
長崎県地学会誌 52・ 53号 (合併号)61-62(1991)

ハヮイ地質巡検に参加して

ハワイ地質巡検会の計画から後整理迄,綿密

な御計画の下,終始一貫おんぶにだっこのお世

話を頂き,楽 しく,実 り多い巡検会に参加させ

て頂き,恙無 く,帰国できました事,衷心より

厚く御礼申し上げます。是一重に,鎌田先生 ,

石川先生を始め,地学会会員各位の,御多忙の

なか,献身的なお骨折り下さった結果と,心か

ら感謝申し上げます。

キラウエア火山の黒光りのした溶岩流を見て,

コールタールの流れではないかと,見紛うよう

でした。また,広大な溶岩流の中に点在してい

る白い,立ち枯れの木々,倒れたまま風雨に曝

されている木々,不思議で異様な光景でした。

“溶岩が流れている時はかなりの高温であるの

で,溶岩に浸かっているところは炭化 し脆 く

なっている筈なのに,ま た,そ の上水より粘気

のある溶岩の流れに対する抵抗があるはずなの

に,あ ちこちに直径40-50cm位の木々が何故か

立っている。ハワイ島は強い風が絶え間なく吹

いている。その風圧に耐えて立っている。"と

考えさせられました。

黒く光っている溶岩流の表面には,綺麗な縄

目の様な模様や扇形の模様やら,さ まざまな模

様があって,見飽きません。それらの模様の間

や段差がついている所や隙間などには,ペ レー

毛がありました。黒色の物と,飴色の物を見つ

けることが出来ました。自然のままの状態で,

存在 しているのを見ることが出来,すごく感動

しました。これは国民性の違いによるもので

しょうか ?此処だけでなく,マ ウナケア山,マ

ウイ島のハレアカラ国立公園にしても,破壊 し

ないだけでなく, 自然に手を貸さない, 自然の

ままに見守るといった自然保護が徹底して,行

き届いているのに感心させられました。

見たところ余り高いとも感じないマウナケア

火山の火回の見学では,富士山よりも高い4,000

橋 口 文 雄 (大村市)

m以上に登り,貴重な体験が出来ました。四輪

駆動の車でヒロの海岸 (ホ テルの場所)か ら4

時間掛けて登りました。運転手の話では,急い

で登ると体に異状が起こるという事でした。高

度2,000m付近で小休止をとり,舗装 してない

急な坂道を登りました。2,000m付近まではと

きどき耳が痛 くなる程度でしたが,3,000m付

近から頭痛の様な感じがし始めました。もっと

ひどく成るのかと思っていましたが,変化はあ

りませんでした。車から降りた所で,私の高度

計を見るとその針は4,050m位 の所を指 してい

ました。 5-6歩あるくと目の前が真っ暗にな

り,体が宙に浮いたように感じましたので,車

に手を突き暫らくジーッとしていましたら治り

ましたので,ゆ っくりゆっくり動きまわって写

真を撮っていました。もう大丈夫かなと少 し急

写真 1.2 キラウエア火山溶岩流
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雄橋 .

写真 5 マウナケア火山 4050mを 指す高度計

激に体を動か しますと,今度は吐き気がきまし

たので,ペ レーの涙 (火山涙)を探すべ くしゃ

がみました。この時, これが高山病の一症状か

と思いました。す ぐに治りましたから,余 り動

き廻るのは止めて,駐車場に戻 りますと,原田

先生がお られたので,お願いして酸素吸入を し

たらどうなるかを試させて頂きました。平常脈

拍が61-62ですが, この時は86位で した。酸素

が入 りますとほんの数秒で頭がすっきりとして

きました。脈拍 もす ぐに減 り始め 3分位経つと

平常より少な くなりました。気分 もよくなりま

したので,酸素を止めました。今度は頭が重い

感 じが酸素を吸入する前よりひどく感 じました。

なんで も極端な事をするのは駄目だという事で

しょうか ?お陰で,酸素吸入の威力のすごさを

写真 4 ジャガー博物館からキラウエア

を望む

写真 6 マウナケア山頂の噴石丘と天文台

体験することが出来ました。本当に有難う御座

いました。これから,高山に登ることがあれば,

この貴重な体験が生かせることでしょう。

マウイ島では,ハ レアカラ火山の火口を見学

しました。此処で,葉の形が尖った珍しい銀剣

草 (シ ルバーソー ド)の花を見ることが出来ま

した。草木が少ないこの褐色の溶岩地帯に,柔

らかい毛を銀色に光らせてもっこりしている姿

を雲の切れ間から眺める光景はとても幻想的で

した。バスから降りてゆっくりと写真に撮れな

かったのは心残りです。

この旅行を通じて, 自然の保護と自然環境の

保護の在り方をつくづくと考えさせられました。

これを機会に,みなさんも考えて見ては如何な

ものでしょうか ?

