

と向った。最近9舗装工事が完成したこの道路

は高知を起点に,伊野,佐川,仁淀,久万,砥

部,松山まで総延長 133ん″に達し,四国を縦

走する幹線道路である。佐川から越知町を通 り

仁淀川,面河川に沿って続し`てし`る。途中は地

図を片手に車窓より外の景色を見る。仁淀川は

上流に行 くにつれ山は険しく,谷は深 くな り,
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その織 りなす景色は素晴らしい。露頭は良好で

ある。やがて黒岩を過ぎ,落合に来ると車外の

地形は広 々としてきた。 9:00に 久万町に着

き,約 15分間停車した。久万町か らはなだら

かな上 り勾配とな り約 30分で海抜 720mの
三坂峠に着 く。 この所を御荷鉾構造線が通つて

し`る。三坂峠を過ぎると視界は広:く 眼下に広が

る。道はかなり急な下 り坂だ。 30分ほどして

砥部町に入った。 ここは砥部焼の産地として有

名で地質の見学地としても重要な土地である。

町の中心部を南へ通 り抜け「断層口」バス停に

着いた。そばの衝上断層説明板を見て。目的の

所に 10:40分 に着し`た。

20m程 の幅がある川底に断層が露出してい

る。断層がある所は小さな滝となっている。上

流 (南側)には古第二紀久万層群にはいる礫岩

がある。下流 (北側)に はまっ黒げ岩がある。

これは自亜紀の和泉砂岩層であるが, もとの頁

岩砂岩互層が強い圧力でおしつぶされて丸みを

おびた黒も`石の塊 りになっているのだった。こ

の断層の間には赤茶色をした火成岩が入 りこん

でし`る。あ1層 面は走向N7げ E,傾斜 3ぴ Nで

あった。断層をはさんで上位に和泉層群,下位

に久万層群があることになる。 もともと下にあ

るべき古し`地層が断層によって,新 しい地層の

上にきてしまってげる。このような断層を衝上

断層と言 ってし`る。

西南日本では,花 こう岩,和泉砂岩などが分

布する区域と結晶片岩,秩父古生層の分布する

区域とが一つの構造線によってはっきりわけら

れる。これは地図上で日本の背骨のように描け

る。これが中央構造線と呼ばれ,一つの大きな

断層である。その断層はどこでもたやす く見え

るとビうものではなし`。それがこの砥部の川床

に見事に見られるので「砥部衝上断層」として

昭和 13年,天然記念物に指定 されている。中

央構造線にまたがってポーズをとり写真をとっ

ためと,川 を上流の方へ行 く。 200mば か り

行 くと二波川系の緑色片岩のされしヽな露頭があ

った。その上には新第二紀石鎚山層の礫層がの

ってぃた。ここで昼食をすます。

砥部「断層口」より「宮内」までバス。そこ

で国鉄バスに乗 り継ぎ松山駅に 13:50に 着

いた。松山に着いた時はすっか り夏になってい

た。そばの球場では高校野球が開かれていた。

歩し`て伊予鉄松山市駅に行 き荷物を駅にあずけ

身軽になって松山市内を巡 る。道後温泉本館で

「坊ちゃん」の思し`にか られた り,ま た,松山

城見物を済ます。道後温泉は 50℃ で毎分 1。 5

～ 1。 8ト ンの湯量である。非アルカリ単純泉で

非火山性だ。花こう岩のわれ目より出てきてし`

る。

愛媛大学水井浩三教授か ら前 もって手紙で砥

部,松山市内,関西汽船が出る高浜港への交通

の便などを教えいた ゞし`てし`た。「国鉄駅 と伊

予鉄市駅 とが離れています。国鉄駅で荷物をあ

ずけると不便です。高浜行 きは伊予鉄松山市駅

で乗 ります。 19:00ま では 15分 ごと,そ

の後は 20分 ごと, 21:00か らは 30分ご

とに発車,所要時間は 20分です。Jと 。水井教

授には郵便連絡が行き違ってお会し`できなかっ

た。 21:30松 山市駅に集まり22:00伊

予鉄道に乗 り高浜港に着 く。 23:20高 浜港

を出る関西汽船に乗 り込み船上の人 となった。

小倉港まで夜の船旅であった。

(本田紘平,近藤 寛 )

第 5日  7月 20日 (本 )

松山一小倉一長崎

船は 6:50小 倉港に着し`た。 610円 であ

るよ小倉駅まで出て,急行に乗り込み長崎にも

どり,無事見学旅行を終った。 (近藤 寛)

