
長崎県地学会誌 第 32号 (1980)

大韓民国地質巡検に参加 して

長崎県地学会の会員を迎えて

美 しい自然を吟味 しなが ら地球の真理を追究

するということは ,Geologistの誇 りだと思い

ます。特に ,異 国人といっしょに行なう旅行は ,

異国の生活をあじわ う事が出来る絶好の機会で

あると思います。

韓国には ,Pre― Cambrianか ら新生代に至る

までの大部分の地層が分布 しているので ,地質

巡検の適地だと思い ます。特に ,P re_Cambri_

anと 古生代のCambroO Ordo宙 cianの 地層が ,

ほとんど見られない日本のGeol ogistには ,た

いへん珍 らしいことだと存じます。

こ ういう意味で筆者は ,ほ とんど毎年の様に ,

field excursionの 案内役 として参加 しました。

1978年 度のCoP R R会議 の際には ,韓国に

於 けるfield excuぃ lonの guide bookの10ad

10gを 作成 し,ま た案内役 として参加 しました。

案内役をしなが ら何時 も感じることですが ,4

～ 5日 という短かい期間に韓国の地質を ,全部

海 外 研 修 旅 行 に参 加 して

元   鍾  寛  (建国大学 )

紹介することが到底不可能であったことを ,心

惜 しく思つてお ります。

しか し,タ イ トな日程であったけれども,団

体の皆様が良 く行動 して下さって,無理なすべ

ての10ad logを終えることが出来たのを ,実

にうれしく思 ってお ります。道路の都合で ,予

定の上東タングステン鉱山一帯を巡検すること

が出来なか ったことを残念に思います。 しか し,

日本では良 く見られなしf re― Calttri a nの片

麻岩 と,Ca mbro‐ Ordo宙 ci anの地層 (朝鮮

系 )をのぞ く機会があったのは ,実 に幸いなこ

とであったのです。

巡検中 ,充分な説明が出来なかったことを諒

解 して下さると共に ,多少でも皆様の研究にお

助 けにな ったら,こ の上 もない光栄と存 じます。

最後 に,長崎県地学会長始め ,会 員の皆様の

お健闘を心からお祈 り申し上げ ます。

(1980・ 3・ 7)

長崎県地学会では会員の間に,かねてか ら,

いつか海外の巡検をしようという声があ った。

県内の日曜巡検 も今年の四月で 100回 に達 し

たので ,こ れを契機としてまず長崎県に一番近

いお隣 りの韓国からというので ,今回の海外研

修旅行が計画された。

小 林 茂  (長崎県地学会会長 )

海外へ出るのは初経験 という人が多 く,そ れ

に初めての試みで,各関係機関 と交渉に当った

ばか りでなく,巡検の資料を蒐集準備された地

学会事務局の苦労は大変だったと思 う。

特に鎌田先生は ,韓国地質学会長であるソウ

ル大学の金鳳均教授に,巡検に際 しての指導助
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言を依頼 され,現地の地質を案内する方として ,

建国大学の元鍾寛教授を紹介 していただいた。

目的の フィール ド黄池は,日 本の観光団 もまだ

足を踏み入れたことのない江原道の僻地で ,現

地のグローバル旅行社から添乗 したガイドでさ

え,交通事情が よく分 らないと言う。元教授の

適切な指導助言がなかったら,今回の巡検 も至J

底 この特集号に皆さんが報告 されるような成果

を挙げることはできなかったであろう。土地不

案内な外国のことであるから,私達はいろいろ

な試行錯誤とか ,失敗があっても止むを得ない

と覚悟 していたが ,お蔭で終始順調に全行程を

消化して全員つつがなく予定通 りに帰国するこ

とができた。

今回の巡検で通過する全地域 を地図で概観す

ると ,著 しく東海岸寄 りに太自山脈が走 り,途

中より小自山脈が南西方向に分岐している。こ

のため地域は 3つの河川流域に大別 される。す

なわち,東部は短小な河川が涵養する東海斜面 ,

南は釜山に注 ぐ洛東江流域である。ガイ ドさん

が韓国の民間の伝説を交えて説明していたよ う

に ,巡検 した黄池付近がその源流となっている。

そして西部はソウルを流れる漢江流域であるが

東西断面の著 しい非対称性のため ,大部分の地

域は漢江流域 となっている。

西部は ,花商岩が浸食を受けて低い丘陵とな

っているものが多 く,ソ ウル北方にある北漢山

(838m)の ような高い山は珍 しい。東部に

は Pre― Cambrian,古生代の地層が発達して

1,000mを 超 える山地 となっている。両者の

接する付近では ,浸食に対する抵抗力の差が地

形に判然 と現れていて ,そ れぞれの分布地域の

地形の対照的なのが望まれる。東海岸の雄大で

単調な海岸線は隆起によるもので ,東海岸の江

陵付近でバスを一時停車して窓よ り皆が写真を

撮 った海抜 100mに も達する海岸段丘は美

事である。

次に私が特に印象深かったことについて述べ

てみよう。

春川付近の瀑布の珪岩露頭

まず最初に見学のためバスが停車した地点で

ある。少 くとも地学に志す者なら,永年夢に見

る思いの Pre― Cambrianの露頭であったろう。

その最初の出遭いに皆固唾を飲んで露頭を喰込

むように凝視 していた。自然保護の立場から ,

この地域はサンプ リングを禁止されていた。私

は ,こ れとよく似た岩相の Pre― Cambrianの

珪岩が広 く発達 していた満州の関東州で学生時

代 6ケ年を過ごしたので,懐 しい思い出の珪岩

との再会であった。この地質時代については ,

P re‐ Cambrian後 期の Sangweon Systemの

下部であるともいわれるが ,実際のところまだ

よくわ力>っ ていないようだ。

長省の河畔の平行不整合

韓国では一般にオル ドビス系上部 ,シルル系 ,

デボン系それに下部石炭系が欠けている。北の

方で ,ジ ュラ紀の石灰岩の基底礫の中から,日

本でもよく産出するシルル系のクサ リサンゴ

(〃α″Sグ′θS)が発見 されたというから,か っ

てはシル リア紀の石灰岩が存在したであろ うが

露頭はない。そしてこの平行不整合が河畔の道

路沿いにあって観察 される。

朝鮮系最上部のマツゴル石灰岩 と,平安系最

下部の紅店統の緑色～赤色砂質頁岩 との間には

基底礫 も見られる。この不整合が,そ の間に気

の遠 くなるような時間の断絶を示す証拠である

と一応頭で理解 しても,伺か人間にはまだ十分

に理解 されない未知の世界の深淵に臨んだよう

な気持に襲われる。

長いこと地学の教師をして ,そ の間満足な実

習 もできなかったことが:海 やまれる。この露頭

を生徒に見せてや りたかった。こんなにスケー

ルの大きい ,一目で誰にでもわかる典型的な露

頭は珍しい。私でさえ感動するのであるか ら,
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若い者だったらその受ける印象 も強 く,そ して

地学を学ぶ ことの面白さに目を開かれる者 もい

るに違いない。

その他 ,朝鮮系
*上

部の石灰岩中よりは ,三

葉虫や腕足類等の化石が採集 され ,平安系は 4

つの統がまとまって分布し,そ の中に炭層が挟

さまだ■, ιィガグθ滅
"π

わηπ , Cθ′犠:αグ′θs,

Cαノα笏グ′θs 等の植物化石が硬山で採集できる。

巡検のフィール ドとして,ま ず第一級の魅力あ

る好適地であるといってよかろう。

長省炭破

物腰の柔い ,ま だ 40代の若い所長が特に私

達―行のため炭破の現況を説明し,同行の元教

授が通訳 された。「石炭の層厚 5m,順斜 45° ,

採堀の範囲は 2 8kmに 及び,月 産 18万 トン。

現在は地下600mを 稼行中であるが将来更に

深部を採堀の予定。長省にはまだ他に炭破があ

って,長省地区全体では年産 400万 トンに達

する」と。あとで質疑応答があった。

1つ の炭破で月産 18万 トンといえば,最盛

時の日本でも屈指の大炭破であろう。しかし ,

1人当りの能率が月に30ト ンと説明があった

が ,こ の数字は ,日 本でエネルギー革命が叫ば

れ ,国 策 としてスクラップ ,ア ンド,ビル トが

進められた時代の所謂スクラップに該当する位 ,

余 り能率の良 くないクラスに入るだろう。採炭

法とか機械化の現況についても質問がなされた

が ,現在主として ピックやオーガーによる採炭

であって,日 本の長壁式等のような集約採炭は

*朝鮮 という言葉は今日韓国では使われず ,

むしろ禁句であると思っていたが ,現地でも

らったプリン トのコッピイにもThe JOseon

System(朝 鮮系 )と 記載 されている。なお

巡検の手引書を見 ると朝鮮系は 1915頃 そ

の岩質よ り無名の地質学者によ り大石灰統と

陽徳統に分 けられたが ,こ れは最近改められ

た。しかし,朝鮮系はまだ今日でも使用され

ている言葉である。

元教授と小林会長 (大関嶺総合休息所 )