写真 3 キラウエア火山ジャガニ博物館 カルデラ

Omを指す高度計
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長崎県地学会誌 52・ 53号 (合併号)63-65(1991)

アリゾナ・ メモリアルを訪ね,不戦を誓う

藤  田 光 (長崎西高通信制)

1。 旅 へ の思 いた ち

最後の旅程(8月 21日 )の午後,私は念願の真

珠湾見学 コースを選んだ。その日の午前中, ワ

イキキ東端のダイヤモンドヘ ッドのクレーター

見学 を終えた一行 は宿舎の Hyatt Regency

Waikikiに 戻 り,そ れぞれの 自由選択 コース ヮ

に別れた。 ビショップ博物館,真珠湾希望の 2

グループはその ままホテル契約 の車で途 中

Punch bowl(火 国内は国立墓地),カ メハ メ

ハ学校等を遠望 しなが ら,一路ホノルル市北西

方向に疾走 した。途中,博物館見学グループが

降車 し,残 る一行 は Triple Army Medical

Centerの 巨大な施設建物を遠望 し,車窓に映

える樹木や花の説明,奇襲時の米軍の困乱の模

様などを聞きなが ら,やがて Aloha Stadium

付近から左折 し, 目的地のアリゾナ・ メモ リア

ル Visitor Centerに 至J着 した。

アメリカ海軍航空基地 Ford島 は日前にあり,

海上の Ua Se S.ARIZONA MEMORIALの

自亜の建物が印象的であった。 18日 か ら Kila―

uea,Mauna Kea,Haleakalaの諸火山の巡

検で,そ の大自然の雄大さか ら受けた感激未だ

覚めや らぬ裡に,私 は何故に Pearl Harbor

への道程を最後に選んだのか。それは日米開戦

の発端となった現場にのぞみ,1941年 12月 8日

(現地時間12月 7日 )早朝の歴史的瞬間の出来

事の実相を考え,あれから50年の自分史を思い

返 してみたか ったこと,歴史の証言の現場に

たって, 自分は何のために歴史を振 り返るかと

いうことを黙想 してみたかったこと,更 には南

涙の果てに散華 した若き魂の レクイエムを思い,

渚にてただただ掌をあわせたかったからである。

南部海岸に Pearl Harborを 擁す るここオ

アフ島は,面積1573断 (東京都の75%),東側

の Kaolau山 脈と西側の Waianae山 脈の 2つ

オアフ島の発達 (FoM.Bullard′ 1977に よる)

の楯状火山が,溶岩流出で裾野が くっついたも

のであり,Pearl Harborは 溺れ谷によって生

成され,湾 口が狭 く奥行きの深い,水深およそ

12m位の湾である。いまもアメリカ太平洋艦隊

の司令部があり,軍事基地の性格を変えていな

い。 この島の生成年代はハワイ諸島のなかで も

かなり古 く,約250万年と考えられている。

158・ 00  50

コーラウ火山
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2。 U.S.S.ARIZONA MEMORIAL,
Visitor Centerに て