参加者

指導教官 鎌田泰彦助教授

4年  自石成美 徳永宏明 竹本武仁

本田紘平 西岡幸―

3年 梅野壮助 近藤 寛 山田節夫
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昭和 49年度四国地方地質実習

第 1日  昭和49年 7月 15日 (月 )

長崎一博多一柳井港一三津浜港一松山 (移 動

日)

長崎駅の 2番 ホームよ り, 8:16発 「 し`な

さ 2号」に乗車,博多に向う。有明海の干潟が

車窓 よ り見え隠れす る頃,青空がちょっび り顔

を見せ,梅雨はし`よし`よ上るか と思ったが,博

多に着 く頃再び雲が厚 くな り,前途が思し`や ら

ヤじる。

博多駅に 11時着.6番 ホームよ り広島行 き

急行「はや とも1に 乗 るが車内はガラ空 き。

11:26発 車。北九州を通過す る頃,昼食の

時間 となったが,八幡,小倉,門 司での停車時

間が 30秒では駅弁す ら買えなし`。厚狭でよ う

や く 1個 400円 の幕の内弁当にあ りつ く事が

できた。 山口県に入 ると, また雨が降 りしきり

国道 2号 線を走 る自動車は水 しぶきを上げて行

き来 してし`る。柳井港 (や なし`みな と)駅に

15:04着 く。

待合室で待つ こと 1時間余 りで,防予汽船の

フェリー萩丸に乗船す る。 16:10の 定時に

出港。瀬戸内海はすっか り霧で覆われ,視界は

良 くなし`。花商岩帯の島 々を見 ることもできず

昼寝 をした り,テ レビで名古屋場所の取組みを

見た りして時間を過ごす。 大開北の湖は今日も勝

って 9連勝,輪島が 1敗でこれを追 う。

18:35′ 定時に三津浜港に着 く。伊予バ

スの道後温泉行 きに乗 り込む。宿舎の国家公務

員共済組合連合会の道後保養所「泉南荘」に第

1日 目の旅装を解 く。

夕食後,道後温泉の「坊ちゃん」が通 った共

同浴場に出かける。入湯料は一番安し`神の湯で

50円。花商岩でつ くりあげた湯舟につか り,

今 日 一日の旅の疲れをほ ぐす。風呂を出て土産

物屋の並ぶ通 りを抜けて宿に帰 る。途中で女子

組は 1個 100円 のソフトクリームを店先でな

めたが,男子組はスナックに入 り,メ ニューを

見ずに注文 したコーヒー代に 1杯 400円 もと

られ,ぼやく事しきり。 こうした温泉場では う

かつにお茶 も飲めなし`二

10時の TVニ ュースは大阪発羽田行の 日航

機が名古屋上空でハィジャックされた事 を報 じ

てし`る。           (鎌 田泰彦 )

第 2日  7月 16日 (火 )

松 山一砥部―松山一高知

今 日もうっとうしい雨が降 ってげる。堀端を

電停へ急 ぐ通勤者の足 も心無 しか重そうである。

市駅行 きの路面電車に乗る。 めず らしくも, こ

の松山には歌が 2つ ある。 一つが市駅, もう一

つが国鉄駅。国鉄駅か らは我 々の日標 とする低

部行 きバスは出なし`ので注意 されたし`。市駅よ

り9:10発 小田行 きに乗車。 し`よし`よ今 日は

目的 とす る中央構造線を確認で きるとし` うので

胸 をわ くわ くさせ武者ぶるし`す る思 し`である。

「断層口」 とし` うバス停で下車す る。文部省指

定 とし` う看板があって道は容易に分 る。細し`道

を 200mも 歩 くと中央構造線の 一部分である

砥部衝上断層の露頭にお目にかかれ る。その瞬

間,全員 こみ上げる感動を抑え切れなかった。

低部の衝上断層は,自 亜紀層の和泉層群の砂

岩,頁岩層がより新 しし`始新世久万層群明神層

の礫岩層につ き上げた ものである。 この断層の

起 った時期を低部時階 と呼び,漸新世に生 じた

とされてし`る。 ちょうど,||が 滝 をなして落 ち込

んだ部分が礫岩層と圧砕岩が接する所で,鏡 VL

をもつ断層面はN58° Eの走向を もち,NW
に 30° 傾斜 しても`る。断層面のす ぐ南の礫岩

中に 10本 ほどの小さな断層が平行に走 ってお

り,走向はほとん どN5ぴ～ 60°E方向を示す。

中には礫岩中の礫を横切 って9 くし`ちがってし`

るのは面白し`。 これは元愛媛大学教授の水井浩

三博士 (1971)が 報告 した「 くし`ちがいレ

キJで ある。

断層よ り約 200mさ か上った所 に三波川系

の緑色片岩の露出がある。明神層の基盤をなす
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ものと思われるが,不整合面は川の増水のため

