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4日 目 (8月 20日 )は午前中のダイアモンド

ヘ ッドの見学ののち,午後は自由行動になって

いる。その朝,ホ テルの案内所でココ・ クレー

タヘはどのようにして行ったらよいか尋ねた。

ここのバ スは不定期で発車時刻はわからないの

で, タクシーがよいだろう。それ以上のことは

ここでは分 らないということであった。あの漫

才師のような係の男も,そ の面ではかなり不親

切である (も しか したら, これが外国では当た

り前か もしれない)。 ダイアモ ンドヘ ッ ドでタ

クシーを拾えばいいさと思いながら,案内所を
・
後にした。

ダイアモンドヘ ッドを案内 して くれたガイ ド

は一世のテルコさん, ドライバーはキモさんで

ある。テルコさんはご主人の仕事の関係で,ハ
ワイで仕事を しているということであった。ダ

イアモン ドヘ ッドからの眺望を楽 しんだあとバ

スに戻ったところで,テルコさんに 「ココ・ ク

レータに行きたいが, どうしたらよいだろう。

ここでタクシーは拾えますか。」と相談 した。「タ

クシーはここでは拾えないので,一たん皆と一

緒にワイキキまで戻って,そ こでタクシーを手

配 しましょう」ということであった。テルコさ

んは免税店についての慌ただ しい説明ののち,

早速 Taxiの方に連絡を して くれた。「日本語

のわかる ドライバーを頼んでありますから,入
口で しば らく待ってて下さい」と言って,テ ル

コさん も私たちと一緒に待 って くれた。いろい

ろな話の中で,「私たちは地学の勉強にハ ワイ

に来ました」と言 ったら,「皆 さん,熱心なの

ですね」と言いなが ら,非常に珍 しそうにして

いた(物好きな人達,と 思っていたのかもしれな

い)。 15分 ほどしてタクシーが来た。Charley's

TAXIだ。テルコさんは運転手 と打ち合わせ

を している様子である。「これでやっと行ける

ココ・クレータ,プローホール,ハナウマベイの地質めぐリ

―特別メニューこばればなし一

阪  口 和 則 (大村高校)