行われていないようだ。

炭質についていえば ,日 本の石炭とは比較に

ならない長い地質時代炭化作用を受けているの

で,揮発性分は脱けてしまって石墨化 した無煙

炭である。したがってメタンガスの心配はない

という。

韓国では冬期の家庭用暖房はオンドルである

が ,現在薪の使用は全面的に禁止されていて ,

石炭でつ くった煉炭が専 ら使用されている。

そこで私達は ,コ ス トの点がどうなっている

か心配されたので質問したところ,や は り楽で

はないらしく,他の炭破では赤字であるという。

詳 しい ことは良く分からないが ,これでは安い

外国の石炭を自由に輸入していた らとて も太刀

打 ちできないだろうから,貴重な国内資源 とい

うので国家の手厚い保護育成策がとられている

のであろ うか。

ハングル文字

巡検 も本格的にやるとなればどうして も韓国

のハングル文字が読めないと不便である。日本

のように英語が氾濫 していれば,反 って私達に

は分 り易いが ,看板か ら道路標識に至るまです

べてハングル文字で統一 されているので ,何 を

見て も全 くチンプンカンプンである。

出発前のオ リエンテーシ ョンで ,ハ ングル文

字の基本になる母音 ,子音を教わったが,不勉

強であった私は ,地図を見て も現在地点がわか

らないし,バスに乗 ってもどの辺を通っている

かさえわからなかった。
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第 1日 目 ,元 教授のバスの中での韓国の地質

の説明に ,「デ =ボ
ーgranite」 とい う言葉を

耳にタコが出来る程聞かされても理解できず ,

後 になって ,そ れがDttbO granite (大宝花

商岩 )で あることを理解できた有様である。

また,地名をローマ字で表記するに も韓国式

とアメリカ軍の地図で採用 した方式とがあって ,

韓国人の間でも混乱が生 じているという。その

混同されている幾つかの例が巡検の手引に挙げ

られている。とにか く,私達 のように何でもま

ず地図でその位置を確かめなければ ,気が済ま

ない者にとっては ,ィ ンヽグル文字を読めないこ

とは大変困った事である。

おわ りに

今度の巡検では ,地質の見学の他にいろいろ

貴重な体験をすることができた。私は40年以

上 も前に友人と2人でソゥルか ら金岡1山 まで ,

途中鉱山を見学 しながら数 日間旅行をした経験

がある。当時は禿山が多 くて自然は荒廃してい

たことが強 く印象に残 っていた。

今度訪れた韓国は ,至 る所山野は緑に包まれ ,

道路 もよく整備されて並本が果てしなく続き ,

河 岸には楊柳が風 に揺れて ,平和 な牧歌的風景

がどこでも見られた。東海岸から黄池に太自山

脈を横断して
・
行 く途中 ,車窓に展開する景色は

山高 く,峡谷の水 |』清 くまるで一幅の山水画の

ようであった。

人々の服装 も小ざっぱ りしてお り,田舎の宿

も思 ったよ り清潔である。バスの中で流れる歌

は ,昔の哀調を帯びたものではな く,力強 く,

中には日本の文部省選定歌の リズムであった り

する。            i

車中韓国の女性ガイド権 さんは ,と ても韓国

人とは信 じられないような流暢で巧みな日本語

で韓国事情 を説明し,参加者のいろいろ広範な

質問にも明快に答 える名ガイドであった。その

中の一節 ,日 本の映画は余 り面白すぎて韓国で

は上映禁止になっているとい う。それだけで私

達の国 とのお国振 りの違いがどんな ものか察し

がつ くよ うで ,こ の言葉はいつ までも心 に残 っ

た。

漢字は ,ほ とんど目に触れなか ったが ,例外

として ,学校の正面には「忠孝」とか「 自主学

習」等のスローガンが大きく掲げられていた。

また,教 えられてわかったのであるが ,「自然

保護」 を呼びかけた立札 も見なれて馴染みにな

った。こうして新 しく国を造ろうというセマウ

ル運動の息吹 きがどこでも感じられる。

一般の観光旅行団が訪れないような奥地に行

って ,オン ドルの宿に泊り,私達は隣国 ,韓国

のあ りのままの姿に接することができた。

また ,言葉の障害はあったが ,韓国の人々と接

して心の触れ合 うこともあった。これ も今度の

巡検の収穫の一つであるといってよいであろう。

訪 韓 所 感 3題

1.金鳳均教授と元鍾寛教授

福岡を 10時す ぎに飛び立ったソウル行の日

本航空 JAL971の 機内は ,殆んど日本人の

客で占められていた。そのため ,金 浦空港に着

鎌 田 泰 彦 (長崎大学 )

いて ,通 関の際にいきなり英語で何日間滞在す

るのかと尋ねられた時にな って ,漸 やく海外旅

行に来たんだ という実感が湧いてきた。到着ロ

ビーの出迎えの群集をかき分 けなが ら空港ビル
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の外に出ると,フ ロン トガラスに「jt b長崎県

