
長崎県地学会誌 第 26号 (1977)

長崎県地学会創立 15周年記念大会名誉会員記念スビーチ

外 山 二 郎 先 生

私は この会についていろんな感想がある。盛

んに研究をや られ,貴 重な文献 も次々にお出し

になる。今日の会にして も,地 元の私は別 とし

て も,福岡にお られ る日本の地学界の大先輩の

方々に も御案内され る。私は不思議な会である

と,つ くづ く感心している。おいで下 さった先

生方に対 して心か ら敬意を表す る次第である。

これを機会に, この会が一層発 展します様にお

祈 りいた します。

私は昭和 24年に新制大学 として長崎大学が

発足す るまで,お よそ 20年間師範学校で博物

の教員をしていた。その博物学の中で も鉱物に

は特に興味があ り,熱 心にやった様に思 う。そ

の当時は富国政策の為には鉱物資源の利用に対

す る一般国民の知識を深める必要 もあった為 ,

小学校の先生になる学生に鉱物に対す る知識 。

良Б

道

雄

趣味・造詣を深めることが大事であるか ら,そ

の実験 を盛んにす ることに力を入れた。それに

はまず石 ころや鉱物の名前を分か らない ことに

は話にな らん。それで簡単な鑑識の方法 を覚 え

て もらうために, ガラスで傷 をつけた り,硫化

鉱物 を開管中で熱 した りす る実験 をやった所 ,

学生が非常に興味を持 った ことが思い出され る。

新制大学になると鉱物か ら縁 を切って,生物の

教員として植物をあさって廻ったわけだが,そ

うした以前にやったことが縁で,本会の名誉会

員に御推薦頂いたのだろ うと思 う。

長崎県内には色 々な珍 しい鉱物があって,そ

れぞれに思い出がある。島津標本屋の 目録に磁

鉄鉱の結晶があるとい うので注文してみると,

それが西彼の大串の八面体の結晶なので驚いたの

満州旅行 をした時,旅順の満蒙資源館 とい うの

があって,鉱物が沢山並べてあるので見てい く

と,奈留島の双子水晶フ ツウィンの水品があっ

た。またその当時,雲仙の■lE状 組織を もつ角閃

石安山岩 を代表的な安山岩 として売出していた

標本屋 もあった。その他に も,彼杵の褐鉄鉱 ,

大串や蚊焼の石綿,波佐見の蛋自石,紐 差の

ttめ の う "が ある。

この様な長崎県内の ものを集めてお くことは

非常に大事なことで, 自然系の博物館をつ くる

ことによって鉱物標本 も保存す ることが急務で

あるのまた対馬・壱岐・五島には特殊な動物や

植物 もある。 自然系ばか りでな く,長崎県は水
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産 県であ り,造船県であ り,そ れに関した資料