ホノルル市 Ala Moanaセ ンターから0番 ,

51番 ,52番行の市バスに乗り,Halawa Gate

前で降車すれば白亜の Visitor Center海上に

浮かぶ U.Se So ArizOna Memorialは す ぐ

近 くに望見できる。Visitor Center玄 関に入

ると広々と、したロビーがあり,壁面に50× 16

foot大の J.Charlesに よる戦艦アリゾナの油

絵が眼につく。ロビーの左手に英語, ドイツ語,

スペイン語,中国語, 日本語の 5種類のパンフ

レットが準備してあり,自 由にもらえた。その

内容はこの施設の概要,交通の便,ア リゾナ記

念廟の説明,その他一般的な案内が記載されて

いる。ロビーから噴水のある中庭に入ると,右

側に軽食の販売店,資料販売所 (新聞,単行本,

ビデオなど)が並ぶ。その奥にかなりのスペー

スを占めて,1941年 12月 より1942年 ミッドウェ

イ海戦までの Saratoga,Fort Mchenry,FOrt

Sumter,Gettysburg,Custerな どの戦艦の,

戦場での正確な状況を理解できるよう工夫され

た歴史的な諸資料が陳列展示されており,ア リ

ゾナの最後の瞬間,山本五十六の英姿などが印

象的であった。

1980年 に設立された VisitOr Centerは,主

光

に艦隊予備協会によって運営されているが,ホ

ノルル46番地の真珠湾は,多 くの個人,パール

ハーバー援助協会,ハ ワイ州などの組織団体に

よって参与運営されている。連邦政府の参与は,

上院議員の Daniel井 上と下院議員 Spark松

永らの推進努力で立法制定が可能となったと購

入した新聞に記してあった。夏季には毎日4,000

人を超える参観者が訪れるというこの施設だが,

整然とした運営で中庭左側の二つの映写ホール

(全員着席できるよう配慮されていた)で は,

20分程度のモノカラーによる Pearl harbor

atackを 中心とした記録映画を観る。観映のあ

と,す ぐ近 くの海岸に係留されているShuttle

boatに 乗船, フォー ド島にそう東側の海底に

沈んだままの戦艦アリゾナの上に,艦を跨 ぐよ

うにして設置された白亜の記念廟に向かう。先

刻映写ホールで私の席近くの後方から聞こえた

“murder" “jap"と ,怨嵯に満ち,押 し殺

したような老婦人のつぶやきを耳架に残 しなが

ら,私は船上から湾奥の風景に見いっていた。

この Shuttle boatは ,感謝祭, クリスマス,

新年元旦を除き,毎日午前 8時から午後 3時ま

で運行されており,無料である。また,VisitOr

Centerは午前 7時 30分 から午後 5時 まで開放

されている。

アリゾナ記念廟の入口近 くには,側方に真鍮

藤

今も海底に眠る戦艦「アリゾナ」の上につ造られている記念廟
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製の時鐘が安置されていた。更に奥へ進むと,

海面下の赤さびた艦の一部と錨の大きな鎖の一

部がのぞきこめるように,廟の底が一部空けら

れており,そ こには小魚が無心に泳いでおり,

時折プクッ,プクッと波紋がひがる。艦内に残

る油類がいまだに流れだしているのだろうか。

私には艦内に眠る死者たちのつぶやきのように

思われてならなかった。

最奥の壁には艦と運命をともにした1,177名

の将兵の氏名が, 白い壁面全部を埋めるように

記してあった。運命の瞬間1941年 12月 7日 早朝

(現地時間),ア リゾナに乗り組んでいた艦員

は1,466名 ,凄まじい爆発と火災で生き残った

者は僅かに289名 に過ぎず,残る1,177名 は艦と

運命を共にしたのである。日米開戦後に遺体収

容作業が行われたが,収容されたのは75名分で,

残り1,102名 は「アリゾナ」を永遠の墓場とし

て今も尚真珠湾底に眠っているのである。艦の

一部が見える場所に立ち,私はしばらく掌をあ

わせていた。艦内に眠る将兵たち,関係者の痛

憤の思いや如何に,南冥に散華した太平洋戦争

による戦没者の冥福をとめくるめく思いの渦の

なかに私はあった。そして,一輪の献花も用意

しなかったことが悔やまれた。

3.ア リゾナ・ メモ リアル と原爆 ドーム

太平洋戦争がわが国土に刻みつけたひとつの

記念碑が原爆 ドームであるならば,米国土に刻

みつけられた一つの記念碑がアリゾ
｀
ナ・メモリ

アルと言えないだろうか。それは外見のむごた

ア リゾナ・ メモ リアルを訪ね,不戦を誓 う

らしさと,そ れによって象徴される理念の崇高

さにおいて,十字架上のイエスの刑死像にたと

えられないだろうか。

イエスの処刑が,単に刑の執行人 ピラ トのせ

いで もな く,告発者ラビ達の,イ エスを売 った

ユダのせいでもな く,彼等を含むすべての人類

の罪深さに起因すると諒解されるように, ヒロ

シマの原爆 ドームも,真珠湾のアリゾナ 0メ モ

リアルも,すべての人類を戦争の渦中に投 じる

愚劣なバ、るまいの積み重ねに起因すると解する

ことはできないだろうか。 ヒロシマの原爆広場

の記念碑に「安 らかに眠って下さい。過ちは繰

り返 しませんから」という言葉を刻みつけたの

は,戦争を引き起 こさせ,彼等をして原爆を投

じさせた罪を, 自らに課 した被害者のように見

える人々であった。被害者のように見える人々

に加害者意識を定着することで,あの原爆 ドー

ムは加害者に対する憎 しみのシンボルとみなす ,

視点を拒否 しているのである。アリゾナの悲劇

は明 らかに当時のわが国の皇軍による奇襲に

よっで もたらされたものであるが,加害を日本

側に限定することなく,ま た,米 日両国政府に

も限定することな く,被害者を含めたすべての

人類にまで押 し拡げたところに, メモ リアルを

憎 しみのシンボルとしてではな く,ひ とつの厳

粛な誓いのシンボルとして,戦争という愚行を

三度 とくりかえさないという不戦の誓いのシン

ボルとして解されることを期待するのは一種の

倒錯 として斥けられることであろうか。

(1991年 11月 3日 記 )
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長崎県地学会誌 52053号 (合併号)66-67(1991)