地学会研修旅行」のステッカーを張 りつけた大

型貸切バスが待ち受けていた。そこには ,今回

の地質巡検の案内役を引 き受けて下さった建国

大学の元鍾寛教授 も来ておられ ,初対面の挨拶

を交す。その瞬間 ,こ れでこの海外地質巡検会

はすべてllM調 に発進できると ,安堵の胸をなで

おろすことができた。

元先生を御紹介下さったのは ,ソ ウル大学の

教授であり,しか も韓国地質学会の会長をつと

め られている金鳳均教授である。金先生には ,

御多忙なことを承知の上で ,再三にわたって今

度の海外巡検に対する御助言や ,案内して頂け

る方の推薦をお願いしていた。金先生はわれわ

れ―行が ソウルに着いた日に ,政府の用命を受

けて東南アジアに向けて出発し,25日 にしか

戻 らないということだった。そのため ,ソ ウル

で金先生 と再会できなかった許 りか ,ソ ウル大

学訪問 も断念 しなければな らなか った。しかし ,

韓国の地質に精通 し,ま た熱意 をもって巡検の

指導にあたられた元教授を御紹介下さったこと

で ,今回の計画が円滑に実施できることになっ

たのは心底から感謝している。

この地質巡検会の最大の目的地である江原道

の長省では,大韓石炭公社長省鉱業所の成楽辰

所長が ,約 1時間にわたって炭鉱の概況説明や

質疑に応じられた り,鄭観詰地質課長が現地を

案内されるな ど,予想もしなか った異例の御好

意を受けることができた。 これもまた ,金教授

が前 もって連絡してあったことと,元教授の接

渉の結果であったことで ,本当に有難か った。

2。 韓国の自然保護

ソウル郊外に出て,バスが漢 江の右岸 をさか

のぼる頃からガイドの観光案内に代って ,元先

生の韓国の地質の概要説明が始 まる。加平をす

ぎた所で ,地方境とな る小 さな橋の手前には

「 名誉三壼先進京畿」 という京畿道のスローガ

ンが ,そ の先には「 自然保護観光江原」 という

江原道の大きな標識が立 っている。江原道には ,

太自山脈の最高峰の雪岳山 (17o8m)の 国

立公園や ,東海 (日 本海 )に面した江陵や三渉

一帯の海水浴場などがあり,山 と海を楽しめる

観光とレジャー地域である。また同時に山岳地

帯のために ,森林資源の保護には異常な程に熱

の入れ方 をしている。山の本はいっさい切らせ

ない。自分の山の本でも伐採すると罰せられる

という。春川で昼食にプルゴギ ー(火肉 )を食

べたが ,七輪に使 っていた本炭は ,実は外国か

ら輸入 した本材を製材所で切 った時に出る端切

れを焼いたものだと聞かされ ,国内材の保護 と

資源の節約が徹底 しているのに驚いた。昔は ,

朝鮮の山というとす ぐ禿山が連想 されていたが ,

今の江原道の山々はすっかり緑の森林で覆われ

ていた。

日本では自然保護 とい うと,土地の舌L開発か

ら自然を守るという印象が強いが ,韓国の自然

保護は天然資源の保存という考え方が優先 して

いる様で ある。高速道路で煙草の投げすて禁止

の標識 も見かけたが ,こ れも山火事か ら森林資

源を守るという大前提によるものであるという。

車の窓か ら吹殻を捨てると罰せられるとも聞い

たが ,マ ナーの上でも日本人はその精神を学ば

ねばなるまい。

春川の衣岩ダム (1967年 完成 )に近い内

登仙瀑布を見物した後 ,道路わきの珪岩の標本

採集 をしていた所 ,通 りがか りの自家用車が寄

って きて止 り,自然保護を呼びかけられたが ,

ここで も韓国の自然保護思想の徹底さを見せつ

けられた感がした。

6.韓国語

新 しく外国語を学ぶには , 1か 月や 2か月で

は到底 ものになる筈はない とは充分承知 してい

るが ,始めて韓国を訪れる機会に ,少 しでも韓

国語につ いて理解してお きたいと思い ,5月 に
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冊とカセットテープを買いこんだ。充分な時間

的余裕 もなかったし,勿論独学なので ,さ っぱ

り上達 もしなかったが ,8月 までになんとかあ

の象形文字的なハングルの構造だけは判 ってき

た。ソウルに出す手紙の宛先にス1巻 (ソ ウル )

を使 った り,差出人の所に フトロ「τ卜(か まだ )と

書いてみた りもした。

三渉よ り東海岸を南下し,湖山より西に渓流

にそってさかのばり,山越 えして黄池に入る山

道は ,大型の観光バスにとってもきびしい悪路

であった。道路 もせ まく,下 ってくる車との離

合もやっとである。大型 トラックと出会 った時

には,ガ イドの権さんが危ないか らと言って皆

に車の外に出る様に うながした。一番前に座 っ

ていた私が真先に降 りて ,前方に止 っている ト

ラックのそばまで行 くと,運転手が体を乗 り出

して私に何かを叫ぶ。とっさに ,「 イルボ ン

(日 本 ),ハ ングゴ (韓国語 ),モ ラ (知 らな

い )」 と答 えた。所が奇蹟的 (7)に通じて ,

運転手はあきらめて話すのを止めた。残念なが

ら「日本」までは知 っていたが ,「私は日本人

です」という所 まで言えなか ったが ,と にかく

通 じたことで気をよくした。

帰途 ,三渉か ら江陵に向う途中,前方に走 っ

ていた三立と書いた冷凍車に 。「OIム ヱ]と 書い

てある。じっと見ていた西村暉希君が「 アイス

クリーム」 と口にした途端 ,ガ イ ドの権 さんが

「 よく読めましたね」と感心する。出発直前の

説明会の折 ,発音記号をつけたハングルー覧表

のコピーを配布してあったが ,短期間に読み方

のこつを会得 した彼ののみ込みの早 さにこちら

も驚いた。

外国を本当に理解 しようとするためには ,そ

の国の言葉を知 らなければならないだろう。韓

国の場合 ,50歳 以上の人は戦前の日本語教育

を受けているため,かな り日本語がよく通ずる。

しかし,外国に出た場合 ,共通語的にお互い英

語などで話 し合える場合はよいが ,一方が知 ら

ない時には,やは りこちらがその国の言語を理

解できる様に努力するのが当然だろう。長崎県

とは一衣帯水の間にある韓国の言葉 をもっと勉

強 したい ものと思 う。慾 をいえば,長崎ではた

やすくキャッチできる韓国放送を聞いて内容が

判る様になりたいと思うのが ,今回の韓国訪間

の反省の一つである。

この度 ,韓国地質研修に参加 して ,古い時代

の岩石を見ることができたこと,大陸の地質状

況を自分の目で確かめることができたことを喜

ぶ とともに ,団 長の鎌田先生に深 く感謝いたし

ます。

また ,短期間に有意義に ,広 く巡検ができた

のは,元 (ウ オン )先生の御案内によるものと

感謝いたします。

韓国の日常生活は大変だろうと,つ くづく感

韓 国研修旅行 で感 じた こと

三  村    澤  (松島高等工業学校 )

じさせ られた。いつ もが戦時体制である。

また ,時代の遅れも感じはした。しかし ,あ

の真夏の昼下り,田畑に出て働いている。それ

に ,土地に空地がない。土のあるところ総べて ,

何かが植えつけてある。田畑の周 りには草も見

当らない程よく刈ってあ り,豆 類を植えている。

市内でも,朝 早 くから, リヤカーで親子が野

菜を市場に運んでいる。非常に勤勉である。

質素で勤勉。日本で失われているものを見た。
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あの ,古い岩石が風雪に耐え ,岩肌を自 く。

高 く,ど っしりと構えているように ,人 もがま

んし,頑張 っているようである。

国境のない日本のありがたさをつ くづく感じ

坂

荒々しいが ,ひたすら前進を続ける韓国。そ

してその国から眺めた日本は ,ま た太平洋に浮

かぶ豊かで倖せな国。それが私の韓国の旅を今

終 えよ うとする空からの印象であった。

私にとって思いもかけぬ大 きなプレゼン トで

あ った韓国研修旅行は ,妻の生誕の地への旅で

もあり,意義深 いものであった。

この旅を実現 し,実のあるものに して下さっ

た鎌田先生 ,元鍾寛先生はじめ ,旅行の前後を

通じてお世話下さった諸先生方に心から御礼申

し上げる。

さて ,短い旅行期間で韓国の真の姿をとらえ

ることは大変難しく,かな り的はずれの感想に

なるものと思われるが ,コ ンサルタン トという

仕事上の眼か らみた印象を一 ,二述べ させて頂

きたいと思 う。

先ず道路の建設。平野を抜け山を越 えて高速

道路網は着々とその距離を伸ばしつつあるが ,

同行した宮原先生は ,2～ 3年前に比べ ,東海

岸を南下する道路建設のテンポの早さには驚嘆

されていた。殊に ,高速道路が飛行機の発着場

になるとい う機能を取 り入れたり,推測ではあ

るが ,道路基面高が田地面と同じ高 さで ,緊急

時に各所か らの乗 り入れが可能なように配慮 し

てある事等 ,戦時態勢を十分配慮 した道路づ く

りが行われているとの印象を受 けた。

しか し,道路づくりは非常に荒けず りな もの

で ,と にか く道をつ くり,少 しでも車を前へ進

た。井の中の蛙何 とかで ,や はり,他国を見る

ということは非常によいことである。現在の生

活に甘えることな く,厳 しく生 きたいと思 う。

今後 も,海外地質巡検を続けて欲しい。

文

本 陸 泰 (サ ンコーコンサルタン ト)

