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第 1日  12月 25日 (水)曇 り,小雨

国立故宮博物館

ゆっくり回れば 1日 はかかるほどの内容で
,

急ぎ足で見て回つた。手のこんだ作品はほとん

ど清の時代のものである。展示物の説明の中に

あるjadeと jadciteと がどのように違うのか疑

間に思つた。ガイドの呉さんは, ヒスイと玉は

違うといっていたがどう違うのかわからなった

ので以下調べたものを示す。

古来 〔東洋の石〕として君臨した玉 (jadc)

といわれるものに軟玉と硬玉とがあるが,硬玉

とは翡翠 崎adcite)す なわちアルカリ輝石のこ

とであるc翡翠という文字は色に由来するもの

であって, もともと鳥の名,すなわちカワセミ

のことである (原 色現代新百科事典 7)。

硬玉は輝石の一種で,化学組成が純粋なもの

は無色。鉄分が少し入ると美しい緑色になり,

その集合体はヒスイとよばれる。

硬玉とエジリンのような,Naで 特徴づけら

れる輝石のことをアルカリ輝石という。わが国

では神居占渾変成岩や三波川変成岩中に産し
,

また新潟県の小滝地方では,蛇紋岩中に塊状に

なって産するc後者は昔から有名で宝石にされ

たものがある (原 色現代新百科事典 3)c
硬玉とは,ジ ェー ド輝石の宝石名で,玉 とよ

ばれるものの典型はこれ, しかし,ほ かの鉱物

を玉とよぶこともある。

ジェー ド輝石 (jadeite)は ,ア ルカリ輝石の

一 種 ,NaAl〔 Si206〕 e ca,Mg,Fe2,Fe3を
少 量

含む透輝石―ヘデンベルグ輝石 とは連続固溶体

をなし,中 間組成のものをオンファス輝石 とい

うこ――途中省略一― スペイン語 Piedre de jade

(cOHc stOne,硬玉)が語源 (地学辞典 )。

台湾地質巡検旅行の記録

阪 口 和 貝J(県立大村高等学校)

DittHd+Tsch(透 輝石+ヘ デン輝石+チ ェルマーク分子)

変成グレーワッケ
変成チャート

ひすい輝石

Jd

(ひすい輝石)

Ac・

(エ ジル輝石)

図 1 藍閃石片岩相の輝石の組成と母岩との関係

(Coleman・ clarkl 1 968に よる)

(偏光顕微鏡 と岩石鉱物"黒田・諏訪より)

軟玉とは,一般に玉というものの一種,学術

的には角閃石族殊に陽起石又は透角閃石よりな

るものをいう。白色のものは透角閃石,暗緑色

のものは陽起石よりなる (地学辞典)。 (図 1)

第 2日  12月 26日 (木)晴 れ 曇 り 高積雲

午後雨

オンフ ァス輝石

エ ジル輝 71

林 口 (標 高160m 丘陵地)～ 揚梅 (標 高

95m 赤い砂礫層)～ 新竹 (標高90m 丘

陵地はここまで 更新世)～ 苗栗 (標高120

m)～公館 (台 湾油積陳列館 回りは急傾

斜の地層 中新世)～ 西湖 (化石採集 苗

栗層群 鮮新世海生貝化石 イタヤガイ

ザルガイ 巻貝 ツノ貝 採集場所 三信楊

窯業公社, レンガエ場,彰化市中山路三段

878号 )～ 三義 (標高330m 彫刻の町)～
豊原 (標 高340m)～ 台中市～国姓 (段丘 )

～tti里 (標高490m 上部赤土 バナナ ,

ビンロウ)～ 日月渾 (標高710m)エ ヴァ

グリーンホテル泊
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礫が散 らばっている。桃園付近はなだらかな丘