に確認できなかった。結晶片岩には黒色片岩や

石英片岩 も含まれてし`るよ うだ。

中央構造線を両足でまたげだ感動 も冷めやら

ぬままに再びバスに乗り込み,松山市へ引き返

す。 12:20松 山市駅着。路面電車で国鉄駅

へ行き,昼食を取る。我々二人は先を急ぎすぎ

た為,鎌田先生のコーヒーを取 り逃してしまっ

た。昨日は400円 のまず くて高し`コーヒーを

飲まされた上,今 日は無料の豊潤な香 りのコー

ヒーが幻として消え去った。 どうも二人はうま

し`コーヒーには見放されたようである。

14:00高 知行 Fな んごく9号」で松山を

出発した。バスガイ ドは瞳の澄んだ典型的四国

美人 ?,彼女の流調なる調べに夢のせて逢かな

るロマンの町高知へ と我々の旅は続 くのである。

およそ9 40分程で石鎚安山岩が分布する三坂

峠にさしかかる。濃霧がすっばりと覆し`,せ っ

かくの景観 もままならなし`。

森林の町久万で小体止の後,佐り||を過ユ 紙の

吋伊野に至った。 この町では,土佐紙をその代

13:50

費肉

9年度行程図

表として和紙の製造が盛んであり,製紙工場

19社,手すき工場 118社 を数えるとも`う。

やがて,バ スは左手に路電を見て高知市内へ と

入った。播磨屋橋を通つて,終点高知駅に到着

する。旅館の「村の家会館J(TEL。 0888
-75-6156)へ は 3人の合乗 りでタクシ

ーに乗る。料金の260円 は 3等分して割れな

し`問題のある数であったが, ともかくも今日一

日の長し`行程の旅は終った。

(果 村純一,川畑 寛 )

第 5日  7月 17日 (水 )

高知―穴内一竜河洞

蒸し暑げ朝である。高知大学の甲藤次郎教授

と長崎出身の地学の学生が旅館を訪ねてこられ

る。 9時過ぎ,高知大学のマイクロバスで穴内

へ と出発した。案内はその長崎の高知大生がし

てくれ,全員車の中で基礎的知識を仕入れるこ

とができた。八流で鮮新世の穴内層と自亜系の

須崎層との不整合面を見た。 ここの穴内層は砂

岩の円礫よりな り,時にチャー トを含み0大 き

いものは 3 0cmに 達し,層厚は 7m以上 もある。
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下位の須崎層は四万十層群のもので,頁岩と細

粒砂岩の互層よりなってし`る.

安芸を通 り越 して,伊尾本に着 く。民家の裏

の崖では,去年まで多 く化石を含んだ穴内層が

見 られたというが,崖崩れを起す危険があるた

め,現在はコンクリートによって完全に固め ら

れてし`た。その崖の南東側に小規模な自然 トン

ネルが開き, トンネル内での化石の採集ができ

た。 トンネルは泥岩か らなり,泥岩中には化石

と共に多 くの結核が含まれてし`る。化石は単体

サンゴ,二枚貝 (/´ Jノ α, /解 %∫ ∫ブθ′′′―

ノ′π ′/α バ ググπブ∫)巻員などが採集できた。

伊尾本か ら再び国道を穴内へ ともどり,西地

の谷に入る。ここの穴内層は砂岩であり,そ の

中には破片化した化石が多 く,ごかし`の管,鮮

虫類,魚の骨が採集 された,ま た,こ の地域で

は種子島や宮嵯9静岡 (掛川),千葉 (銚子)

等の鮮新世の地層を特徴づける暖海性二枚員化

石の/笏″∫∫ブθ′′′ノ′π ′″α′∫ブジπグS,/ι π―

′/ブ σα/″ ゴα ′απ″αなどが発見されてし`

るが今回は見つけることはできなかった。

安芸市の海岸地帯に分布する鮮新世穴内層の

巡検を終えた後,マ イクロバスは高知に向けて

戻 る。野市町で国道 55号線か ら別れ,新 しく

できた三宝山の登山道を北に進む。山の上には

古城を模した観光施設がありθ遠 くか らも良 く

目立つ。 この登山道の途中で仏像線を越える事

にな り,古城の直下の道路のカープには三畳紀

石灰岩の自しヽ露頭がある。その前でバスを止め

てもらって,石灰岩を叩げたが,化石は残念な

が ら見つか らなかった。三宝山の頂上 (260
m)よ り,物部川の下流一帯と太平洋の景観を

しばらく満喫する。少し休んだ後,再びバスに

乗 り竜河洞を訪れた。 (竜 河洞見学の記事は前

国と重複するので省略する。)