めることが第一義的に考えられているよ うに思

われた。例えば,道路は路面の舗装 までで ,切

土ノリ面や盛土ノ リ面の保護工までは余 り及ん

でいない模様である。

このような現象は建築にも言えることで ,我

々が宿泊 した豊田ホテル も宿舎という機能は十

分果たされてぃるが ,外壁のコンクリー トは打

設のままで仕上げは行われていない。

私が冠頭に「荒々 しい」という言葉を使 った

のは ,そ のような意味合いも込められているか

らである。

私は黄池の炭破 を直接見ることは出来なかっ

たが , 1人当 り月産 30tの出炭 も ,現在の韓

国方式で進めば,日 本なみの 60～ 70t/月

の生産が実現するの も夢ではないと思われ る。

それにしても,韓国の青少年は朝早やくから

よく働き ,しか も 20～ 30代の若者が巷 に溢

れているように見受けられた。こぅいった若い

労働力が戦争にではなく建設のために生か され

れば,確かに経済的な面でわが国の強力なライ

バルとなることは疑 う余地はないものと思われ

る。

ただ ,隣国同志が1司 じ分野で競争 し合 うので

はなく,両者の特殊性を尊重 し共存し合 える広

域的な経済圏をつ くることの方が ,互いの国に

とって得策になるのではなかろうかと痛感 した。

最後に ,大韓民国の平和と発展 と,そ して元

鍾寛先生の御健康を切に祈 り筆を置 く次第であ

る。

想感
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中学入学のとき,隣席のK君は同学年たゞひ

とりの朝鮮人であった。とくに侮辱 とか偏見の

感情はなかったと記憶 している。むしろ,親 し

い友人であった。しかし,日 本人 と同じように

肝胆相照す仲であったかどうかは定かな思いが

ない。あるいは,東洋拓殖株式会社による非情

な土地取 りあげ政策で,故郷の土地を追われ壱

岐に住みついていたのかも知れない。炭焼 きそ

の他の仕事をしていた彼の家族は,急造の藁ぶ

きで貧しい家に住んでいた。その貧しさは何故

かなどわかろうとする力はなかった。朝鮮は日

本の領土であり,同時に彼等の祖国でもあると

いう程度の理解に過 ぎなかった。当時朝鮮にお

ける三大農場の一つ,熊本農場経営者 (日 本人

地主 )の大邸宅が印通寺の丘にあることも知っ

ていた。

朝鮮動乱後,K君が健在であり,韓国で活躍

していることを知った私は,彼に逢いたいとい

う熱望から,今回の地質巡検参加を希望 した。

結果的には彼の公務多忙のためソウルで逢 うこ

とはできなかったが,は じめての韓国旅行の印

象の一端を記してみたい。

「栞種」,一名「蕪窮だ」のこと

韓国の国華である。色は自ないし紫,底紅ま

たは八重咲 きなどがみられ,庭本や生垣 として

栽植 されていた。野性的なところはあるが,静

かな艶を含み一種気品をもった花である。夏の

日盛 りに咲 き続けていた「木種」の姿に,韓国

の人々の繁栄と国運の無窮 (南北朝鮮の統一を

希って )を祈 らずにはいられなかった。

村落のこと

韓国の村落の多 くは集村をなしてお り, これ

イルボ ンの人 と して の旅

藤  田    光  (長崎南高校 )

は外敵の防禦,洪水防止,血縁関係 (同族部落),

用水関係,人間に内在する集団本能などがその

主な理由によるのだろうか。背山臨水的な位置

に多 く散在 していた農村風景に,「セマウル」

運動の息吹 きが膚に感 じられるようでもあった。

通訳 権寧馨さんのこと

朝鮮の風土と文化,朝鮮と日本との文化的関

わ りなどについて,深い理解力・学識を持つ権

さんであった。日本にはまだ来たことがないと

いう彼女。その流暢な日本語にしばしば異邦人

であることを忘れるほどであった。太自山脈を

越 える悪路の途中で,私たちの安全に関する運

転手とのやりとりや,食事・ 宿泊その他の親身に

及ばせぬ世話を受けたこと,黄池 (′ππgプ )

で愛息の交通事故の報に接 しながら,最後まで

心配顔一つ見せずに責任を全 うしたこの韓国婦

人を私は忘れることができない。

36年間にわたる, 日本帝国主義の植民地支

配の傷痕,南北分断の不条理,日 本資本の韓国

(南朝鮮 )への再侵入が民衆に強いている不条

理,そ ちらのすべてが歴史に由来すると同時に
,

現実 としてある。抑圧 したものと抑圧 されたも

の,侵略 し侮辱 してきたものの加担者 と, され

てきた人間との間に横たわる溝の深 さは,そ ん

なにきれいに澄んだ色にはなっていない筈なの

ナゴ。

しかし,権 さんはそれらの一切の ものを抑制

していた。彼女の祖国の独自な文化伝統に対す

る誇に満 ちたガイド内容は,私たちに く内なる

朝鮮人 〉に対する (内 なる差別 〉への易J挟を促

しているように思われた。あるとき,郵便局前

のポス トの説明に対 し
敏
屑かごみたいだ"と い

う声が車中に聞こえた。そのときの彼女の表情・
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心情を思 うとき,私 はイルボンの人間として
,

その精神的恥部を指摘 された思いの苦渋な気持

であった。韓国地質巡検報告会の席上,鎌田教

授がコメントされたように,私たちが異文化に

接するときの態度に問題はなかったかどうか。

特に韓国人や中華民国人その他のアジアの民衆

と関わるとき,ややもすればかっての「大和魂」

が頭をもたげ,日 本の悪しきナショナリズムが

「～人なんかに紙められてたまるか」という一

点の集中度だけは肌身離さずにいにしないだろ

うということである。

韓国地質巡検旅行に参加して

長崎県地学会 日曜巡検会の第 100回 を記念

しての海外研修会では,日 本では見られないカ

ンブ リア・ オル ドビス紀の岩石や化石の見学が

できるとあって参加することになった。

出発前 (8月 6日 )に長崎大学にて参加手続

や韓国の地質の説明会,韓国文字など即席の学

習会 もあったが,外国語 となるとなかなかむず

かしい。外国といって も隣 りの国だし,漢字を

みれば何とかなるだろうという気持 もあって ,

ハングル文字の勉強 もそこそこに出発となった。

8月 10日 ,長崎を発 ち福岡に一泊。翌 11

日集合地の福岡空港へ向かう。福岡からソウル

までジェット機で約 1時間の距離であるので
,

どうも外国旅行という気がしない。長崎から福

岡までよ り時間的に近いことになる。しかし,

出発時刻が追 ってくると, さすがに始めての土

地であるので,ど んなことが起るかも知れない

という不安と期待感で複雑な気持 となる。いよ

いよ搭乗 という所で早速失敗。出国の際のハイ

ジャック防止の荷物検査でブザーが鳴 り出して

ビックリ。化石採集用のタガネを手荷物の中に

入れてあったからだ。機内持込制限品 として別

送 りになった。

この日は天気 もよく,ソ ウルの「 よど号事件」

で有名な金浦空港に無事着陸。空港からすぐに

専用バスに乗 リソウル市内見学へ向う。ガイド

松  村  俊  二  (長崎市渕中学 )

さんの日本語は流暢で日本人 と間違える程であ

る。道を歩いている人の服装にしても,街のビ

ルなどもあまり日本 と変わ りなく,予想 してい

た異国情緒の風景 も,民族衣装の違い もあま り

目につかない。やっと王宮や博物館などの建物

を見た時,韓国に来たという実感がわいて来た。

食事には少々まいった。毎食ごとに出て くる

キムチとかで,体中が唐辛子漬けになったよう

で,国の中が ヒリヒリである。後日出されたカ

ルビタンとかいうまぜご飯の時はスープをかけ

て食べるなど,食事に関 しては,や は り外国だ

という感 じが強かった。

街中の看板などもほとんど漢字が見あたらず ,

ハングル文字ばか りが目につ く。漢字をあてに

してハングル文字の勉強をおろそかにしたこと

が悔やまれる。もっとも,文字が読めても意味

はわからないのであるが,「数」 ぐらいはやは

りおぼえてお くべ きであった。とにか く,言葉

も数 も通 じない事は全 く不便で不安になる。

巡検はまず春川から三レヘと専用バスで向か

う。途中の巡検地の岩ですべって,前歯が折れ

たかと思 う程強 く打 った。おかげで 2～ 3日 は

食事の味 も感 じなかった。カメラも岩にたたき

つけたので露出計のメーターがこわれ,そ の後

のスライドは充分撮れなかった。

=韓
国は花商岩のはげ山が多い」と聞かされ
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ていたが,車窓から見る景色は緑が豊かで大変