を集める必要 もある。またか っては石炭県であ

つたし,現在 も窯業県である。県内には国立・

国定 。県立公園が沢山あるが,そ れ らに関す る

資料 を集めてお くに も現在は施設がない。

県内に自然博物館 をつ くるとい うことは,私

が今の西高の前身である瑣浦中学におった時の

教 え子である田渕教育長に話 した ことがある。

その後教育長 も代 ったが, 3, 4年 程前に県の

文イヒ課に博物館等建設懇談会 とい う組織ができ

た。宮田教育長を会長 として,人 文関係では長

大名誉教授の小島小五郎先生とか文化財審議会

の委 員が入ってい る。 自然系の メンバーが私の

他にいないので,人 文系や社会系の人に 自然科

学の博物館が どんな ものか とい うことを理解し

て もらうために,国 立科学博物館をはじめ,埼

玉・千葉 ・鳥取の博物館を見てまわったぃお隣

りの佐賀県や宮崎県に も立派な博物館を持 って

い る。 こうい う所を見てまわ ると,長崎県は前

知事の時代に美術館 をこしらえて,非 常に立派

だ と自慢 してお られ るが,私共が見た博物館に

比べると恥ずかしくて,他か ら来た人達には見

せ られない。これか ら,博物館法 とい った もの

もよ く研究 し,国 の規格に合 った立派な博物館

をつ くる必要があろ うと思 う。

自然博物館を建てる場所 としては,美 術・文

化系の博物館が長崎にあるので,県北 とか佐世

保で もいい。また大村に教育センターがあるか

ら大村で もいい。佐世保では名切の土地を提供

す るとい う話があったが,場 所が貧弱である。

私は佐世保な ら石岳の動植物園のあた りは場所

も広い し,高い所で景色 もよいし,非常にいい

と思い,委員の人達 を案内したのは今年 3月 で ,

皆 さん非常に感銘を深 くしていた。

御承知の様に, 203年 前か ら石油 ショック

や不景気のため,去年は予算はつかない。ただ

申訳的に対馬に資料館をこしらえることになっ

た。 これは総合博物館であるので,対馬の地学

関係の ものや,動 植物関係の もの も勿論集 める

とい う計画になっている。

自然博物館の建物は今建たな くとも,立派な

物は集めておかねばな らない。集めた物 を差当

って置 く場所は,長崎では,中央部の新興善や

勝山小学校の空いた教室を借 りて,そ れに運 び

こむことも考えてい る。文化課長が聞いた ら,

長崎市の教育長は貸 します と返事したそ うだ。

集める ものの中で,一番急がねばな らないのは

地学関係だ と思 う。例 えば,県 内のあちこちの

炭鉱か ら石炭が出ていた訳だが,そ の石炭の標

本 も今の うちな らば手に入ると思 う。その他 ,

相 ノ浦でオランダ人が発掘 していた とい う辰砂 ,

これは水銀の鉱石で,私 も砂岩の中に水 玉の様

に水銀が浮んでい るのを見た ことがあるが, こ

れ も今探す とあるか も知れない。紐差のめの う

もそうだ。波佐見の蛋自石,奈留島の双子水晶 ,

大串の滑石なども何 とか集めておきたい。

収集に要す る費用 は予算化されていないが ,

事'情 を話してねだれば,寄 付によって 1年に 50

万円か 100万 円は何年間か継続 して出して も

らえる可能性 もある様だ。ただ集める方法が間

題である。大変勝手ではあるが,長崎県には地

学会があって,非常に御熱′心な会員の方がお ら

れ るか ら,事情 を話して協力をお願いすれば ,

そんなことな ら集めてやろ うか と採集に出かけ

られ るだろ うと思 っている。地学の愛好者であ

るか らお話すれば共鳴して頂ける もの と思い,

委 員会の時には地学会の先生方に御協力を願え

るだろ うと, "願 える "と は言 っていない。

"願えそ うな ものだ "と 言っている。皆様方 も

要請があれば協力しよ うとい うお考えであると

すれば,有難い と思 う。

私は,今 日御案内頂いた機会に,是非 この 自

然博物館建設の構想 をお伝 えしたいわけですが ,

私の気持 をお くみとり下 さると非常に有難い。
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あとは,場合によります と,