(川辺富技,佐 々木磨智子 )

第 4目  7月 18日 (本 )

高知一桂浜一中村一足摺岬

2泊 した「村の家会館」を8:30に 出て,

桝形バス停よ り8:49の パスで月の名所とし

て知 られる桂浜へと行 く。単に,景観を求めて

行 くのではない事は察して欲しい。 しかし,い

ざ目的地へ着 くと開放的な気分になってしまう

ようだ。丘の上に立った坂本竜馬の銅像をバッ

クに記念撮影をした後,海岸へ と降 りる。まず

自亜紀須崎層の砂岩 と泥岩の互層に出会 う。 こ

の互層はフリッシュ型であ り,し ばしば礫岩や

チャート,石灰岩の薄層を伴 うとし`う。

桂浜の海浜は直径 1～ 3 cmの色とりどりの円

礫の集まった砂利浜で,太平洋の荒波に もまれ

てし`る。これを五色石として土産店で売ってし`

る。礫の中には,長径約 1 0cm位の小判型の細

粒黒雲母花商岩,変質斜方輝石安山岩などが混

じる事 もあるそうで, 130ん″も仁淀川をさか

上った石鎚山の南山麓か ら供給されたものとい

われている。

11:20桂 浜に名残 りを惜しみなが ら高知

へ引き返す。 13:50発 「めしず り3号」で

中村へ向う。四国に渡 り始めて乗る列車だ。バ

スに比べ車内 も広し`せし`か開放的にな り,何 か

と話しもはずんでし`る。

16:36中 村着。ここで,足摺行き16:

50発のバスに乗 り替え,足摺岬へは 18:40

に着けた。今夜の宿泊は国民宿舎「あしず り」

(T E IJ. 08808-8-0301)で ある。

(来村純一,大渕正信 )

第 5日  7月 19日 (金 )

足摺 rlT一 竜串―宿毛一宇和島一EIJ府

足摺岬の日の出を燈台のたつ岬に出て迎えた

のは 5:05で あった。景勝の地,足摺岬は隆

起海岸で 3段 の海岸段丘か らな っている。また

地質的には四万十帯に属 し,足摺岬では典型的

な外帯の花商岩が分布す る。 これ と同じ時代の

いわゆる第二紀花間岩は屋久島,内浦,五島の

山内,対馬の内山などで知 られてし`る。

国民宿舎前よ り土産物店の前を通 り過 ぎて西
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に 500m程 歩 き,伊佐神社前より海岸へ降 り