な違いであった。ガイドさんの説明では,山 に

入って本を切った り,下の落葉 もとってはいけ

ないことになっているようで,国 をあげて自然

保護に取組んでいる姿を嬉 しく思った。

三勝から黄地までは大変な悪路で,かな りの

山奥に入った。やっと夕方近 くに三葉虫の化石

を採集できた。かけらばか りで完全なものは採

れなかったが,数億年 も昔の生物の化石が採れ

た事は満足であった。長省での朝鮮系 (ォル ド

ビス紀 )と 平安系 (石炭紀 )と の平行不整合の

観察 も感激であった。 1億年以上 ものギャップ

があるとは思われない全 くの平行な不整合関係

は驚 きであった。二畳紀の含炭層中の植物化石

も欲 しかったが,折角ボタ山まで行っても充分

な時間がなくて採集できなかった。長省炭鉱よ

り長崎大学に贈 られた標本は立派なものであっ

た。

帰 りの空港での検閲を気にして,サ ンプルの

採集 も遠慮がちであった。それでも,かな りの

土産 もできて,再びソウルヘ向った。

帰途,韓国のお寺「月精寺Jも 見学できたの

はよかった。

旅行中,黄地から戻る途中で一度雨に降 られ

たが,バスの中で影響はなく,天気にも恵まれ,

いろいろな面で有意義な研修旅行であった。案

内して下 さった元教授をはじめ,お世話になっ

た方々に感謝します。

日本にとって最 も近い大陸であ り,ま た,隣

国で もある韓国の大地が,対馬の北端か らわず

か 5分で眼下に広が り始めた時,「近いなあ」

というのが実感であった。しか も,高度 8千メ

ー トルからの眺めは,見慣れた対馬の山々とよ

く似てお り,山 は深 く,谷 も複雑に入 りこみ,

平野 らしきものはほとんど目に入 らず,山 また

山の連続である。

建国大学元教授の説明によると,韓国は北側

が先カンプリア代及び吉生代の古い地層や花商

岩が多 く,南部は申生代・新生代の地層が分布

しているとのことで,地層にも対馬とのつなが

りが感 じられる。

花商岩は大宝花商岩 と呼ばれ,広 く分布 して

お り,ソ ウル市街・ 原ノ11・ 大関嶺に通ずる道路

沿いに露頭がよく見 られた。花商岩特有の盆地

地形 も大規模に形成 され,対馬の内山盆地を思

い浮べながら興味深 く観察できた。

韓国地学研修旅行をかえりみて

川ヽ  柳  孝  夫  (対馬高校 )

春川にほど近い春城ダムは, 15億 トンの貯

水量があ り, 7万 KWhの 発電をしてお り,国

境が近いこともあって,軍隊の警備が もの もの

しく感 じられた。近 くの内登仙の滝には,先 カ

ンブリア代の珪岩の露頭が見られ,道路脇で採

集できたが,自 然保護の思想が徹底 してお り,

ハンマーで露頭をたたくのは気がひける思いで

あった。山腹には各所に「 自然保護」の看板が

目についた。全行程を通 じて,山 は緑に覆われ
,

植林 もよくなされている。

現在はオンドル用の枝本を取る事 さえ規制 さ

れているとのことで,国がいかに緑化を重視 し

ているかがうかゞわれた。

春城郡東山村では 25億年前の黒雲母片麻岩

の採取ができたが,一口に 25億年と言って も

余 りの吉 さに感覚的には, ピンとこなかった。

半島の東側海岸にある太自山脈や半島を斜めに

横切る車嶺山脈は思った程高 くはないが,大陸
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の山脈 らしく雄大である。高速道路は南北・ 東

西に伸び,よ く整備されているが,江原高速道

路は数年前に江陵迄開通 したということで,山

脈の峠にあたる高度 800メ ー トルの大関嶺に

は記念碑があり,冬はスキー場にもなっている。

日本海側の江陵市の南 6 0 kmに あるセメン ト

エ業の中心地である三勝には,セ メン トプラン

トエ場があ り,三渉郡の中心地 らしく活気を呈

し,工業大学 もあって,工業には国 も力をいれ

ているように感じられる。

国民学校・ 中学校等には「 自主教育」,「忠

孝」といった看板が掲げられ,設備 も整 ってい

るように思われた。

三葉虫化石産地,長省迄の道路は,湖 山から

山地に入った途端,予想以上の悪路で,途中何

度か下車 して道路の亀裂に石を埋めなが らの走

行で,運転手 さんには感謝の気持でいっぱいだ

った。黄池は思ったよ り大 きな炭鉱町で,活気

はあるが,ごみごみした感 じであった。山腹に

は炭層の露頭が各所に見 られ,露天堀かと思わ

れたが,長省の国営炭鉱では坑内堀 りとのこと

であった。韓国の石炭は二畳紀の寺洞統に属 し,

オル ドビス紀下部から石炭紀下部迄は地層が欠

けているとのことである。

今回の研修で国営長省鉱業所を訪間できたこ

とは非常に幸運だったと思 う。海抜 600mの

炭鉱で,従業員 6千名が 3交代で採掘 してお り,

月産 18万 トンと出炭量 も多 く,従業員住宅 も

立派なアパー トが建 ち並んでいて,石炭産業全

盛を感 じさせる。鉱業所の鄭地質課長 さんに長

省附近の地質調査及び三葉虫化石採集など案内

していただいた。先カンプ リア代 と古生代の不

整合礫の観察,虫食い石炭岩,朝鮮系上部,オ

ル ドビス紀の三葉虫化石の採集等,大変収獲の

多い地質調査ができた。三葉虫化石は不完全な

がら多数採集でき, 9月 の文化祭に展示した際

は見学者の関心を集めた。旅行前,食事につい

ては気になっていたが,韓国料理は私の口によ

く合ったのか,大万おいしくいただく事ができ

た。特に印象に残 ったのはブルオギという焼肉,

帰路 ドライブインで食べたヒビンパンというま

ぜ御飯,カ ラッコスという素 うどん等であった。

旅行中お世話をいただいたガイドさんは,食事

に一番気をつかっておられたが, 日本料理に近

く,お蔭で体調 もよく,食べ過 ぎが気になる程

であった。

観光 としては,景福宮・国立博物館・月精寺

等を見学できた。いずれ も立派に保存 され,管

理 も行き届いてお り,塵一つ見かけなかった。

ソウル市街には高層 ビルや立派な個人住宅が建

ち並び,動乱以後の復興に目を見はるものがあ

るが,バス・ 自動車・服装等には華美な面が見

られず,準戦時体制下の厳 しい生活の一面をの

ぞかせていた。

最後に,今回の研修を終始お世話いただいた

事務局の先生万,日 本交通公社及び韓国グロー

バルツアーの皆 さん,元教授,鄭課長 さんに厚

くお礼申し上げます :

長崎駅発 17:28「 あかつき」 1号に,日

本交通公社添乗員の出利葉君 と共に乗 り込み
,

座席に着いてほっとした時,今迄の準備の事が

韓国海外研修旅行に参加して

小  田 忠  昭 (長崎西高校 )

いろいろと頭に浮んできた。 1978年 第 1回

運営委員会で日曜地質巡検会 100回記念とし

て海外巡検をしようという声が誰ともなく出,

一-35-―



全員賛成の うちに準備を始める事になった。や

は り,機が熟 していたんだと思 う。しかし,可

能かどうか もまだ手掘 り状態で,鎌田先生が金

教授 (ソ ウル大学,韓国地質学会会長 )と コン

タク トをとることか ら始まった。およその見通

しがつ き, 1979年 4月 の運営委員会で鎌田 ,

荒本,鴨川,近藤の諸先生と私 5名 が世話役 と

して準備を進めることになった。旅行社は日本

交通公社 と決まり,い よいよ日程の検討から始

まった。しかし,世話役 5名共に韓国地質巡検

の経験がなく,ま た,公社員の方 も地質巡検の

同行は初めてという事で,何 もか も初めてづ く

めの感があった。この機会に,次回の海外研修

のためにも当初の問題点を整理 して個条書にし

てみる。

1. 日程は, 8/8～ 8/13, 8/11～

8/16の 2案 ,即 ち,お盆前かお盆の間か

ということになったが,高校の補習の事 も考

えて後者に決定。

2.巡検コースは,今回はこの決定が最 も難か

しからた。韓国の地質文献,横浜地質研究会 ,

日本地学教育学会の巡検報告を見ながら,鎌

田先生所有の韓国地質図と_地名の照合か ら始

めたが,地名の見つからないのには参った。

電気スタンドをそばに置いて 5名共血まなこ

になった。学習会の参考資料作成のためであ

る。

3.岩石,化石の日本持 ち込みが可能かどうか

が心配の種であった。三度ほど,公社か ら福

岡空港植物防疫所に確認して もらったところ,

完全な石であれば持 ち込み可能,土は持 ち込

み禁止なので, たが付着 している物は全面的

に禁止という返事をもらい,そ れではよく洗

って持ち帰ろうということになった。

4.県教委後援,県高理・ 県理協推薦の依頼を

し,学校長宛派遣依頼をすることになった。

今回は御都合で参加出来なかったにもかかわ

らず,栄岩,荒本,山本の諸先生の御協力で,

それが可能 とな り,参加者の先生方にとって

非常に助かった。

他に,ま だいろいろとあったが,こ のような

問題点をどうにか解決 し,当初計画 したコース

と見学ポイントをすべて巡検すること出来,成

功裡に韓国海外研修旅行を終えること出来たの

は,現地で私達を案内して下さった,元鍾寛教

授 (建国大学校文理科大学地理学科 )のおかげ

です。紙上にて厚 くお礼申し上げます。最後に

な りましたが,鄭観詰課長 (大韓石炭公社長省

鉱業所地質課 ),現地の貸切バスの運転手,ガ

イドさん方にもいろいろお世話いただき,現地

の人達の暖い心に触れることが出来たの も今回

の大 きな収獲であり,重ねてお礼申し上げます。

現地の人々や,今回は参加出来なかった人々

の御協力を得て,無事,日 曜地質巡検 100回

記念韓国地質巡検を終了したが,こ れも,長崎

県地学会の永年の足跡があったからと思 う。今

後ますます県地学会が発展 していくことを一会

員として願 うものです。

韓国には 2回 目の調査で,手続 きその他では

慣れていたものの,地質その ものは大変異なっ

ている場所に行 くため,興味を持 って参加 しま

感

迎    満  康  (チ |1棚高校 )