ぞ」と一安心であった。

私たちのメンバーは迎,松尾,坂田,そ して

私の四人である。発起人である私は,皆から助

手席にいて運転手といろいろ交渉するように命

じられた。スター トしてしばらくしたら,「 ゴル

フ ?」 と運転手の Mro MALIVAO TOAIUA
が尋ねてきた。彼は小錦のような感じのする大

柄なハワイ人である。私は即座に「No.」 と答

えながら,「私たちはハワイの火山を勉強に来

たのです」と答えようとしたが, うまく文章が

まとまらない。残念ながら口を閉じてしまった。

しばらくはお互いに無言であった。 5～ 10分ほ

ど走ったところで「イングリッシュ リトル ?」

と聞いてきたので,「 Yes,リ トル」と答えたら,

Mr.MALIVAOも す ぐ,「 ジャパニーズ リ

トル」といいながら,「 Oheノ  リトル アンド

リトル」といって笑っている。彼は日本語が

しゃべれないのだ。約束が違うぞと思ったが,

後の祭 りである。後部座席の 3人 が恨め しく

思った。それに加えて,「 ココ・ヘッドはどの

ように行ったらよいのか自分も初めてで良くわ

からない」といい出した。ますます私の緊張は

高まってきた。地図を広げながら,「 ここだ,

ここだ/」 と指で示したが,彼の指は別のとこ

ろでピタリと止まって動こうとはしない。しば

らくして, ソロリソロリ地図の上をたどりだし

た。途中では車を止めて,ハ ワイのヒロで買っ

てきたばかりの貴重な真新しい地図にあちこち

鉛筆で印をつけ始めたではないか。無キズで

持って帰りたかったのにと,少々腹が立ってき

たがどうにもならない。ついにはガソリンスタ

ンドに停車 して道を尋ねる始末である。もしか

したら字が読めないのではないかとさえ思った

くらいである。

ココ・ クレータで降りて,ブロー・ホール,

―-73-―



阪

写真 1 ココクレータの内部

赤い花をつけた樹木 (plumeria?)が
栽培されている。

ハナウマ 。ベイまで歩 くことにしていたので ,

距離から考えて 3時間は必要である。 3時間後

にこの車に再び乗 らな くてはならない。さあ ,

それをどう伝えた ら良いのか。途中に大 きな

ショッピングセンターがあったので, ここに 3

時間後に迎えに来てもらうことにしようと後ろ

の 3人 と相談 して決定 した。私にはこの車の現

在位置は確実にわか っていたが,Mr.MALI―
VAOに は依然としてはっきりしていないらし

い。そうこうしながらやっとココ・ クレータの

中に入った。そこでもイライラするほどヨタヨ

タと車を運転 している。何かまだ納得できない

ところがあるらしい。そこで農家の人を捕まえ

て何やら話 している。その奥さんまで出てきた。

どうも私たちがココ・ クレータの縁に沿 って一

周するものと思っているらしく,入回の方向と,

一周するのに 2時間はかかるなどと説明 して く

れた。早 く車から降りたかった。降りる前に 「3

時間のちにさっきの大 きなショッピングセ ン

ターのところに迎えに来て くれ。」と伝えな く

てはならない。松尾さんと二人で何やかや単語

を並べていたら,「 OK/ OK/」 といって

くれた。本当にOKかな ? 私たちの英語が通

じたのかな ? と不安な気持ちを残 しなが らも,

やっと車から降りることができた。

ココ・ クレータはダイアモンド・ヘ ッ ドのク

レータよりも形は小さく, クレータの中か ら見

上げた感 じは,む しろ山問いの谷間に入 ったよ

うな気 さえす る。 クレータの最高点 は Pu'u

Ma'iの 1208ft(398m)で ,ダイアモ ン ド。

写真 2 ココクレータの縁

頂上付近には今にも崩れ落ちそうな地層

が見える。

ヘ ッドか らは東の方にこのココ・ クレータの高

まりがポツンと見えていた。この辺 りには東か

らKoko Crater,Kahauloa Crater,Hanau―

ma lBay, Nono'ula Crater,'Ihi'ihilauakea

Craterな ど 5つの クレータが並んでいる。 コ

コ・ クレータの中は美 しい大型の赤い花をもっ

た高 さ 4mほ どの樹木 (plumeria?)が 栽培

されている。実を採る目的で栽培されているも

のと思われる。クレータの壁は火山角礫岩で ,

ソラ豆大の礫がゴツゴツ入っている。ダイアモ

ンドヘ ッドと同 じく,水蒸気爆発による堆積物

であることがわかる。その傾斜はクレータの内

側では凹みの方を向いており,外側ではクレー

タの外側に向いている。噴石と火山灰を噴きあ

げながらクレータリムが成長 していったことが

わかる。頂上付近では侵食から取 り残された堆

積物がぶ ら下がったようになって,今 にも崩れ

そうな様子である。

クレータの東にはゴルフ場があり,ま たその

近 くは公営のゴミ捨て場になっていた。そこか

ら海岸まで15分 ほどかかった。途中には新 しい

分譲住宅が並び,新 しい町を作 っていた。庭か

らこばれるように咲いている橙色や赤色のブー

ゲンビリアが美 しかった。浜が見え_る ところで ,

ジープに乗った 3～ 4人の美 しい娘たちが,身

を乗 り出 して私たちに声をかけなが ら走 り去 っ

て行 った。浜は相当に長い砂浜である。下 りて

みると白い砂浜の先の磯には,真っ黒な玄武岩

の溶岩が観察された。多 くの人達がサーフィン

と海水浴を楽 しんでいた。日本人はほとんど見

―-74-―



ココ・ クレーター,ブ ローホール,ハ ナウマ・ベイの地質め ぐリー特別メニューこばればな し―

写真 3 プローホール駐車場前の角礫岩

背景はココクレータ。

かけなかった。また相当に大きな海水浴場なの

に出店がまった く見つか らなかったのも印象的

であった。Ha10na BlowhOleは ,層状の火山

角礫岩の節理に太平洋の大波がぶつかって中の

空気を圧縮 し,周期的に数mも の噴水が見られ

るところである。多 くの人が集まっていた。こ

こでは出店があり,い ろんなものが売 られてい

た。駐車場の入口には今まで見てきた火山砕屑

物が見事な地層をつ くっている。その中にはバ

レーボール～ラグビーボール大の角礫層が 2m
ほどの層をなしており, このルー トではここだ

けで観察 された。その上をココ・ クレータが

覆って目の前に迫 って見える。中村一明博士は

「火山の話」(岩波新書)の 中で, この付近の

ものをベースサージ (火砕流)と し,そ の噴出

源はハナウマベイであるとしている。この辺 り

の道路は交通量が多 く,すべての車がスピー ド

を上げて走って くるので,危険で道路脇の調査

はしにくく,道路の向こう側の露頭は遠望する

しかなかった。ハナウマベイまではこのような

水蒸気爆発による層理のはっきりした堆積物が

連続 し,その厚さも30mに も及び,海面からそ

そり立つ断崖は圧巻で,その下で遊ぶ人々が小

さく見える。小値賀の斑島や宇久の飯良崎の黄

写真 4 プローホール付近の厚い凝灰角礫岩

水蒸気爆発による火砕流堆積物

明瞭な層理が見える。

褐色の堆積物に良 く似ている。また,一部には

厚さ 1～ 2mほどの玄武岩の溶岩のはさみが何

枚か見られた。ブローホールの南西約1,2kmの

Kahauloa Craterは ライフル射撃の練習場に

なっており,乾いた射撃音が空 しかった。この

付近の地層にはサンゴの破片が多く含まれ,特

徴がある。前方の上り坂の向こうはすぐハナウ

マベイである。予定の時間も迫り,ハ ナウマベ

イの中まで入れなかったことが口惜 しい。ここ

から北部を遠望すればコーラウ山脈から南に伸

びる Kamehame Ridge,Kaluanui Ridge

などのリッジがクシの歯のように幾筋も伸び,

その間に,多 くの深い谷が刻まれている。

もうす ぐ約束の 3時である。彼は待っていて

くれるだろうか? ぼつばつ心配になりかけて

きた。ショッピングセンターには10分ほど前に

到着 した。駐車場には彼の姿はない。ショッピ

ングセンターに入ってジュースを買って外に出

たところで,Charley's TAXIの Mr.MALI―

VAOの姿を見つけた。言葉が通 じたのだ。彼

もホットしている様子であった。本当にありが

とう。ちなみにタクシー代はチップも含めて往

復72ドル程度であった。

|

l
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長崎県地学会誌 52・ 53号 (合併号)76-77(1991)

ハヮイ巡検雑感

は じ め に

lヶ 月分の収入を越える費用を必要としたこ

の巡検会,今まで書物の上で得た知識をもとに,

あたかも見てきたかのように説明していた,楯

状火山,北東貿易風,溶岩流, 日付変更線,真

珠湾,4200mの 山,等を見学したり体験し得たこ

とにより,元がとれたように思います。計画や

資料の準備等をされた方々にお礼申し上げます。

断片的ですが感想を述べてみたいと思います。

積雲 は垂直 に発達す る

当り前のことですが,太平洋上に発達 した雲

を上空から見ると,上へ上へと伸び,正に雲林

といえるものでした。

ハ ワイは火山の島である

同僚から「先生とハワイが結び付かない」と

いわれましたが,一般に「ハワイ=海水浴十免

税品の購入」のイメージが強いようで,4200m
の山があり,冬 にスキーができるという事を

知っている人は少ないと思います。生徒にも「泳

ぎに行くのではない」と念を押して出かけまし

た。視野一杯の溶岩流や火口, どこが山頂かわ

からないなだらかで雄大な山,島特有のそれぞ

れの地形はホットスポット,プ レー ト移動の証

明そのものように思えました。

民家の庭 は美 しい

ヒロで見た民家は外観は質素でしたが,庭は

広くどの家も芝生が見事でした。それに道との

境目に石垣とか塀が無いのも不思議でした。個

人の権利意識が強いと共に,他人の権利も大事

山 口 修  弘 (長崎県立川棚高校)