の役 員の方 と御相談 したいと

す。

会長 さん始め関係

考えている次第で

野 田 光 雄 先 生

長崎県地学会は 15周年を迎 えられ,皆 さん

方の大変な御努力で,盛 々隆 々として今日の状

況 となつてい る。時 々,何人かの方 々の 日本地

質学会などでの御講演を拝聴す ると,大学あた

りで研究 している者を遥かに しのいでい る内容

が見受け られ る。大学で研究 し,成果が上 るの

は当然である。研究施設には甚だ貧弱な高校な

どで,あ あい う基礎的な研究をや り, しか も日

本の学 会で講演す るとい うことは, さすが長崎

県地字会の会員であると,喜 びかつ私の誇 りに

思 ってい る。またよ く送 って頂 く会誌で,皆 さ

んの研究成果を拝見す るのが楽 しみになってい

る。

そんな訳で,何号だったか, どなただったか

忘れたが,一 寸ここは間違いではなかろ うか と

思 うことが 1箇所気付いた ことがある。今日は

その ことについて,すでに ここで話す ことは

“釈迦に説法 "の 嫌い もあるけれ ども, リーゼ

ガング・フィギュアについて話したいと思 う。

ここに標本を持 ってきたが,天 草産の陶石で
,

建築材料 としてよ く使われ る招曲 した様な褐色

の模様の入った ものがあ る。その報告では,地

層がいかに櫂曲を受けたかを如実に物語 るとい

う写真がついていた。 これは櫂曲によってで き

た ものではない。 これが リーゼガングの/L3と い

うものである。私はそう信 じてい る。

l'― ゼガングとい うのは地質家ではな く, ド

イツの化学者である。彼は写真の乾板を暗室で

現像 した。水洗が悪かったのか,乾 した所が,

ハ イポか何かが残 ったまま乾 き, ある 1点 を中

心に リング状の模様ができた。 これはおか しい

とい うことか ら,怪我の功名で, これは拡散現

象によるものであると考えた。彼は, 2つ 以上

の物質が相接すると,そ の濃度勾配によって ,

高い方か ら低い方に拡散して行 くことを論文に

まとめたそ うだ。

リーゼガングの拡散現象を自然界に取 り入れ

て考えてみると, これで説明のつ く似たよ うな

ことが沢山ある。例 えば,縞 メノウの同心円的

な模様がある。 メノウはケイ酸でできた非晶体

であるが,あ る種のマンガンが イオンの形でい

ろんな色に化ける。朱色になった り,青 くなっ

た り, ダークグレイになった りす る。それが メ

ノウの中でいわゆるリーゼガングの拡散現象に

よってあの縞模様がで きるとい うよ うに鉱物学

では説明す るようになった。

天 草陶石は陶土 とは違 う。陶土は風化作用の

炭酸化作用によって,長石がカオリン化 した も

のである。いわゆる磁器の原料の陶石は,現在

は 100%と いって もいい程,天草が原産地に

なっている。有田に も,三川内に も全部天草か

ら来ている。天草陶石は,天 草下島の第二紀層

中の リソイダイ トである。 リソイダイ トとは,

一種の石英粗面岩で,石基が非常に緻密で,斑

晶の殆んどない岩石に対 し, 1860年 に リヒ

トホー フェンが命名 した ものである。九州で最

もリソイダイ トが大 きな塊 としてあるのは,祖

母・傾山であるが,天 草下島の とくに西海岸に
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も多 く,数本の ダイク (岩 脈 )を なしている。

これが風化作用ではな く,浅熱 水の火成作用に

よ り変質 したのが陶石である。その一級品は完

全な純自な もので,磁 器の原料になる。焼物屋

が一番嫌 うのは, 水酸化鉄である。要す るに褐

鉄鉱であ り, これが入ると焼物の原料にな らな

い。 これを除去す るのは至難の技 といわれてい

たが,近年は除去す るのに経済的に引 き合 う技

術が開発 されたよ うに聞いてい る。 もしそ うな

ら,二級品位 まで陶石 として利用で きることに

な り,天 草陶石 もまだ命脈が長い と思 う。

長崎県には もう一つ有名な対州陶石 とい うも

のがあ り,厳 原を中心にして,北は阿須,南は

久田あた りまで分布 し,東 洋陶器の原料 となっ

ている。これは 1,ソ イダイ トではな く,石 英斑

岩が浅熱水作用によってできた陶石だそ うだ。

天草陶石の縞模様であ るがぅ 1'ソ イダイ トの

中に水酸化鉄が リーゼガングの拡散現象によっ

てで きた ものである。 これは表血iだ けでな く,

中 まで同様になってい る。私は, こオ1´ を リーゼ

ガングの像 と解釈してい る。

一方,佐 世保炭田 (北 松炭田 )の砂岩に も同

様な福色の模様が 入ってい る。 これは迷彩砂岩

と呼んでいる.実は論文に一番初めに書いたの

は私である。私が 九大におった頃,こ うい う ト

ンチじみた名案をよ く出す木 下亀城先生と話 し

ておった。あの戦時中に敵の爆撃 を避けるため

に,建物に も,走 る911車 や トラックに も墨で嵯

る迷彩, カモフラージュを連想 して,「迷彩」

がよい とい う意見を二人の どちらか らともな く

出された。これを迷彩砂岩 と呼んで論 文に書き

ますよとい うと,そ うしたまえとい う訳である。

文献の 上では私が命名者みたいになってい るが ,

木下先生との共同命名である。この迷彩は,砂

岩の中に リーゼガングの拡散現象によってで き

た像 と解釈 してい る。更にこうい うことに関心

を示 され,い やそうじゃない とい う意見があっ

た ら,ま た御発表願えれば,私の勉強に もな る

けれ ども,私はそのよ うに理解 している次第で

ある。

つま らない ことで,お耳をけがす釈迦に説法

的なことを申しまして,相済みませんが, これ

で私の スピーチを終 りに させて頂 きます。

松 下 久 道 先 生

今Ll,地 学会の 15周年を迎 え,心か らお喜

びを中上げる。地学会を始めて も永続 してい く

ことは非常に難しいことであるっ各県の地学会

を見て も,色 々な行事をや り,業績 を上げてい

る会は非常に少ない。今年, 山田県で「山「1県

の地質」を出したこともあるが,そ れ以外に こ

うした業績を上げている会は他にはあま り問い

ていない。本当に皆 さんの御努ノJの 成果を心か

らお喜び申上げる次第であ る。

皆 さん方が業績を上げている中で, とくに私

自身が フィール ドジオロジス ト(野外地質学者

としてやって きている為, これを本当に続けて

頂 きたい と思 っているのは日曜地質巡検会であ

る。地質のよ うな学問だと,や っぱ り現地に出

て現物 を見ることが何よ りの勉強である。 この

点, 80何 回とい う回数を重ねている巡検会を

今後 もずっと続けて,い ろんな成果を上げて頂

くよ うに希望したい。
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私 も地質家のは しくれ として,学校でいわゆ