ハワイ諸島の巡検会に参加して

は じ め に

ハワイ諸島は,北太平洋のほぼ中央部に西北

西～東南東方向に並ぶ島々で,東方の比較的大

きな 8島 と西方の小島群からなります。1900年

以来米国の準州でしたが,1959年 8月 21日 に50

番目の州に昇格 しました。総面積16705k爵 (四

国よりやや狭い),総人口1,108,229人 (1990年

の国勢調査より)で ,首都はオアフ島南東岸に

位置するホノルルです。

普通 “ハワイ"と 言うと,ホ ノルルのあるオ

アフ島を指 していることが多いようです。

1.8月 17日 (土)に福岡を出発。ほとんど眠

ることも出来ず,17日 (± 0日 付変更線通過)

朝,ホ ノルル空港着。ここは外国? どこを

向いても日本人ばかりでした。そして国内線

のゲー トヘ。病人,年寄り,身体不自由者を

優先し,空席に座りました。窓の外に目をや

ると雲の切れ日からモロカイやマウイ島らし

いものが見えました。

昼食後,キ ラウエア火山へ。火回の名前を聞

いてもすぐ忘れますが,スケールの大きさに

は目を見張るものがありました。

2.翌 18日 (日 ),4205mの マウナケア火山へ。

高山なのでかねてから酸素不足になるのでは

ないかと心配 していましたが,用意されてい

た酸素を頂き,助かりました。原田 ドクター
,

石川先生,有難うございました。登山途中の

ハレ・ポハク (約9000フ ィー ト)か ら見るマ

ウナロア (4171m)の 遠景は雄大でした。こ

のハレ・ポハクには鬼塚天文展示館があり,

また,マ ウナケア山頂の天文台に働く人々の

宿舎がありました。この付近は夏でも風が強

く,冷たく,気圧が低いそうです。

高 嶺 忠 彦 (大村市)

3。 19日 (月 )に行ったマウイ島ハレアカラ火

山は,見学する時間が乏 しく,巨大な火回は

雲のさえぎりもあってよく見学出来ませんで

したが, シルバーソー ドだけは手に触れるこ

とは出来なかったものの,写真にはどうにか

おさめることができました。

4.20日 (火 ),ダ イヤモンド・ヘ ッド・ クレー

ター (オ アフ島)は,内部に米軍の施設が端

に並んでいる他は広漠とした緑の平地,ポ ッ

カリ空が抜け落ちたような感 じのするところ

でした。

5。 私にとって,貴重で思い出多い旅行でした。

また,英語の勉強不足を痛切に感じました。

これからのためにも英語の勉強を怠らないよ

うにしようと思います。

6.最後に,1900年 (明治33年 )ア メリカ合衆

国のボス トンで Ginn and COmpanyが 出

版 した,Alexis Everett Frye著 “ELE ME_

NTS OF GEOGRAPHY"の 中か らハ ワ

イの部分のみを紹介致 します。
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ELEMENTS OF GEOGRAPHY

Far out in the Pacific, in about the

same latitude as Cuba and Purerto lRico,

lie the islands of the Hawaiian group.

There are eight principal islands and many

rocky islets.

The total area is

n■ iles.

The whole group is

and there is also one

same name.

about 6500 square

often called Hawaii,

large island of the

The islands are of volcanic origin and

are built up frorrl the bottom of the deep

sea. On the island of Hawa五 rise two of

the highest peaks in all the Pacific isles

the vOlcanoes of Lttauna Kea and LIauna

Loa. The latter is active, and on its east

slope is also the huge, active crater of

Kilauea, world― famed for its size and fOr

its lake of rrlolten lava.

Though most parts of the islands are

rugged with cones, ridges and other for]田 LS

Of lava flows, there are also many open

valleys of great fertility.

The rich soil is well watered.

Tropical fruits aboundo  Sugar and

ハ ワイ諸島の巡検会に参加 して

rice are the chief exports.

The natives of]Hawaii are a peaceable

and happy race. In features they are like

the brown people of whom we have read,

but are more intelligent than any other

natives of Pacific islands. They be10ng to

the same race as the Philippinos.  There

are now more than loo,ooO people in the

islands, but less than one third are brown

natives.  The others belong to the white

and the ye1low races― the latter being frOm

」apan and China. There aretwice as many

ye1low people as white.

Various chiefs, kings and queens ruled

Hawa五 until July 4,1894,When the white

people of the islands took charge of the is―

lands.  In 1898 they・were annexed to the

United States.

Honolulu is the capital and chief port.

It is on a fine harbor Of the island of Oahu.