にする意識も強いのでしょう。各人の行動に境

界線を設けているので,物理的な境界線は不要

なのでしょうか。郵便受けさえ境界線上にある

のですから。

学校が美 しい

バスの中からチラット見ただけですが,庭は

一面の芝生でした。環境作りを重視 しているの

でしょう。日本は貧乏なのだということを,改
めて実感 しました。また町なかのネオンや看板,

音の規制,洗濯物をベランダにほしてはいけな

い等,快適な町作りに努力をしている姿を見て,

日本は自由を履き違えている様に思いました。

国立公園は自然の風景を見せる所である

キラウェアを始めとして,公園内にはビジ

ターセンターがあり,説明や資料等が準備され

ていました。雲仙にはありますが,阿蘇には公

立のものがないというのはどうしたのでしょう。

その代り土産品店,露店があるのが現状です。

日本では「観光地=飲み食いして遊ぶところ」

という考えが主流のようです。キラウェアで見

えるものは生々しい自然の風景だけ……その中

に浸ることができました。仁田峠も見習っても

らいたいものです。

自動販売機が少ない

他の国の事は良 く知りませんが, 日本のよう

に多い国はないようです。便利ではありますが,

その後始末の問題,エ ネルギーの消費の問題

等々, これによって失ったものも多いように思

います。また,「 アル ミカンのみ」というごみ

箱がありました。日本は遅れているようです。
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アメ リカは過去を忘れない

今年は日米開戦50年 目です。真珠湾に行きま

した。のどかな内海で,見学者はセンターの芝

生に寝ころんでのんびりしていました。見学者

は最初に開戦に至るまでの日本の動き,真珠湾

攻撃,終戦調印等の映画を見ますが,そ の映画

の終わりは「リメンバー パールハーバー」で

締め括ります。日本では「戦争=原爆」の線が

強いようですが,何故戦争が始まったかという

教育を忘れているようです。

女神ペ レについて

ハワイのキラウェアには火山の女神ペレが住

んでおり,かんじゃくを起こすと火山が噴火す

るといわれています。

「溶岩を持ち帰ると女神が怒り,不幸になる」

というガイ ドさんの説明を聞きながら, このく

らいの大きさなら税関は大丈夫だろうと思いな

がら小さな溶岩等を採集をしました。(税関で

は検査も無く, しまったと思ったが遅かった。)

そして帰国後 2週間ほどして怪我をするという

小さな不幸が訪れました。やはり女神が怒った

のでしょうか。

ハ ワイの山の雲 は何故 2重になるのか

マウナロアにかかる2重の雲,キ ラウェアに

かかる3重の雲を見ながらその成因について話

合いましたが,結論は出ませんでした。太平洋

上の単純な形の島に吹く貿易風は複雑な垂直構

造を持っているのでしょうか。教科書的な知識

では説明できない現象でした。

移民という形で始まった日本とハワイの関係

は,現地の人たちと共に働 くという環境のもと

で根づいてきましたが,今は観光という表面的

な関係により, 日本の避暑地のようになってい

ます。更に土地やホテルの買い占め等,金に任

せた行為が目につくようになっています。これ

らの行為はどの様に見られているのでしょうか。

もう少し付き合い上手な民族になりたいもので

す。

ハワイ巡検雑感

に終

パールハーバーのア リゾナ記念館
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長崎県地学会誌 52・ 53号 (合併号)78-82(1991)

8月 17日 午後 7時 30分, ウエス ト航空機は定

刻通 り,福岡空港を東南東に向けて飛び立 った。

窓には上弦の月が見える。中学生の時か ら夢み

ていたハワイに行けるのだ。理科の授業の時 ,

先生がキラウエア火山の話をされた。 「残念な

がら, 日本にはハワイの火山のような山はない

のだ。三原山が近いけどなあ。」また,映画の

ニュースで見た溶岩湖。消防士のような服装を

した人がひしゃくで溶岩をす くっているのを見

て,なんと優雅な火山だろうと考えていた。そ

して,いつかハワイの火山島巡 りを したいもの

だと思っていた。その念願のハワイに行けるの

だ。ハワイの火山についてはここ数十年の間に

かなりのことが明 らかになってきた。マントル

物質が,い わゆるホット・ スポットから湧き出

してできた火山であること。そ して,ホ ット・

スポットその ものはマントルに固定されている

から移動 しないが,ハ ワイ群島がのったプレー

トが年に 8 cmの 割合で西北西の方向に動いてい

る。だか ら,一番南東に位置するハワイ島が一

番新 しく,今 まさにマントル物質が噴出 してい

ると考え られている。ハワイ島から北西の方に

あるマウイ島,モ ロカイ島,オ ワウ島,カ ウア

イ島と順次活動年代が古 くなっている。さらに

西北西の島々はひどい沈降と侵食を受けて,火

山島その ものは海面下に沈んでおり,そ の上に

珊瑚礁が継ぎ足 している。このようなことを自

分の目で確かめることが出来るわけだ。いろん

な思いを巡 らしなが ら, しばらく上弦の月をば

んやりと眺めていた。夜中に,「朝日がきれい

だ。」と反対側の シー トの方々が感嘆の声を出

してお られたが,夕食の時に飲んだ ビールに

酔って しまって見に行 く元気 もなかった。興奮

状態であったのと,気圧の関係でやはり平常よ

り酔い易いのであったのだろうか。

吉 田 利 子 (活水高校)