した。先カンプ リア時代の岩石を手にしたとき

には大いに感激 しました。飛行機で約 1時間30

分。非常に近い外国,韓国は大陸文化が日本に

雑
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入る玄関口であり,陶磁器などを見ると,三川

内 (佐世保市 )に 住んでいる私にとっては本当

に身近 さを感 じますし,そ の技術の流れが誠に

忠実に輸入されているのは驚 きです。しかし
,

反面,空港に降 り,街中を歩 き,韓国の人々の

あたたかい接待を受ける中に感 じることは,精

神的には非常に遠い国のように感ぜ られます。

それは,言語の違い,生活習慣の違いだけから

ではないように思われました。アジアの他の国

でも,こ のようなこと感ずるとすれば,私達は

その原因を究明し,互 いに理解 し合うように努

力すべ きであると思います。

韓国で,特に印象に残 1っ たことを述べてみた

いと思います。

農村 韓国の農村は活気に満 ちているように思

います。……すばらしい田園風景でした。稲作

は多分豊作ではなかったろうか。また,沿道の

並木 もすばらしく,開発一辺倒でやっている日

本に比べてみると学ぶべきことが多いように思

います。農家は統一的な建物 (非常に新 しい )

で集落化 しているようです。日本と非常に違 っ

ている点 として,物置 (収穫物を入れる )がな

いのが興味を引 きました。多分,雨が少ないた

めだろうと思いました。

参戦碑 町や村にはもう朝鮮動乱の傷跡はほと

んど見ることはできません。また,人 々の顔に

も見ることはできません。この碑を見て,初め

て,韓国人と国連軍が一緒になって,戦 ったの

だということを感 じることができました。この

碑は,遠 くから来て戦 った,エ チォピア軍の参

戦碑でした。ソウル市民に直接に聞いた話です

が,こ の動乱で,親 は北朝鮮へ,自 分はソウル

に住んでいる。元気だとのことであるが,現在

も親子の間は全 く音信不通 とのこと。戦争の厳

しい一面を実感 として受け取 りました。彼の顔

に,戦いの傷跡が残 っているも印象的でした。

この巡検は,私 にとっては,地質のことよ り

もむしろ,そ の他のことが大いに勉強になった

と思います。次に機会があれば,今回の巡検で

得た知識をもとにして, もっと現地の市民 と共

に語 り合いながら,研究をしてみたいと思いま

す。

韓 国 巡 検 に 参 加 し て

快適な 60分の飛行を終 え,無事に金浦空港

に着いたのが 8月 11日 11時 20分 でした。

空か ら見る韓国は, きれいに区画 された田が印

象的でした。空港での荷物の検査はいたって簡

単で,カ メラの控えもされず通過 しました。く

わしく調べられた人 もいたようですが,検査官

の違いによるものでしょう。空港からソウルま

では,滑走路にもなるという広々とした道路を

通 りましたが,改めて韓国の現実を見直したものです。

ソウル市内には,ビルが建ち並んで整然 とし

てお りましたが,裏通 りはいずこも同じように

山  口 修  弘  (′ H棚高校 )

雑然 としてお り,食料品を売 っている所は台の

上に果物類などが無雑作に積み上げられてお り

ました。不潔に感 じましたが,実質本意 といっ

たところでしょう。日本ではパ ック入 りの商品

を買わされますが,ど ちらが消費者にいいので

しょうか。

着いた日の昼食は焼肉料理でブルコギーとぃ

うものでした。少しピリッとしてお りましたが
,

すんな り口に入 りました。ご飯は金属の碗に入

れてあったので不思議に思 ってお りましたが ,

後で説明を聞 くと古代か ら金属利用がなされて
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いたそうで,金属が使えなかった日本が遅れて

いるとのことでした。食事は 3日 目ぐらいにな

ると少々うんざりという所で,日本から持って

行った 曖ふ りかけ"を かけた りして何とか胃袋

に納めました。

東海岸の三レ という所で初めて知ったのです

が,夏は水風呂だそうで冬にしかお湯は使わな

いということです。自分達の生活があた り前と

思っている事が,外国では特殊なことになるの

でしょう。それぞれの国の風俗はやはりその国

に行ってみなければわからないものです。

河川敷でキャンプをしているのをよく見まし

た。また リュックを背負って歩 く青年 も多 く見

られ,健全な野外活動をしているように思えま

した。主な道路に沿 ってヤナギやポプラ等が多

く植えてあり,ま た「 山地の資源化」という標

語板が山の上にあった り,山の本は切ってはい

けない等,国 を挙げて環境保全に力を入れてい

るようです。露頭で石をたたいていると一般の

人が「 自然保護ですよ」といって声をかけて行

くのを見てもその考えが,国民に侵透 している

ようです。日本はまだまだかけ声に終 ってしま

っているようで,こ の方面の教育が必要だと感

じました。

韓国の歴史を見ますと絶えず外部から侵略を

受けていたことがわか ります。日本 も侵略 した

国の一つであることを忘れてはいけないと思い

ます。韓国の暦を見ますと8月 15日 が祝日に

なっているようです。その日は学校に生徒が集

まり,講話があります。恐 らく民族の独立とい

った話がされるの、でしょう。現在,多 くの日本

人が観光で訪れていますが,日 本のため圧迫を

受けた国であることを忘れないで欲 しいと思い

ます。

さて,最大の目的であった岩石について述べ

てみたいと思います。行くまでは,大変吉い岩

石であるから,風化浸食のため平胆な地形を示

しているだろうと思っていましたが, 40° ぐ

らいの急傾斜の山を見てびっくりしました。

25億年前の片麻岩 も本当にそんなに古いの

かなといった気持で採集 しました。ハンマーで

割 ったその面は 25億年後はじめて顔を出すわ

けで,よ くもまあ残ったものだと感心した次第

です。三葉虫は完全なものが出るかと期待 して

いたのですが,断片 しか出ずがっか りでしたが,

この手で採集することができ,やはり来てよか

ったと思いました。

5泊 6日 の旅は一本の線の上を往復 したに過

ぎず,岩石を相手にしていたため全体的なこと

はわか りませんが,韓国は一つの目標の もとに

動いているという感 じを持 ちました。それだけ

国民の自由というものが制約 されているわけで

すが,参考になる事が大変多かったように思い

ます。

最後にな りましたが,こ の巡検会を計画,推

進 していただいた方々及び熱心に案内をしてい

ただいた元先生にお礼を申し上げます。

この旅行では,地質観察 と共に,そ この自然

や生活を知ることがで き,韓国への理解が深ま

ったように思 う。この巡検に参加できたことは

韓 国地 質 巡 検 に参加 して

近  藤    寛 (長崎大学 )

私にとって幸いであった。

8月 11日 (土 )韓 国の上空に至ると裸の

山々と赤茶けた河川が目に入る。飛行機の大き
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な右旋回で視野に入った韓国の西岸には,広い