This city has good school, beautiful public

buildings and homes, as well as electric

lights and tran■ wayse

Steames run from this port to San

FranciscO and to ports of the Old World.
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長崎県地学会誌 52・ 53号 (合併号)68-70(1991)

ハヮイ地質巡検旅行に参加して

福岡空港を飛び立っておよそ 6時間過ぎた頃,

時計を見ると午前 2時を指していた。太平洋上

空から見た眼下の景観は無数の雲の塔ばかりで

あり,朝日が昇ってかなり明るい。丁度日付変

更線付近を飛行中と思われ,ハ ワイ時間の午前

7時になるようだ。

昨日, 8月 17日 の19時 45分 に福岡を出発した

際,時計をそのま にゝしておいた。時差を実感

として知るためである。ハワイと日本との時差

は19時間であり, 2時間後の着陸時間は8月 17

日午前 9時頃である。着陸 1時間程前に軽い朝

食が出された後,飛行機は着陸態勢にはいり,

降下 し始めた。窓際の座席だったのでオアフ島

がよく見える。パールハーバーの入江が朝日を

受けて光っている。意外に狭く感じられこ がゝ

太平洋戦争の火ぶたを切った場所とは思えない

程,穏やかな姿であった。

やがてホノルル空港に到着 し,時計をハワイ

標準時に合わせた。寝不足も手伝って,時差ぼ

けを感じたが,入国手続やハワイアンバンド,

フラダンスの歓迎を受けた頃には,眠気も吹き

とんだ。名物のレイのプレゼントがあり,首に

かけて憧れのハワイにやっと来たという気分に

浸った。

ホノルル空港は太平洋の空路の拠点であり,

広大で飛行機の離着陸も頻繁である。最初の目

的地,キ ラウエア火山のあるハワイ島に行くた

めに,バスで国内線の空港に移動し,ハ イビス

カスのマークのあるハワイアン航空機に搭乗 し

た。

午前H時 15分 に離陸し, ワイキキ海岸からダ

イヤモンドタフリング上空を飛行,月 面のク

レーターの如 く、ぼっかり穴があいて見える。

これは爆裂火口であり,水冷破砕によるマグマ

破片の堆積物といわれる。

ダイヤモンドヘッド上空から10分程でモロカ

小 柳 孝 夫 (大村高校)

イ島上空にさしか ゝったが,島の西半分は低地

で東側に山地が見えた。マウイ島は島全体が山

岳といった感じであるが,雲でハ レアカラ火山

を確認することはできなかった。

ハワイ島は他の島から離れており,ハ ワイ諸

島中では最大で四国の半分近い面積と言われる。

したがって空港も西側のコナ空港と,東側のヒ

ロ空港があり,他にも小型機やヘリコプターの

飛行場は何箇所も見られた。

ヒロ空港到着後,和食 レス トランで昼食を

とったが,量が多 くて食べ残 した。今回の旅行

での食事は,全体的に量が多かった。レストラ

ンのバルコニーでヒロ湾の景色をスケッチして

いたら,ガイドさんが対岸に見える黒っぽい所

が昔の黒砂海岸だと教えてくれた。天気が良け

ればマウナケアの山頂が見えるとのことであっ

たが,雲が低く雄大な裾野だけが見えた。

午後キラウエア火山見学のためにバスで出発

したが,途中原住民の住宅が,かなり高い所迄

見られた。雨量が多いせいか,高床式が多く,

木造にとたん屋根といった質素な家が多く見ら

れた。キラウエア火山は1,247mで ,マ ウナケ

ア火山に比べるとかなり低いが火山活動では最

も活発である。

途中で Thurstonの溶岩チューブを見学 し

たが,英国人 Thurstonの 発見によるもので ,

雲仙の鳩穴よりも小さく感 じられた。玄武岩質

の粘性の小さいマグマが地表を流れ,表面が冷

え固まった後で,内部の液体状のマグマやガス

が抜け出してできるものらしい。この後黒砂海

岸へと下ったが,キ ラウエア火山の南側斜面に

はおびただしい溶岩流で埋めつくされ,縄状の

Pahoehoe溶岩が延々と続 く。樹木も火山ガス

や溶岩で倒れたり,枯れているものが多い。場

所によっては塊状の aa Lavaも 見られたが,

PahOehoeは 高温で粘性の小さいマグマが,高
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ハ ワイ地質巡検旅行に参加 して