8月 17日 午前 9時 (現地時間)ホ ノルル空港

に着陸。空港でハワイアンの音楽とフラダンス

で迎えられ, シンビジュウムのレイを着けて貰

う。レイはハイビスカスと思っていたが, シン

ビジュウムやハイビスカスやいろいろな花でで

きていた。しかしこのレイの処理には困ってし

まった。ずっと首にかけている訳にもいかない

し,かといって捨てるにはもったいないし,ハ

ワイ島行きの飛行機の中にそっと残 してきた。

所要時間30分でヒロ空港に着陸。日本食の昼食

をすませて,専用バスで,キ ラウエア火山に向

かう。睡眠不足と疲れのためか頭がぼ―として,

感激も今一つである。ガイ ドさんの日本語もあ

まり明確で無かったのでよけい眠気が増 してき

た。なにしろ, 8時間余りで,夕方からあさの

ハワイに来てしまったのだから,無理ないかも

知れない。しかし,サ ース トン溶岩 トンネルで

はすっかり目がさめた。道端の岩石を見ると,

黒くて多孔質の溶岩である。 トンネルヘの道に

は,木生の大きなシダ, ショウガの仲間である

ジンジャ,亜熱帯性の植物がうっそうと繁茂 し

ていた。 トンネルは,幅 3m,高 さ5m,長 さ

100m位 で,中の壁には溶岩が流された後が掃

除機のホースの蛇腹のように残っていた。

再びバスに乗って,キ ラウエアの溶岩流の中

を走る。ハワイ島の溶岩にはパホイホイ溶岩と

アア溶岩の二種類があって,成分は同じである

が温度と流速が違う。パホイホイ溶岩は,高温

で流速が32km/時 ,ア ア溶岩は低温で流速が36

m/時というガイ ドさんの説明があった。パホ

イホイ溶岩は,堅 くて,表面は滑らかで太陽の

光を受けて金色に輝いていた。一方,ア ア溶岩

はもろくて,赤茶色のコークス状で,数年前に

噴火した三原山の溶岩のような感じである。ま

るで黒い海原のように続く溶岩原のスケールの

大きさに圧倒され放 しであった。

ハワイ巡検記
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パホイホイ溶岩の所で,バスを降 りる。気温

はそんなに高 くないが,風が強 く帽子が吹き飛

ばされそうである。金色に輝 く,縄状, さざな

み状などさまざまな形のパホイホイ溶岩に驚き,

カメラのシャッターを押す。パホイホイ溶岩の

端は流速が遅 くなるので,ア ア溶岩となって盛

り上がっているのが見 られた。 しばらくして ,

縄状溶岩の くば地に溜 っている,植物の細い茎

のように見えたのが,ペ レーの毛だと分った。

来るときから楽 しみにしていたが, こんなに簡

単にまた,た くさん見ることがで きるなんて

思って もいなかった。ペ レーの毛は,金髪で直

毛であった。溶岩がカーテン状に吹き上げられ ,

また,風にあおられてこんな細い繊維状になる

のか。丁度,綿菓子と同 じような成因だなあと

思いなが ら採集 した。 しか し,左の手のひらに

は,ペ レーの髪の毛は,なかなか溜 らない。余

り強 く握ると折れて しまうので,軽 く持 ってい

ると風で吹き飛んで しまうのである。結局,細
い針のような短い髪の毛を少 しだけサンプルと

して持ち帰ることが出来た。

100年前に出来たというカモアモアの黒砂海

岸に向かう。黒砂海岸だか ら黒い砂だと思って

はいたが,真 っ黒な砂浜はやはり異様であった。

玄武岩質の熱い溶岩が海に流れ込み,急冷 して

粉々となり, これが波の作用で掃き寄せ られて

出来たものである。黒砂の粒径は, 4～ 2 mm:

1%,2～ l mm:22%,1～ 0.5mm:11%で あっ

た。

ハワイの国立公園の中では,飲み食いするこ

とは禁止 してあるということで,売店は一軒 も

ない。道路には,景観を損なわないような木製

の枠のあるゴミ箱が見 られたが,誰 もゴミなど

出すことは無いのではないかと思う。日本の観

光地のような広告看板 も何 もない。全 く自然だ

けである。その徹底ぶ りには感心 した。日本の

環境庁 もこの点は考えてみる必要があるのでは

ないだろうか。

いよいよ本日の最後の見学地キラウエアカル

デラに向かう。火山博物館は 5時までというこ

とで足早に見て回る。地震計が動いているのを

見ていたら,大変体格のよい女性の職員にもう

時間だから出るようにうながされた。外に出る

と,日 の前に直径800mは あるハ レマウマウ火

口が広がっている。きれいな円柱の窪地で,ガ

イ ドさんは毒ガスと言っていたけど,火山ガス

が噴出しているのが見えた。キラウエアカルデ

ラは, 6段位の段差が数えられた。火国から溶

岩が流出する度に,沈降をしたのであろう。別

の角度からカルデラを見るということで, 4 km

位離れたホテル 0ボルカノハウスに行く。宿泊

しないビジターにホテルの中を通らせるなんて,

何と寛大なホテルだろうと思った。 しかし, こ

れは後で納得できた。何故なら,ホ テルの売店

で,今まで買い物が出来なかった我々は,地図

に,絵はがき,緑砂のサンプルなど買いあさり,

ガイ ドさんや添乗員がしきりに時間を気にして

いた。やはり,ホテルにも大きなメリットがあ

る訳だ。オヒアという釘も打てないような堅い

木がハワイで良くみられる。今までは建築材料

にもならなかったそうであるが, 日系の人達は

これにニスを塗って,床柱に利用 しているとガ

イ ドさんの説明があった。このホテルでは床柱

にはしてなかったが,柱にしていた。真正面に

ハレマウマウ火口を見,満足してホテルに向か

う。

8月 18日

いよいよハワイ最高峰マウナ・ケア登山だ。

日本の富士山よりも高い4207mの高さである。

数年前に富士山に登ったが,小屋の人たちは

キャタピラーを運転して荷揚げをしていた。富

士山より高い山を海抜 Omよ り車で一気に登る

わけである。 3台の四輪駆動に分乗 して, 9時

15分 にホテルを出発。車の中から見るハワイの

民家は平屋で, 2階建ては 1階が倉庫,車庫に

なっており,外から2階に階段がついている。

屋根は, トタン屋根で軒先が長い。家の前には,

手入れの行き届いた芝生があり,い ろいろな花

が植えてあった。簡易舗装道路を20分 も走ると,

高度1000mに 達し,一面が低木になった。高度

1900mの高さで小休止をとる。4000mの 山を一

気に登ると,高山病になる恐れがあるからだと

いうことだが,景色がすばらしい。前方にはマ
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ハワイの最高峰マウナ・ケア山頂にすむナナホ シテ

ン トウムシ

ウナ・ケア,そ して,後方にはマウナ 。ロアの

盾状火山がずっと広がっている。近 くには阿蘇

の米塚を思い出させるような噴石丘が見 られ放

牧場となっている。草むらには,西洋タンポポ

が咲いていた。2760mの高さにビジター・イン

フォメーションがあった。ここには,宇宙飛行

士オニズカ氏のメモ リアルがあった。ハワイ出

身ということだった。 ここからは道路は舗装な

しで,車は砂煙を出しなが らぐいぐい登 ってい

く。3300mの高さになると,植物が全然見 られ

なくなり,溶岩や火山放出物の岩だらけである。

20分位悪路を走ると,再びきれいな舗装道路に

なる。側溝 もガー ドレールもあり快適な ドライ

ブウエイとなった6こ の道路を10分 も走ると,

銀色の天文台の ドームが見えてきた。さらに 5

分走 り,ハ ワイ大学の ドームのところで,車を

降りる。天気は快晴で,風があり,空気は冷た

いが,思 っていたほど寒 くない。 しか し,用意

してきたセーターを一枚着込んで,端の方に歩

き出す。足早になったとき,頭が応、ぁっとした

ので,急 ぐ気持ちをおさえゆっくり歩 く。周囲

の景色をカメラにおさめ,や っと気持ちに余裕

が出来て,足元を見回す。マウナ 0ケ アの溶岩が

ゴロゴロしている。流れた跡がはっきり残 って

いる溶岩 もある。火山弾はないかと丁寧に見る

と,す ぐに紡錘形をしたものをいくつか見つけ

ることが出来た。マウナ 。ケアの ピークは赤茶

色 した噴石丘である。幸い高山病にもな らな

かったので,ピ ークまで行 くことにする。資料に

は15分 とあったが 7分 もかからなかった。 ピー

クには、真鋳製の直径20cm位 の金属標が埋没さ

れていた。それには,△,13796feet,BENCH

MARK,U.S GEOLOGICAL SURVYな ど

の文字が刻まれていた。△のマークは日本の地

図では,三角点であるが, これは水準点の役 目

もしているようだ。 ピークは平坦で,360度 の

パノラマが広がっている。各大学の ドーム群 ,

そして火口を持つ噴石丘群。ず っと向こうには,

山頂に雲がたなびくマウナ・ ロアの山。ハワイ

の最高峰での素晴 らしい景観を楽 しみ,カ メラ

のシャッターを何回もおす。足元の岩石の中に,

赤茶色の岩石に黒い大きな粒がた くさん入って

いるのがあった。手に取ってみると,かなり重

くず っしりとくる。後で測 ってみると,密度が

3.3g/cポ であった。 これがマン トル起源の も

のであるかも知れないと思 うと,胸の高なりを

覚えた。頂上のケルンの石を一つ取 ってみると,

ナナホシテントウムシが 5, 6匹いた。日光に

当てると,石の裏側に移動 していったが,植物

も全然無いこの高さにテントウムシがいるとは

驚きであった。一体,あの昆虫達はどのように

してこの頂上にきたのか, また何を食べている

のか,今でも不思議に思う。一時間はあっとい

う間に過ぎ,再び車に乗る。ビジター・インフォ

メーションで昼食をとるが, ここにも紡錘形の

火山弾が見られた。やはり頂上のものよりかな

り風化 していた。帰 りは,行きには座席の関係

で見えなかった,マ ウナ・ ロアの溶岩流に驚 く。

サ ドル道路の分岐点か ら,溶岩流が真 っ黒で

生々しい感 じで盛 り上がっている。まるで, ア

スファル トの道路が地震などでめちゃくちゃに

成ったように広がっているのである。改めて ,

マウナ・ ロアの活動のスケールの大きさを感 じ

た。 この溶岩流の上に出来た道路は起伏が多 く,

運転手 も早 く帰 りたいのか,ス ピー ドを上げ ,

まるでジェットコースターのようであった。マ

ウナ・ ロア登山は 5時間30分の行程であった。

8月 19日

マウイ島は,80万年前の火山で,侵食を受け,

深 く切 り立つ谷がある。山は緑の草で被われて

いる。ハワイ島では,黒い溶岩 とヤシの木が印
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象的であったが,マ ウイは花木が多い。まず ,