干潟が見 られる。有明海 と似た成因や特徴 をも

つのであろう。少 し暗い空港 ビルの中で厳 しい

顔をした出入国管理官に氏名を尋ねられ,長い

荷物検査ののち通関する。ソウル市では北との

対決 ということで,夜間外出禁止,月 Jllの防空

演習,電気の節約などが実施 され危機感が漂 う。

そういった事からの緊張 も徳寿荘で焼肉料理を

とった り,私達と同じ顔の人 と接 し,徐々にほ

ぐれていく。名ガイドの権寧馨 さんもまた,私

達に安心感を与えて くれた。

景福宮 (1395年 倉1立 )宮 内には,日本に

持 ち出されていた国宝の大理石石塔や,国王が

即位式を行った勤政殿など,多 くの文化財があ

る。ここにある韓国民族博物館は,国宝の建築

物をモデルとした建物で,新羅時代の出土品に

特に目を見はらされた。権 さんの説明によって

勤政殿の丹青色は奈良の都の「 あおによし」と

使われていることなど,日 本への影響や千秋殿

で 530年前にハングル文字が作られたことな

どを知 らされた。遠 くに見える仁旺山,大統領

宮邸がある北岳山などに大宝花商岩 (ジ ュラ紀

末 )の岩はだが見られた。

8月 12日 (日 )朝 の挨拶は「 アンニ ョン

ハシミカ」と教えられる。バスは漢河に沿った

有料道路を春川に向かう。ソウル近郊は大宝花

商岩 (D"ιθ g宅″グ′θs )で あると元鍾寛教

授が繰 り返 し言われ,そ の声が懐 しく思い出さ

れる。加平に入ると先カンブ リア紀のl_t圧高温

型である片麻岩,変成岩 とな り,内登仙瀑布近

くで珪岩が採取できた。観光,写真,メ モなど

と共に短時間で新鮮な岩石を標本サイズに仕上

げるのは大変であった。

春川は春川花商岩 (ジ ュラ紀末 )の浸食盆地

にあり,江原道庁所在地でプラタナス・柳・ ポ

プラの街路樹が茂る静かな町であった。昼の焼

肉 (プルゴギ )は ,三度目ということで特に炭

火で焼いて頂 く。火力の弱いコンロを若い女の

方が慣れた手つ きで取 り換えてくれた。ソウル

で 1,100ウ ォンの麦酒 (メ ッチュー )は 800

ウォンと安い。注文の数より多 くコーラが出さ

れ ,私 らは仕方なく飲む。数の言い方 ぐらいは

知っておくことだと思った。        ・

午後,浸食盆地を車窓の右や左に見なが ら坂

道を登 りつめると,先 カンブリア紀の片麻岩 ,

斑状変晶が入る花商岩がある。これらの立派な

標本を取る時は,胸が躍るような思いであったち

横城を通 り,高速道路に入ると登 り坂が大関

嶺まで続 く。ここから先は急な下 り道だ。ここ

の大宝花商岩には数 m～ 10数 mも の大 きさの

先カンブリア紀片麻岩が取 り込まれている。花

商岩マグマの温度は,片麻岩を同化する程高 く

なかったのであろう。東海岸で海水浴を終 えた

客を乗せ,窓を開けっ放 しとした数 10台 もの

パスとすれ違 った。

ソウルから10時間半を要 して夕刻 7時頃 ,

三防の関東旅館に着 く。薄暮のなか,裸電球を

灯 したそこの三階のテラスで,刺身・奈良漬け・

たくあんなどもそろえられた御馳走に舌鼓をう

った。

8月 13日 (月 )壮 年期の谷に沿って黄池

へ続 く道は悪 く,狭 く危険である。急斜面の道

で トラックとすれ違 う時,危険を避けるため下

車 した り,バスを通すため窪みに石を敷 きつめ

たりした。鴨川先生の高度計が 810mを 示す

峠を,昼少し前に越え,黄池 (人口 12万人 )

に入る。 3時過 ぎ,石炭塵にまみれた銅店駅近

くよ り歩 きはじめる。数cmも ある電気石を含む

先カンプ リア紀の正花商岩と,そ れを不整合に

覆 うカンプリア紀以降の荘山珪岩～花折石灰岩

がすべてみられた。また,三葉虫化石 も初めて

採取でき,意気揚々として宿に戻った。

8月 14日 (火 )朝 食にわらびが出ていた。

長省鉱業所近 くにて朝鮮～平安系の平行不整合

を見る。これだけの欠如が信 じられないくらい
,

下の石灰岩層と全 く平行に,基底礫岩,砂岩 ,
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淡紅色の頁岩と重なっている。その後,暑 い中

を街はずれの丘まで登 り,完全ではないが黒灰

色頁岩中にある 5～ 6 cmの 三葉虫と,淡褐色頁

岩中にある数cmの三葉虫が密集 した化石標本が

沢山取れた。

午後,天候の悪化 と,こ こからソウル市まで

約 15時間 を要するということで,黄池出発と

なった。帰路につ くとすぐ,大粒の雨が降 りだ

したものの,幸いに降 りはじめでたいした トラ

ブルもなく6時 ,三レに着いた。こうして最大

の山場を越えることができ,充実感にひたって

いた。

8月 15日 (水 )光 復節で早朝よ り音楽が

鳴 りわたっていた。途中で寄った月精寺は,新

羅時代 (645年 )創立で, 110年前に再建

され,そ この片膝をたてて座した薬王菩薩が印

象的である。極めて日本風のたたずまいをもつ

寺だが,日 本人はなかなかここまでは来ないと

いう。

準戦時下の韓国は,道の悪 さ,充分でない建

物,川の汚染など,多 くの面で遅れているが,

とくに日本を追い越せといった意気込みがあり,

その生活力の遅 しさに目をみはった。この旅行

でそういった実情を目にしたことで,今後この

国の進み方が理解できるであろうと思 う。私に

とって貴重で,思い出多い楽 しい旅行であった。

大韓民国地質巡検に参加して

初めての外国ということで, とて も不安でし

たが, ことば・食物・水 も,そ れ程心配するこ

ともなく,一行のみな様には,い ろいろと御指

導いただいたので,本当によい研修ができたと

思っています。

連 日の巡検は,バスに長時間揺 られていた り,

体調が悪かったりして,疲れはしましたが,先

カンプ リア代の露頭を見るたびに, 25億年と

いう時間の巨大 さ,そ れを採集するということ

はとても感慨深いものがありました。それらの

露頭は,地史の重みで非常に固 く,採集するの

に大変骨が折れました。 もう,三度と来れない

だろうという考えで欲張って採集 しましたので
,

帰国してからは,貨物便に託 したこれらのサン

プルが日本へ到着するのが,大変待 ち遠 しく思

われた程です。

三葉虫の化石は,小 さなものばか りで, しか

も部分的なものしか採集できませんでしたが ,

それでも,初めての機会で自分の手で採集 した

吉  村  ひ とみ (長崎市勝山小学校 )

ので,ま あ満足 しています。

この国の自然保護の精神が徹底 しているのに

はまったく感心 させられました。樹木はおろか,

枯れ葉 1枚でもとってはいけなぃそうだから,

生活に不自由するだろうとも思いました。その

精神のおかげか,ポ プラの美しい並本が印象的

でした。

渡航前に,最 も心配 していたのは,言葉でし

たが,ほ とんど日本語が通 じ,困 るということ

はなかったのですが,た だハングル文字にはお

手挙げの状態でした。まず,最初に覚えた言葉

は,ど ういうわけか,メ ッチュウ……ハナでし

た。

食生活 も,日 本 と大差はないと言いなが らも,

料理 という料理には,にんにくやからしが入 っ

ていて,そ のにおいと辛 さは,食後 7時間位は

消えないほどでした。それで,「にんにくのに

おう所,食堂あ り」,「 キムチとは唐がらしを

食べるもの」と思った程です。それでも慣れる

―-40-―



と同でもおいしく食べ られ,こ れ こそ,本場の

味と食欲が満たされるまで食べました。

この研修に参加 して,大韓民国の地史を,私

自身が理解できる範囲で勉強できたことを本当

に嬉 しく思っています。女性が少なかったこと

が残念ですが,そ れで も得るものの大 きい楽 し

い研修であったこと,同行の方々に温か ぐ御指

導いただいたことに深 く感謝してお ります。

韓国地質巡検会に参加 して

1979年 8月 11日 から8月 16日 までの

6日 間,長崎県地学会主催の韓国地質巡検会に

参加 した。

私にとって韓国は,仏教を始め数多 くの大陸

文化を日本に伝えた国,第二次世界大戦終結時

までは一時日本領となっていた国,戦後,国が

三分 し,朝鮮動乱等一連の戦闘があり,現在 も

戦時体制をとっている国等々,い わゆる世界史

で習った事のみしか知 らない国であった。そこ

で,今回の旅行では,プ レカンプリアン・ 古生

代・ 中生代の地質を見たいとか,三葉虫等の化

石を採 りたいとかいったことよりも,む しろ,

韓国とはいったいどんな国なのか知 りたいと思

う気持 ちのほうが強かった。

8月 11日 土曜日の朝,福岡からソウノアゞAL

971便 で出発。空の上か ら,あ れが壱岐だ ,

あれが対馬だといっている間に朝鮮半島釜山上

空にさしかかる。川の水が茶色に濁って見える。

これが大陸の川なのだなあと思い,日 本の川と

は違 った感 じで見る。しかし実際は,集中豪雨

の後だったので濁っていたのだそうだ。

昼前にソウルに着 き,昼食を市内のレス トラ

ンでとる。レス トランと言 っても建物の規模や

形,そ れに衛生状態等 も日本の田舎の食堂 とい

った感 じの所であった。これから先,韓国にい

る間,食事を取ったレス トランなるものはすべ

て同様な “食堂"で あった。

これから6日 間の韓国旅行の旅行記は,他の

八百 山 孝 (太洋技術開発 )