速度で流れる時に出来るものであるのに対して,

低温で粘性の大きなマグマから出来るとガイ ド

さんが説明していた。ペレーの毛やペレーの涙

を探 したが,ペ レーの毛を採集することができ

た。ペレーの涙は後日,阿蘇の火山博物館で見

ることができた。また,バ ス道路が溶岩で埋ま

り,車が通行出来なくなったところも生々しく

残されていた。

黒砂海岸に下ると,海岸は一面の黒砂である。

溶岩が水中で瞬間的に冷やされてガラスとなり,

収縮 して破砕されたものであり,粒径は l mm程

である。再び火回壁迄もどり,火 口周辺をまわっ

て火山観測所で,ハ レマウマウ噴火口を見学 し

た。直径約800m程の円型をし,火 □壁にはと

ころどころ白い煙が見えた。キラウエア火山で

は, イース トリフトゾーンとサウスウエス トリ

フトゾーンに沿って裂目噴火が起こっていると

言われ,観測所の展示室には,1924年の大噴火

当時の写真等が展示してあり,活動期の物凄さ

がしのばれる。帰路キラウエアホテルで,火山

に関する資料を買い求め, ヒロのハワイナニロ

ワホテルで一夜を過ごした。

2日 目の 8月 18日 ,今回の巡検会で最も期待

していた標高4,206mの マウナケア火山への登

山である。夜半に雨となっていたために天気が

心配されたが,朝にはからりと晴れ上がってい

た。四輪駆動のワゴン車 3台に分乗 し,午前 9

時頃出発した。 Maunaと は山と言う意味だそ

うで,マ ウナロア,マ ウナウル等の名で呼ばれ

ている。

途中団長の鎌田先生が高度計を見ながら,数

箇所で高度を告げられていた。高度1,000m付

近迄は傾斜もかなり急であったが,高原に出る

とマウナケアの裾野が広がり,頂上に天文台の

白い ドームも見えた。

標高約1,700mの Saddleで 車を止め,記念

撮影をしたり,各自が写真撮影に夢中であった。

マウナケアとは反対方向の西側にマウナロアの

雄姿が見えた。マウナロアは1950年 に大噴火が

あり,溶岩流が Saddle付近でも見られた。マ

ウナケアよりもなだらかで,盾状火山の典型で

ある。

この付近か ら道路は急に勾配が増 し,砂塵を

あげてゆっくりと登って行 った。とても普通の

自動車では無理だと思われる。頂上に近づ くに

つれて噴石丘が多 く見 られ,草木はなく茶色い

スコリア状の堆積物ばかりが目に入って くる。

午前 11時 頃,頂上に到着 し,早速車外に出て歩

いてみた。気温 もかなり低 く,息苦 しくて早 く

歩けない。生 まれて初めて このような高所に

登ったという緊張感 もあり,何とも言えない気

分である。少 し慣れた頃,頂上付近で形のいい

火山弾を探 した。国立公園内ということでサ ン

プル採集は気がとがめたが,研究のために許 し

て頂 くことにした。他の方々も同 じ気持ちだっ

たと推察 した。よく晴れていたために,マ ウイ

島のハ レアカラが雲の上に見え,ス ケッチを し

た。

約 1時間程いて下山 し, ビジターセンターで

昼食をとった頃はそう快な気分にもどっていた。

下りは猛スピー ドでホテルに向かい, ヒロ空港

17時 10分発の飛行機でマウイ島に移動 した。30

分程のフライ トでカフルイ空港に到着6バスで

ホテルのあ るカアナパ リ迄雄大なハ レアカラ火

山を車窓に見なが ら走 った。ロイヤル・ ラハイ

ナリゾー トホテルに一泊。ロブスター料理を満

喫 した。

3日 目の 8月 19日 ,朝か らよく晴れており,

ホテルからはモロカイ,ラ ナイ島が望まれ,ハ

ワイで も有数の リゾー ト地となっている。ハ レ

アカラ火山に登るために, 8時 30分ホテルを出‐

発する。火山としてはハワイ島に比べて古いた

めに, ラハイナ付近の山地は侵食が激 しく,深
いV字谷が見 られる。

砂糖きび畠が延々と続き,製糖工場 も活気を

帯びているようである。マウイ島は砂糖きびと

パイナップルが特産となっており,企業化され

ているとのことである。パイナップルワインは

特に美味であった。

やがてハ レアカラ火山の登山道に入り,標高

1,000m位迄は民家が見 られたが,それより上

ではユーカリの木や,放牧地を見ながら急傾斜

のバス道路を登る。途中ハ レアカラビジターセ

ンターで資料を買い求めた。ハ レアカラの高地
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夫孝初日

には銀剣草 (SilverswOrd)が 自生 してお り,

世界で も他にチベ ッ トに しかないとの ことで

あった。銀色の葉は竜舌ランに似ているが,真

中か ら茎が伸びて黄色い花を咲かせていた。

3,056mの 山頂では,ハ レアカラクレーター

の雄大 な景観が見 られ,月 面 を思 わせ る。

Haleakalaと は 「太陽の家」という意味だそ

うで,大小 9つの火口丘からなっており,ア ポ