街路樹はキ ョウチク トウ,(長 崎ではあの原爆

記念日の頃に咲いているが, ここでは一年中咲

いているという。)サ ルスベ リ, ブーゲ ンビリ

ア,ハ イビスカスと様々な色の花が車窓から見

られた。また,ホ テルの庭には,赤や自のプル

メリア,赤いたこ足のような花が咲 くタコの木 ,

グアバ ァ,真 っ赤で豪華なロイヤル・ポインチ

アナとた くさんの花が咲き乱れていた。 ここで

はさとうきび畑が今はパイン畑に変わりつつあ

るそうだ。77歳のガイ ドさんはとってもお元気

で,ハ ワイの花か ら,農業事情, 日系の人たち

の生活と,ず っと話 し通 しであった。

マウイでの私達の目的はハ レアカラ登山であ

る。2970mの高さまでバスで行き,頂上は3050

mの高さ。公園事務所で,ハ レアカラの地図 ,

資料,ス ライ ド等を買 う。事務所の横に銀剣草

が植えてあった。写真で見るより,ず っと美 し

く,葉がまるで金属で出来ているように輝いて

いる。Silver Swordと はよ くいった ものだと

思った。今年は,例年より多くて50株 はあると

いうことで,ガイ ドさんがあそこここと教えて

くれた。私達 もす ぐ岩のがれきの中に咲いてい

る見つけられるようになったが,花はあまりつ

けていなかった。バスを降りると,展望台があ

り,そ こから少 しガスがかかった九つの噴石丘

はまるで月世界のようである。わずか20分の自

由時間なので, ピークの Red Hillは 断念 し,

月世界を写真に撮る。足元を見ると,黒い粒が

ぽろぽろと落ちている。きれいな輝石で大きさ

が l cm位の もある。ガイ ドさんにペ レーの神が

怒るか ら,岩石は採 らないように固 く言われて

いたので,鉱物ならペ レーの神 も許 して下さる

だろうと,そのいくつかをポケットにしのばせ

た。ハ レアカラは1750年以後は活動 していない

静かな山であるが, ピナットウボ火山や雲仙の

普賢岳の例 もあるので,毎 日レンジャーの人達

が警戒 しているそうである。頂上からの雲海は

すばらしく,ハ ワイの人たちも雲海か ら昇る日

の出を見に暗いうちから出かけて くるそうであ

る。ガイ ドさんの話によると,ブ ロッケン現象

も見 られるということだった。 これは,太陽を

イ巡検記

背に して立つと,人の影が前方の霧に映 り,そ
の影の頭のまわりに光の回折による虹に似た輪

が出来るのである。プカラニで昼食をとり,カ

フルイ空港に向か う。今,空港は国際線 も,離

発着出来るように用地を広げ,整備 していた。

カフルイ空港からホノルルまで20分であったが ,

飛行機が動き出すとす ぐジュースが配 られ,空
の回収には大きなゴミ袋を持 ってまわっていた

のには少々驚いた。

8月 20日

朝からバスでダイヤモンドヘ ッドに行 く。昨

日飛行機の上から眺めていたオアフ島のシンボ

ルで もある。火口壁に トンネルがあって, トン

ネルを出ると,広 い平坦地であっ.た 。 もちろん

回りは火□壁で取 り囲まれている6火 口壁の堆

積物には,白 いIII瑚のようなかけらもあった。

上の展望台まで初めて自分の足で登ることにな

る。日差 しが強いので,上半身裸の人, レオター

ド姿のような人もいた。 もちろん日本人ではな

いが。照明が全 く無い トンネルや螺旋階段を通

る時は少 し戸惑ったが,20分で展望台に着いた。

上からはワイキキの浜辺,高層のホテル群,青
いハワイの海が一望に見え素晴 らしい。少々き

つ くても登ってみる価値は充分にある。ワイキ

キの浜辺や街には日本人の観光客があバ、れてい

るのに,こ こでは日本人の姿は余り見なかった。

ダイヤモンドヘ ッド,パ ンチボールは水蒸気爆

発によって出来たものである。コーラウ火山の

活動が終わり,火山島は沈降 し裾野に裾礁がで

きて,海岸近 くに再び火山活動を始めた小型火

山がいくつかできた。玄武岩質マグマが上昇 し,

地下水に接 して激 しい水蒸気爆発をおこし,山

体が吹き飛んて しまってできたものである。ダ

′イヤモン ドヘ ッドのようなクレーターがオアフ

島にはた くさんある。地図で調べてみると,11

も見つかった。中には火口壁の一部が崩れて ,

湾になっているもの もあるから, もっと多いだ

ろう。オアフ島ではクレーターを一つ一つ調べ

てみたら面白いのではないかと思った。

今回の巡検は見るものが多く, 5泊 6日 では

短すぎた。また,勉強不足で参加 して しまった

―-81-一



吉  田  利  子

のが大変残念である。でも,それを補うことが  方々にはいろいろと懇切丁寧に教えて頂き,実

できた会員の方々から頂いた貴重な資料は,感  りの多い楽しい旅であった。ここに参加者全員

・謝であった。また,鎌田先生をはじめ,会員の  の方々にお礼を申し上げます。

一-82-一



長崎県地学会誌 52・ 53号 (合併号)83-84(1991)

ハワイ地質巡検行雑感

まづ初めに, この度の巡検会を企画していた

だいた先生方にお礼を申し上げます。そして,

御同行 していただいたみなさん,楽 しい思い出

を下さって感謝を申し上げます。

ハワイ諸島は以前から一度は行ってみたいと

心に暖めてきた場所の一つでした。代表的な楯

状火山であるし,ペ レーの毛やペレーの涙,ア
ア溶岩とパホエホエ溶岩など,名前は知ってい

ても実物は知りませんでしたから。この度の計

画を聞いたその瞬間に参加を決意 しました。実

際に参加 してのハワイ巡検は素晴らしいもので

した。

最初の日,キ ラウエア火山の真っ黒な溶岩原

の上に立ったときは興奮して仕舞いました。真

赤な溶岩が,冷却されながら波打って流れて行

く様子が,容易に想像できる壮大な景観でした。

この溶岩原に立っただけでハワイに来た甲斐が

ありました。縄状溶岩の大きなサンプルを収集

できたら言うことはないと思いましたが,実際

には “かけら"し か持って来なかったのがいま

坂  田 輝 行 (諫早高校)