小道 をた どる。海岸まで下 ると,ぼっか りと大

きな海食 TR‐lが空 し`てしヽる。花商岩をくりぬいた

伊佐の洞門で高知県の天然記念物になっている。

この洞門のめた りの転石の自しヽ花商岩の中に黒

い大小のゼノリス (捕獲岩)が含まれてし`るの

は大変見 ごたえがある。ゼノ リスは閃緑岩のよ

うである。

次に,東側の海岸へ と行 ってみ るとここに も

自つぽしヽ花商岩が見 られた。 ここでは砂岩が変

成を受けたホルンフェルス らしきもの もある。

足摺岬を 9:40に 出たバスは土佐清水に

10:25に 着 く。 ここで 10:40発 のバス

に乗 り替え,竜串には 11:07に 着げた。途

中の落窪海岸では波食台の上に見事な波状岩が

見 られた。

竜串と千尋岬の西岸の見残 しは,奇岩奇勝が

見 られ るとい う観光地 として も有名であるが,

種 々の堆積構造や海食地形が見 られ るので地質

的に も重要であろ う。

最初に竜串の観光船乗場よ リグラスボー トで

見残 しに行 く事にした。見残 しは弘法大師が四

国全島を廻った時に, この場所 を見残 した とい

う由緒ある所である。 グラスボー トは途中で造

礁サンゴを船底よ りのぞける所 を通過する。 と

ころが,サ ンゴ礁の Ĺに さしかかった時,エ ン

ジンが故障して船は浅瀬に乗上げそ うになる。

救援の船が来て ロープでつな ぎ,竜 串に戻 って

別の船に乗移 ったため, 30分以上 も貴重な時

間を失 ってしまった。

今度は無事見残しまで運んで もらし`9上陸す

る。漸新世の三崎層の砂岩,頁岩の互層の露出

/

″

//

覆宛柩集場
il｀

第 6図
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する海岸に沿ってつ くられた小道をたどると,

波食や風食によって生じた蜂巣構造の見事に発

達した部分や,斜層理,自 しヽ砂岩中の褐色の結

核などなかなか多彩である。地層の走向|』 4ヾ0°

Eで,NWに 64° 傾斜する。

時間の都合上,短時間で竜串にひき返すこと

になり,再びグラスボー トに乗船する。今度は

ハプニングもなく,全員9青 し`海 とそよ吹く風

に満足して竜串に戻る。竜串では,案内図によ

り,竜の骨, コプつきパイプ,大竹,小竹,し

ばり幕など20数種の名所が挙げられてし`るが

全部確認できなかった。

16:52発 宿毛へのパスに乗 り込む。 18
805宿毛に着 く。バス停のす ぐ近 くの食堂で

夕食をとる。再び, 18:51発 宇和島行のバ

スに乗 り込む。我々を除いては極少数の客だ。

夕陽をながめる者,眠 りにおちる者,様々だ。

20:40宇 和島に着く.こ こか らフェリー乗

船地まで歩 く事となる。すっか り静まりかえっ

た宇和島の町をリュックを背に我々はた 歩ゞ く。

船の待合室で宇和島の闘牛のポスターなどをな

がめなが ら出港時間を待つ。 22:10に 別府

港の桟橋に横づけにな り, 5日 間の四国地質の

旅は終ったのである。

(大塚妙子,本寺久美子 )

参加者

指導教官 鎌田泰彦教授 西岡幸一助手

4年 木寺久美子 沖島哲郎

3年 大塚妙子 大測正信 川畑 寛

川辺富技 棄村純一 佐々木磨智子

(昭和 51年 5月 22日  受理 )

― 書 評 と紹 介―

長尾 巧 ;九州古第二紀層の層序

(集 成復刻版 )

長崎県地学会, p.261,F ig。 49,T ab。 3,

付録 p.6.

北・西部九州諸炭田に発達す る古第二紀層は ,

日本の古第二系の模式のひ とつであって,新生

代の地史を研究す るうえに欠かす ことがで きな

い地層 である。北 。西部九州諸炭田は炭圏開発

の必要性か ら明治中頃よ り炭田地域層Jに 調査研

究 されてきたが, これ′ら諸炭田を総括 して古第

二系を層序学的・古生物学的に体系 fヒ したのが

長尾 巧博士 (1891-1943)で ある。博士

はみずか ら全炭田を くまな く踏査して地層対比

を行ない,そ れまで先達が行な った詳細ではあ

るが断片的な研究をまとめて,全体的な視野の

もとに,北 0西 部九州各地に分散する第二紀層

を統一し,こ れに層序的 。地史的位置づけを行

な った。 この偉大な研究は博士の東北帝国大学

地質学科在学中か らフランス留学 (1927)ま
での約 10年間7すなゎら博士の研究経歴の初

期にな された ものであ って,研究成果は大正15

年 3月 (1926)よ り昭和 3年 6月 (1928)

地学雑誌 Vol.85,“ 3(1976)よ り抜粋

まで東京地学協会の地学雑誌 (第 38-40年 ,

第 445-472号 )に 23回にわたって掲載され

た。博士が確立した古第二系の層序体系は,基

本的に現在 も変ることなく,九州のみな らず日

本の古第二系の基準 として通用している。

本書は,長崎県地学会の倉J立 15周 年記念事

業のひとつとして刊行された集成復刻版である。

従来本論文が地学雑誌のあらこらに分載されて

いるために,研究者は論文の参照に不便を感じ

た ものであるが,集成版の出現によってきわめ

て便利になったのは有難い。

(中 略 )

とまれ本書は北部九州のみな らず日本の古第

二系の研究者に とって,一度は必ずひ もとくべ

き論文であるとともに,古色蒼然たる大きな活

字を通じてじかに先人の偉大な精神 と業績に接

し,層序学の方法論を学びとる意味でも,若い

研究者に是非一読をすすめたい論文である。

最後に,こ のような名著を集成復刻されて新

しく世にだされた長崎県地学会の刊行関係各位

の御尽力に対して,わ れわれは感謝すべきであ

ろ う。
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