ロ計画では月面に見立てて訓練が行われたそう

である。玄武岩質の茶色いスコリア等はマウナ

ケア山頂に似ているが,角 礫が累 々と積み重

なった ドーム状の部分 も見られた。山頂には天

文台 ドームもあり,観光客で賑わっていた。サ

ンプルが欲 しかったが,年輩のバスガイ ドさん

から記念に石を持ち帰 った人が不幸になり, ま

た送 り返 してきたという話を聞き,た めらいが

あり観察だけにした。国立公園で もあり,道路

はよく整備され,大変美 しいのが印象的であっ

た。

ハ レアカラを後に下山 したが,南山麓一帯は

ウルパラクア牧場が広がり,牛の放牧が多 く目

についた。麓のゴルフ場で昼食を取 り,第 3の

目的地,オ アフ島に移動するために空港に行き,

16時発の飛行機に搭乗 した。

約30分程でホノルル空港に到着 し,ホ テルの

あるワイキキ海岸迄,高層 ビルを車窓か ら眺め

なが ら,近代都市としてのたたずまいに圧倒さ

れた。ホノルル市は人口約40万人といわれ, 日

系人 も多 く各方面が活躍 しているそうである。

ホテルのハイアット・ リージェンシー・ ワイキ

キに到着 し,広場で丁度ポ リネシアダンスの

ショーがあっており, ダイナ ミックなリズムに

南国的な雰囲気を感 じた。26階の部屋か らはワ

イキキ海岸とダイヤモンドヘ ッドが一望され ,

海岸ではサーフィンやクルージングの船が多く

見られ,夜の海岸通 りは観光客で混雑 していた。

4日 目の 8月 20日 ,午前中ダイヤモンドヘ ッ

ドクレーターを見学,午後は自由行動というこ

とで,パ ールハーバーを選んだ。

ダイヤモ ン ドヘ ッ ドは標高232mで,火 口を

とりまくリング1犬の山体はタフリングとよばれ

る。玄武岩質マグマが海水や地下水と接触 し,

激 しい水蒸気爆発を起 こしてできたものである。

火国内部は米軍の基地 となっており,外部とは

トンネルで通 じている。山頂に登 りなが ら露頭

を観察すると,層状の凝灰岩の中に点々と白い

さんご礁の破片が見 られた。基盤の隆起石灰岩

にマグマが貫入 した際,破片を取 りこんだもの

であろう。

山頂付近に トンネルがあり,照明が全 く無い

ので手探 りで登った。山頂は狭 く,戦時中は監

視硝に使われていたようであり,ホ ノルル市街

が一望できる。

午後は数名のグルァプでパールハーバーの見

学に行った。日本海軍の奇襲攻撃か ら50周 年に

当り,行事等も計画されている際でもあり,対
日感情が気にはなったが,今回の旅行で最も見

たかった所の一つであったので希望 したわけで

ある。入場整理券をもらった後,映画館で第二

次世界大戦に至った状況を記録映画で見た。大

型ランチでフォー ド島近くにあるアリゾナ記念

館に行き内部を見学 した。攻撃で沈んだ 9隻の

戦艦の内,ア リゾナ号とユタ号は修理不能とい

うことで現場に沈んだまゝとなっている。1,100

名の海軍将兵及び海兵隊員は遺体の収容不能の

ま ,ゝ｀ 艦内で永遠の眠りについているとのこと

で,冥福を祈った。丁度空母インデペンデンス

が入港しており,その巨体を浮かべていた。

夜は今回の旅行団員全員が日本料理店で会食

をし,自 己紹介等で和やかな一時を過ごした。

5日 目,8月 21日 ,午前中ワイキキ周辺で

ショッピングをし,午後13時 40分 ホノルル空港

をあとに一路帰途についたc

8月 22日 ,17時45分 ,台風12号接近のさ中,

無事福岡空港に帰着した。
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長崎県地学会誌 52・ 53号 (合併号)71-72(1991)

8月 17日 (土 )

長崎県地学会30周 年記念ハワイ地質巡検会。

鎌田団長以下37名。時は平成 3年 8月 17日 。

所は福岡空港国際線ター ミナル前。娘と二人の

孫連れで参加。

夏宵や女の旅の荷の多 し

発会式の後荷物検査で,酸素ボンベがひっか

かり空港預かり。19時45分機上の人となる。途

中日付変更線通過後ホノルル着。

鰯雲戦禍の後の海の色

その昔敵国だったこと・を思い感無量。到着後

早速見学開始。ホノルルか らヒロまで国内線。

ヒロ到着後 もう昼食。時差ばけでさしみの醤

油をまちがえて,そ ばつゆ,てんぷ らつゆ,や っ

と 3度 目に醤油に。それで も全部たべた。大木

の気根のすごさ。

木下闇気根八方ひろがれり

溶岩 トンネル,黒砂海岸,キ ラウエア火山と

順にまわった。

溶岩の トンネルなせり滴れり

裸足になることも久しや砂の上

キラウエア火山はあまりにも雄大なので感激

し,へたな俳句もできない。

夕食は各自。10年 間習った英語も全然ダメ。

ハワイは全部日本語で通じるという言葉を信 じ

ていたのに,添乗員の石田さんにメニュウをた

のんでもらい,や っと夕食にありつく。

ハワイ地質の旅

声 原 君 栄 (佐世保市愛宕中学校)