考えると心残りです。必死の思いでペレーの毛

も探 しました。これはマグマが冷却する時に,

その表面のガラス質が興l離 して繊維状になった

ように感 じました。

黒砂海岸は多孔質のアア溶岩が海に突入する

時,冷却 して形成されたとの説明でしたが, こ

れはガラスのビー玉を加熱 して水で冷却 して衝

撃を与えると,粉々に割れるのと同じかなと思

いました。それにしても,黒砂が形成される時

の海岸は轟音と水蒸気がもの凄かっただろうと

想像されます。

Lava― Tubeの 周辺は大きな木生シダが繁

茂していました。湿り気もありましたので陸産

員の成育には適当と思いましたので,探 してみ

ましたが発見できませんでした。時間をかけて

探せば発見できたかも知れませんが,個体数が

少ないのか, 自分の注意力不足か,火山活動の

ために陸産貝が分布を拡げるのに時間不足なの

でしょうか。キラウエア火口も凄い大きさでし

た。火山博物館の見学時間が少なかったのは残

オラウエア溶岩原の上に立つ筆者写真 1
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写真 2 マウイ島ロイヤル・ラハイナ・ リゾー ト・

ホテルの庭         ′

念でしたが。

2日 目のマウナ・ケア山は好天に恵まれてよ

かったと思います。特に,マ ウナ 。ケア側から

見たマウナ・ロア山の楯状火山は壮大でした。

マウナ・ケア山頂で吉田先生が発見されたテン

トウムシにも驚かされました。周囲には餌とな

る植物は見当たりません。気温も低いのになぜ

こんな環境で生きていたのでしょうか。ケルン

の岩の裏側に沢山いました。上昇気流に乗って

外界から吹き飛ばされたのでしょうか。それに

しては一匹ではなく,沢山の同じテントウムシ

がいたのです。今でも不思議に思っています。

この日はホテルの前のガジュマルで念願の陸

産貝が採集できました。殻長34mm,殻径14mm,

体層が大きく成長線が明瞭な赤橙色のきれいな

光沢を持った員です。殻が薄いので成貝ではな

いようです。ホテルで中身を抜 くのに苦労 しま

した。

3日 目の朝,ホテルの周辺を散歩しました。

海岸の植物はトベラ?や ヒルガオ ?の群落で,

日本のものと似ているなと思いました。庭では

体調15cmほ どのミドリトカゲを 3匹見ました。

写真では見たことがありましたが,実物をみて

感動 しました。写真を撮ろうとしましたが逃げ

足が速 くてよく撮れませんでした。

ハレアカラ火山も素晴らしいと思います。こ

の日はもっと早 く出発して,ゆ っくり見学 した

かったです。銀剣草も珍 しいものが見れてよ

かったです。

4日 目はオアフ島。ダイヤモンドヘッドの頂

上はトーチカでした。ちょうど50年前,日 本海

軍が真珠湾を攻撃した時は, この銃眼から日本

の飛行機を撃墜すべく,銃身が焼けるほど激 し

く弾が打ち出されたのではないでしょうか。

午後のココヘッドからハナウマベイまでの徒

歩での巡検は暑かったですね。水筒の準備もな

くて歩いたのですから咽喉は渇 くし。でも歩い

ての巡検はゆっくり観察できるのでいいです。

ココヘッドの灰色の凝灰角礫岩中には白いサン

ゴの破片がごろごろ含まれている部分もありま

した。また, ココヘッドでは陸産貝が採集でき

ました。死貝ですがハワイ島のものとは別種で

す。殻長44mm,殻径23mmで体層が極端に大きく

なっています。

ところでワイキキビーチではおばさんが金属

探知機で何かを探 しているのに出会いました。

さすがに世界的なリゾー ト地だけはあるなと思

いました。観光客が怪我をしないように金属片

を拾っているのだと思ったのです。後日知った

ことですが, これは観光客が落とした貴金属や

宝石を拾っているのだそうです。結構な収入に

なるというから驚きです。

5日 目はハワイ最後の日。朝は最後の目的,

ダイヤモンドヘッドの麓まで走りました。

憧れのハワイ行きでしたが,火山を沢山見学

できてよかったと思います。個人的に行っても

これほどは見られないと思います。地学会の巡

検会だからこそと思います。幸せでした。勝手

な贅沢をいうと,ハ ワイ島とマウイ島で自由時

間がそれぞれ半日ずつでもあったらよかったと

思います。

写真 3 ココヘッ ドの凝灰角礫岩, 白いのはサ ンゴ
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ハワイ巡検 1日 目の感想

16:50 福岡空港第 3タ ー ミナル着

添乗員の石田さんの説明の後,出国手続き。

ゲー トを通ると日本であって日本でない空間で

ある。

ロビーの免税店で免税品を見る。夕食を食べ

ていないので目が回っているが,機内で出るか

らと我慢。 ロビーの売店はビール,サ ンドイッ

チ, ジュース,何 もかも高い。麻薬の密輸手口

の写真が壁に貼 ってある。

19:00 搭乗。ハワイアン空港 H A032便 。

通気孔か ら白い気体が出て くる。湿気を補っ

ているのだと思 う。幻想的な音楽が流れている。

19:30 離陸。

2.5.2列 で席は並んでいて,私の32Hは窓か

ら2番 目。博多の光がよく見える。30分ほどし

て,碁盤目の道路と,城が見えた。熊本城と思っ

たが,違 うらしい。飛行機は大阪上空を通 って ,

東京方面か ら太平洋をわたるという。夕食が待

ち遠 しい。

20 :30

やっと,飲物が出る。隣の吉田先生と一緒に

ビールを頼む。量の表示 も120z。 とあり, 日本

と違 う感 じである。妊婦は飲まないように,な

ど 1本 1本に注意書きが付いている。

21:00す ぎ

待ちに待 った夕食。 ビーフと幕の内から幕の

内を選ぶ。メニューは,

ビーフステーキ,ベ ィク ドポテ ト,人参のグラッ

セ,ホ ウレンソウのソテー, レタス・ コーン・

レッドピーマンのサラダ, ドレッシング付き,

バターロール, クラッカー,チ ーズ,いちごの

ムース,ス ポンジ台付き,木曽の水。

1:00頃  (現地時間 6:00?)
右前方に美 しい朝焼 けが見える。 もう一度

1991年の 8月 17日 をこれから迎えることになる。

日の出を見なが ら,次のような事を考える。

山 本 典 子 (長崎南商業高校)