人が書いていると思われるので,こ こでは韓国

についての印象,感想等を述べる。

韓国は,全般的に 10年～ 20年前の日本 と

同じような感 じがした。ソウル市内や行楽地等

では,車が多 く渋帯がひどかったが,大半がタ

クシーやバスで,マ イカーはそれほどでもなか

った。腕時計やカメラ,ラ ジオカセット等は,

韓国の人々のほうが私よりずっと立派なものを

持っているようであつた。しかし,衣類や くつ
,

それに女性の化粧や髪形等は野暮ったい感 じで

あった。

道路は,ソ ウル市内と高速道路を除けば,幹

線道路でさえも舗装 されておらず,車が通 るた

びに土煙がすごかった。距離的には,そ れほど

遠 くな くても,道路状態が悪いため,車による

移動は時間がかかる。場所によっては,雨等に

よって孤立する所 もあるのではないだろうか。

韓国の都心はともか く,地万は,いわゆる自動

車の時代以前の鉄道の時代といった感じがした。

ソウル市内には近代的な建物が立並び,ま た,

地方でも韓国風の住宅が新築 されていたが,黄

池で見かけた建築現場や三砂か ら黄池へ向 う道

路脇の擁壁 (石積み )工事等は,よ く見ると手

抜 きをしているのか,そ れとも技術的に未熟な

ためか,非常に雑で貧弱な感 じがした。日本で

は考えられないような工事であるが,こ れは韓

国の地盤が安定してお り,地震等が少ないせい

もあるのではないだろうか。
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食物は日本の ものに比べ味がきつい。キムチ

は,野菜がとうがらしの中に埋 もれている感 じ

である。また,焼肉料理が多 く,最後には食傷

気味になった。日本に帰ってからしばらくは,

肉を見たくなかった。ビールは日本の ものに比

ベアルコール分が少ないせいか,少々飲んでも

酔わない。

1日 日と5日 目のソウル市を除けば,巡検先

が韓国北東部の田舎にあったため,かな り不自

由であった。例えば,風呂はあって も,湯舟に

は冷たい水が張ってあるだけなので,そ れで一

私は熊本大学で地学を学ぶ学生です。

今回の参加者を見る限 り,学生は私 1人 でした。

以前から「大陸の地層を一度は見てお くとよい」

ということを耳にしていましたとき,韓国巡検

という願 ってもないチャンスが来たわけです。

韓国 というと国情は周知の如 く,今 となれば故

朴大統領政権下最後の巡検となったわけで,感

慨深いものがあります。

ソウルまで空路 1時間足 らずとは言え,「外

国」ということを最初に意識 したのは,韓国領

空に入ってか らの機外風景の撮影禁止でありま

した。キンポ空港 とソウル市内を結ぶ道路は,

まず日本では見られないほど広 く,かつ延々数

km以上 も直線が続 くものです。私たちのガイド

をして くれ る現地旅行社の権 さんは この道

が緊急時の非常滑走路になることを説明して下

さいました。

いよいよ 2日 目から本格的巡検が始ま り,先

カンプ リア代の岩石採集等を行ないながらバス

は日本海 (東海 )側へ と山を越 え谷を渡って進

みます。途中から朝鮮半島を横断するハイウェ

日の汗を流 さなければならなかった。聞 くとこ

ろによると,夏は湯を沸かさないそうで,風呂

の湯は冬場にオンドル (中国北部や朝鮮式のセ

ン トラルヒーティング )を 利用 してわかすそう

だ。しかし,こ の 6日 間の旅行で,普通の観光

旅行では体験できないような韓国の側面的なも

の も体験できてほんとうに良かった。香港に続

き三度目の外国旅行であったが,改 めて,何を

やるにも自由で住みやすい日本の良 さがわかっ

た。

寺  井  邦  久  (熊本大学 )

イに乗 り,東海岸の町江陵を経て,第二の宿泊

地三渉へ。車窓から見る東海は美 しいのですが
,

海岸警備隊員の姿が目につ くのは意外でした。

三渉の宿はまさに韓国に来たのだと言わんばか

りのオンドル部屋なのです。夏だったので火の

入 らないその冷たい床は気持 ちのいいものでし

た。更にいいことには ?夏場にお湯に入る習慣

のない彼 らと同じ水風呂に入ることができたこ

とです。つまり,室 をあたためるオンドルと風

呂をわかす焚 き国が直結 しているため,お湯を

沸かそうものなら室は暑 くて居れなくなる仕組

なのです。あのときいっしょに風呂に入った小

田先生の水をあびるときの悲鳴は今 も忘れるこ

とができません。

翌 日は河原みたいな道をユサ リ,ユサ リとゆ

られて黄池へ。到着するまでの車内は
曖この先

本当に町があるのか"と いう不安気な顔 と
曖
帰

りもまたこの道か"と いう絶望的表情 とが入 り

混 じってお りました。至J着後すぐに露頭見学へ

出かけ,戻 って来たのは夜 も9時近いころでし

た。夕食になるとキムチの味に魅せられた西村

韓大 記検巡国民
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先生は,その辛さに口を ヒーヒーいわせながら

も「 イヤー実にうまいもんですね―。」と言い

ながら本当によく食べておられました。

4日 目はとうとう朝っぱらから登山なのであ

ります。案内して下さる建国大学の元先生の足

の速いのには頭が下が りました。冷房車を降 り

たみなさんの足は重いのですが,三葉虫のため

ならとばか り,細い路地をぬけ山道を黙々と登

ってゆくのです。着いたところは尾根の山頂で
,

足 もとに三葉虫化石の入った岩片がゴロゴロし

ているではありませんか。さすがに大陸なので

あります。そして採集する私たちの心 も大陸的

に変わったことも事実。最初は三葉虫の部分的

なかけらでも大事に拾 っていたのに,そ れよ り

立派な標本が見つかると次か ら次へと捨ててし

まうのですから。日本の化石 マニアが見たら涙

を流 しそうな話なのです。

さて,こ の日,韓国では防空演習があること

を知 らされました。そして,私たちの「演習の

始まる時刻はなぜわからないのか」。「 どうし

て 30分程度で終るのか」という質問にガイド

さんは「敵はいつ空襲をかけて くるかわからな

いでしょ。それに敵が侵入 しまた帰るためには
,

空中戦などは 30分 くらいが限度なんですよ」

と,いつ ものにこやかな表情で答えてくれまし

た。戦後生まれた私にはもちろん,戦争を経験

されたことのある会員の方 も,ガ イドさんの認

識には大 きな隔 りを感 じたものでした。

5日 目は三歩から物 θわθ花商岩の自い切 り割

りのつづ くハイウェイを振 り出しのソウルヘと

バスを走 らせました。太自山脈はどんどん遠 く

な ります。

その夜,豊田ホテルから見る戒厳令下の八百

万都市ソウルの灯は暗 くとも,北を意識 し,日

本を目標 とする国創 りの意気込みを少なからず

感 じました。来てよかったと思ったのもこの時

でした。

最後にな りましたが,こ の巡検を企画 し準備

され,事故 もなく案内して下さった方々に深 く

感謝して私の巡検記を終 ります。

おわび

御投稿頂いてお りました芦原君栄会員 (佐世保市福石中 )の分について,編集者の不手際で掲載

できませんでした。ここに誌上を借 りて御当人 と会員の皆様に深 くおわび申し上げます。 (編集者 )
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