小さき字の英語のメニュウ花むくげ

8月 18日 (日 )

朝ホテル前の海岸に椰子の実が見られた。孫

の幸世が水着に着替えて取るという。幸世なら

ずとも欲しいが,今から回るのに荷になるので

思いとどまる。

4輪駆動のワゴン車で4,206メ ー トルのマウ

ナ・ケア火山へ。寒いだろうと冬装備していっ

たけれども案外暖か。途中から舗装のない道に

なり,前の車の砂ばこりを浴びながら進む。頂

上は各国の天文台が立ち並ぶ。幸世は注意も聞

かず車から降りて走り出したため,具合が悪く

なりさっそく酸素ボンベの世話になる。高山病

のときは,急 に酸素を与えると良くないと,少
しずつだしてくださった。原田先生の治療のお

かげでまもなく元気をとりもどした。私もため

しに酸素を吸ってみたら脈が80か ら60に へり,

ばっとした頭がすっきりした。でも酸素ボンベ

を現地で調達するのは大変だったとのこと。

帰 りは草木がな く火星みたいな頂上付近や

ジェットコースターみたいな道を見る余裕も出

た。

マウイ島に着くとトイレに日本語が書いてあ

り懐かしかった。

マウイ島は空港近 くに黍畑やパイナップル畑

の緑がいっぱい。

それぞれの山夕焼けて黍畑

鰯雲どこまでゆくも黍畑

ホテルに着 くと手続きを待つまも惜しみホテ

ルの床の鑑定をされる。さすが地学会の先生方。

8月 19日 (月 )

今日のガイ ドさんは日本に住んでいたという

年輩の人。しきりに年寄りを強調する。
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栄君原声

ハレアカラ火山視察だが天気がよくない。午

後からは霧がでることが多いので午前中に登る

そうだ。照る照る坊主の変わりに石を 3個重ね

るそうだ。今日は天候不順で入場料はただ。普

段は 1ドルとのこと。日本では天候に左右され

ずに入場料はしっかりはらわなければならない

のに, これが合理性なの ?

頂上についたと思つたらすぐ下山。飛行機の

都合とか。昼食を抜いてでももう少 し長くいた

かった。残念 !

ホノルル着。何と待っていたバスは日本語放

送。おまけに店の看板も日本語。歩いているの

も日本人が多い。

8月 20日 (火 )

見学最後の日。ホノルルのホテルの素晴らし

さ。 ここに 27白 は握罫しい。

ダイヤモンドヘッドクレーターヘ。今まで登

山姿で毎日すごしたけれど殆ど歩かなかったの

で,今日は少しはおめかしをして? ところが,

ところが,今 日だけしっかり歩 く日だったのだ。

予定表の見方,予習をおこたったため娘から

しっかり叱られた。

初めて汗を流して,頂上まで家族 4人で登っ

た。軍の建物をそのまま残 し,真 っ暗がりの螺

旋階段を足さぐりで登った。頂上付近には化石

が見られた。

炎天にして大岩の員化石

砲台の跡くまもなき大暑かな

午後からビショップ博物館見学。犬や人間の

歯のネックレスがショックだった。プラネタ

リュウムは英語が子守歌に聞こえてスヤスヤ。

軽食の店にも入ったし,乗合バスにも乗った

し,幸せ。自分一人で出来たらもっと良かった

けど,一人だったら多分時間内には帰れず捜索

願いをださなければならなかったかも。

夜は最後のお別れパーティ。みやこホテルの

和食。本場の洋食をたべたいと思いながら,や

はり口にするのは日本料理。

マウナ・ケア登山の軍とマウナ・ ロアを背にした

声原一家

10年後の海外巡検は無理かもと思 うとちょっ

ぴり寂 しい。センチな気持ちを振 り払いみやげ

を買いに一目散。キラウエア火山のポスター
,

火山のビデオ,ナ ッツいリチ ョコレー トも十二

分に買った。

8月 21日 (水 )

いよいよ帰国。

最後の最後まで捜 し求めた腕にはめる浮きが

何とホテルで売っていた。それを持 ってプール

ヘ入る。水が冷た くぶるぶる。前のワイキキの

浜へ行 くと波が来てこわい。我が孫なが ら情け

ない。
｀
来年の夏は佐世保で特訓をしよう。

帰 りは長時間昼が続 く。

花む くげ白夜の白さありにけり

税関検査。 しまった。見つかったら取 り上げ

られると殆ど採集 しなかったら,誰 も荷物をあ

けられなかった。往きに福岡空港で酸素ボンベ

がひっかかったのがいけなかったのだ。写真 も

孫二人で写 したのでよいのがないし,心に残 っ

た物だけが今回の巡検記録となった。この次は

何が何で も元気で巡検に参加 して立派な記録を

残そう。

ケア登山の車とマウナ・ ロアを背にした
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