問 1 高度 1万 mの飛行機からは,伏角何度で

日の出がみられるか。 (図 1)

図 1

答 地球が半径を6400mと す ると,Aが 飛行機

の場所′ Sが太陽の見える方向として,

∠AOB=∠ BAS=θ
cOs θ =OP/OA=6400/6410

=0。 9984

θ=3° 15′

問 2 飛行中の機の高度 は 1万 mの高度で成層

圏を飛ぶ。機内の圧力は気圧計で980mbあ っ

たが, この時機外の気圧 は ?

答 1000m上 が る毎 に,気圧 は0.9倍 になると

いう。 これを元 に して考えると, 1万 mでは

1× (0.9)10=0.3486。 .約 0.35気圧,353

mbほ どになる。

現地時間 9:00 (日本時間18日 2:00)
ハワイ,ホ ノルル空港に到着。 3台連結して

あるバスで空港の建物へ。現地のガイドが出迎

えてくれる。やや時間を置いたのちにランの花

ばかりのレイを全員に配ってくれた。荷物を確

認,預け直す。ブッシュ大統領の写真がようこ

64003缶n
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子典本

2 周囲は冷えて固まり、

まん中だけが流動

3 溶岩の供給が止 まり、

空隙ができる。

4 空隙が広が り、冷えて

固まる。

図 2 溶岩 トンネルのでき方

そと笑いかける。

ワイキキ空港はとても広いらしく,wiki一

wiki(ハ ワイの言葉で,「早 く」という意味)

と書かれたバスで国内線ロビーに向かう。非常

に遠 く感 じる。ロビーでは広い売店でペス ト

リー (菓子パン)を売っていたが, クロワッサ

ン1つ とっても, 日本でみる 3倍程の大きさ。

圧倒される。トイレで顔を洗い,10:50か らゲー

トに並ぶ。搭乗券には,座席番号がなく, 自由

に座っていいらしい。

H:05搭乗

右 2列 ,左 3列の細い機内だが,長 さは長い。

離陸・・・ダイヤモンドヘッドクレーターを

真上からみる。大きなクレーターである。島の

東側には,小 じんまりした湾と,(ハナウマ・

ベイ?)丸いクレーターが 2つ ならんでいる。

ココ・クレーターか。

12:00す ぎ

ハワイ島ヒロ空港から,昼食場所の日本レス

トランヘ向かう。ガジュマルの木が南国へ来た

ことを感じさせる。レス トランから,双眼鏡で

付近の鳥を観察。

①きじ鳩に似て,首廻りに黒地に城の斑点の

衿まきをした鳥・ 。e spotted dove

②ヒヨドリ大, くちばしは黄色で,頭が黒 ,

翼に白い模様がある鳥 00・ com mOn

myna

③きじ (メ ス)?茶 色

13:15 キラウエアにむかう

サース トン溶岩 トンネル (Thlirston lave

tube)・

バスから降り,遊歩道を少 し歩 く。木生シダ,

ヒオウギスイセンなどが多い。大きなシダのせ

いか,恐竜で も出てきそうな雰囲気である。 ト

ンネルは意外と小さく,高 さ 3m程。長さは100

m程である。壁には縦に小さなひだが入 ってい

る。福江島の富江の井穴に似ている。最低限の

照明を してあり,底 もたいらで歩きやすい。

看板に トンネルの出来方の説明があった。(図

2)

チェーンオブクレーター道路

生々しい溶岩湖の跡。渦巻いたり,表面が冷

えて固まった後,下の溶岩に持ち上げられた跡

が,そのまま残っている。

1 熱い溶岩流
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ハワイ巡検 1

プヒマウや, ヒイアカクレーターが続き,月

世界か何かのように,黒い溶岩原が続 く。 ここ

のクレーターは火口でな く,陥没地形なのだと

いう。

東南の海岸へ向かい,溶岩原を下 りる道路。

見渡す限りのパホイホイ溶岩で,所々に塊状

のアア溶岩がみ られる。 2つの違いは流れる早

さで,パホイホイは36km/hと 比較的速 く,ア

アは32m/hと 遅いそうである。

溶岩の中に,枯れて銀白色になった木が立ち

並んでいる。

下か ら吹き上げたような,高さ 2m程の小山

も見 られる。古い道路が溶岩で埋められている。

溶岩原に降りて見ると,有名なペ レの髪の毛

が観察できる。パホイホイ溶岩の金色の部分だ

けが,風化された後残 った物 らしい。岩の隙間

日目の感想

や吹きだまりに多 く落ちている。手に取るとす

ぐに折れる。ベ ッコウアメの糸をひいた跡のよ

うである。このあたりの溶岩は1969～74年の物。

溶岩は,表面が風化 され土になるのに200年 ほ

どかかるそうである。

黒砂海岸

文字どおり,砂浜の砂は全部真っ黒である。

パ ンダナの木が一本, 日本のこの様な場所でみ

るみやげ物屋一軒無 く,ゴ ミも落ちていない。

白い物を見つけて,近寄ると,小さな貝殻が 1

つだけ黒い砂の中に埋 もれていた。

夕暮れの中を,ハ レマウマウ火□まで戻り,ビ

ジターセ ンターを大急 ぎで見学。VOLCANO
HOUSEで みやげ物を見た後,バ スでホテル

ヘ戻る。時差のため,43時間もあった今日もお

わる。
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