る侵食 とい うものを習って きている。学校を出

てか ら,日 本のような静かな所で本当にあの様

な川の侵食はそんなに激 しいのだろ うか とい う

気で眺めていた。たまたま戦前に熱河 (当 時の

満州 )に 参 り,承徳か ら調査へ行 くのに, トラ

ックの通 る大 きな道は殆んど川の中にあるので,

川の中を走 っていた。丁度高い山の方で真黒い

雲がかか ってお り,大 雨だな とい うよ うな こと

を言っていた。そ うした ら,す ぐに連絡があ り,

自動車を上に上げろとい うことだった。川原の

ふちか ら自動車で約 50m上 が った。そ こには

小 さな道 と, 2, 3軒 の人家がある。「暫 くす

ると水が流れて くるだろ う」 と言われたので見

ていた。 10分 余 りす ると水が流れて くる。そ

の流れはまるで滝が進んで くる様である。その

高さが私達のい る所の 5m位下まで来た。川底

か らい うと45m位 の高さである。それで今晩

はこんな所に泊 らなきゃな らんか と心配 して ,

「今 日は向 うの方へ行けませんね」と言 うと,

連れの方は「いや, 1時 間待 ちましょう」 とい

う事だ。流れが 1時間半許 り続いた後)だ んだ

ん水が減 って, 2時 間許 りす ると, もうか らか

らにな った。下に降 って川底に くると, この部

屋位の岩がゴロゴロある。これを見た時に,初

めて川の侵食 とい うものはこんな ものか と知っ

た。やは り教科書は本当の事を教えてい るとい

う気が した。そ うい う風に,や は り物を見て歩

くことが非常に大事な事だと思 う。

私は長崎県の温泉審議会の委 員を昭和 23年

か らや らせ られている。好んで出て きたわけで

はない。今の温泉法が出来てか ら,長崎県よ り

審議会の委員を九大か ら一人出して くれ とい う

事で,教室で集 まって相談した。誰 も温泉をや

ってい る者はいなかったが,「君はよく長崎の

炭鉱に行 くやないか。そのついでに腰掛 でやっ

たら」 とい う。私は どうしてよいか判 らないか

ら困るとい うと,「皆 さんが賛成す る時にしと

け りゃいいじゃないか」 とい う話で,出 ること

にな った。

御承知か も知れないが,昭和 24年頃か ら小

浜温泉が南か ら枯れてきた。そこで知事か ら呼

び出され,「学識経験者で出てい るあなたにお

願いしたいが,あ れを元通 りにして くれないか」

とい う事で,本当に生汗をかいた6知 りません

といって帰 るわけにはいかないし,で きるだけ

やってみます とい う事で,温 泉調査を始めさせ

て もらった。本当はいやいやなが らやってお り

ましたが,炭鉱がだんだん駄 目になって きます

と,私が唯一の頼 りにしている試錐をや らせて

もらえる機会は温泉しかない。今は石炭を探す

か らここでボー リングをやってほしい とい って

も,中 々やれ るものではない。温泉審議会の委

員とい うよ り,試錐をやって,地 下の構造 を見

せて頂 く事に興味を もって進んでいる。お蔭様

で,福岡付近で温泉を掘 った時に逆転構造が判

ったし,最近 も野田先生に も見て頂いたが,脊

振山地の西側の唐津に近 い所 で ,や は リス ラ

ス ト(衝 上断層 )が あるとい う事をボー l'ン グ

で確認す ることもできた。今はむしろ喜んでや

らせて もらっている。

皆 さんか ら,石炭がな くなったか ら温泉に鞍

替えしてもヽるとよ く言われ るが,別にそ うい う

意味か らではな く,た だ地下の lyI造 を知 るため

に, どうして もそ うい う事がほ しいとい う事で

現在や らせて もらっている9お そ らく皆 さん方

が色 々な実験材料を実際 フィール ドを歩いて見

られ るのは,試錐がない所で も,かな りの成果

を上げる仕事 と思 う。 どうぞこの日曜巡検会を

ずっと長 く続けて頂 き,成果を上げて頂 きたい

と,心か ら望む もので ございます。
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