陵地が続 く。標高は200mで 砂礫層が続 く。苗

栗付近から苗栗層群 (鮮新世)が見え始める。

第 3日  12月 27日 (金)快 晴 夕刻雲がかかる

文武廟 (孔子,関 羽,岳飛が祀られている。

廟は工事中であった。)～孔雀園,蝶の展

示館～九族文化村～哺里木生昆虫館～国姓

(段丘,比高80m)～ (和平,南労村 2段

の段丘,比高10mと 80m)～ 谷関 (明 治温

泉),龍谷大瀑布～龍谷大飯店泊

文武廟から日月渾の美 しい姿を望むことがで

きる。孔雀園から北にのびる谷奥には3000m級

の山々が連なる。九族文化村の入口にある洋風

庭園ホテルの入口にある石板の岩石名について

いろいろ話 し合ったが,結局わからなかった (写

真 1)。 哺里付近はビンロウヤシとバナナの畑

が続 く。山の斜面のビンロウヤシ畑はガケ崩れ

の原因になっているということだ。

国姓付近には段丘地形が見られる。段丘の高

さは比高50m以上はあ りそうだ。和平,南労村

では 2段の段丘が見 られる。国姓付近の標高は

約250mで ある。龍谷大飯店の近 くには龍谷大

瀑布がある。龍谷大瀑布まではかなりの距離が

あ り,疲れた。

第 4日  12月 28日 (土)快 晴

山頂からはクリノメーターが当てられそうな

一枚板の地層が東急傾斜で谷底までまっす ぐ落

ち込んでいる。その奥は鞍馬山 (2665m)か小

雪山 (2996m)で ある。朝 日に映えて輝いて見

える。途中では地層がほぼ水平 に見える所が

あったが,す ぐに東急傾斜に変わる。上下 2本

の道路が並行 して走る,下の道は谷底の方に下

りている,私たちは上の道を走っている。岩盤

を穿っただけの トンネルがい くつも続 く。道は

車が離合できない くらいに狭い。

徳基水庫 (ダム)は アーチ式 ダムであるc谷

が深いから見かけよりも大量の水量があ りそう

だ。標高は1465mである。

梨山 (標高1600m),急 傾斜の山の上 まで呆

樹園が拓かれている。梨山付近の谷には見事な

平坦面 (段丘面)が作 られている,こ の平坦面

はどうしてできたのだろう (写真 3)。

梨山付近では,ま わ りの急峻な地形 とは対照

的に穏やかな丸みをもった地形が広が り,住宅

と作業小屋が点在する (写真 4)。 梨山の出店

のお じさんは日本語が話せた。「あの雪 を頂い

ている山は何 という山ですか ?」 「あれは台湾

で二番目に高い次高山 (雪 山)3884mで す。一

番高い山は新高山 1玉 山,で 3952mあ りますc

私は小学校のとき四人の日本人の先生から習い

ました,一人は北海道の人,二人は東京の人 ,

四人目は大阪の人で した。」「その人達は,良い

先生で したか ?」 「良い先生で した。」梨山の出

店から北を見るとここにも平坦面がある。先の

段丘面よりも高い位置にある。

大高嶺 (2565m)は スレー トあるいは千枚岩

が東傾斜の流れ盤をつ くっている。空気が冷た

く心地よい,こ こで昼食にしたかった。大高嶺

から下る,右手には雪を頂いた合観山 (ス キー

場がある 3416m)があるが,私の座席からは

カメラに収めることはできないc急峻な岩肌を

半 トンネル状に穿って道路が作 られている,谷

底は見えないc標高1780mで 霧の唇十二入る3標

高1705m付近から緑色片岩が見え始める3標高

1000m付近で |ま かな |〕 厚い段丘礫層が見られる。

西宝の標高 |ま 800mで ,文山は640mで ある。天

祥は450nlの 位置にある。

慈母橋下では結晶片岩 と石灰岩がつ くる微櫂

曲と櫂曲した縞状石灰岩が見 られる (写真 5)Э

燕子口 (280m)付 近では断崖 を穿った トンネ

ルの中をバスがゆ く。

長春祠は東西横貫公路の建設で犠牲になった

212名 を祀っている。

(参考)大南澳片岩は中央山脈の東斜面に露出

し,北は蘇澳の南方 8 kmの 大平洋岸より,南は

大麻里渓北岸まで 1つ の孤形を描いて帯状に分

阪 口 和 則

谷関から東西横貫公路を通

て大魯閣へ向かう。

大高嶺を経
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布 し,そ の北 と西 と南および東南側は不整合或

は断層を以て碧候層或は蘇澳層群 と接 している。

その東側は縦谷断層で海岸山脈の新第三系 と相

対 している。大南澳片岩は黒色片岩 (雲母・石

墨・石英片岩),緑色片岩 (緑泥片岩・角閃片

岩・角閃岩・変輝緑岩 meta diabase・ 蛇紋岩)及

び晶質石灰岩 (大理石)等 と珪質の片岩類 (石

英岩・石英片岩・隧石および石英脈)と 正片麻

岩,准片麻岩,混成岩および花尚岩質ペグマタ

イ ト等を挟んでいる。……途中省略……地質年

代は石炭紀或は二畳紀前期から二畳紀後期或は

中生代早期の可能性がある。 (台湾の地質)

第 5日  12月 29日 (日 )前 夜は曇 り,朝から晴

れ

8時02分 花蓮駅を出発,女性の車内アナウ

ンスがあった,声が通って良かった。 トンネル

続 きで景色は良 く見えない。新城の河回は氾濫

原が広が り, 2段 の海岸段丘が観察された。高

さはそれぞれ10m程 度である。

頭城付近から北では海水浴場 と釣 り場が続 く,

走向は,ほ ぼ東西で,ゆ るく北に傾斜 している。

雙渓ではほぼ水平,瑞芳付近では東傾斜に変わ

るЭ

新城から蘇澳までは積雲が山にかか り曇って

いたc

野柳岬では波の侵食と風食による奇妙な茸状

N
|

0    50km

1000 1 台中市

↓  国姓B面

の地形が観光の目玉になっている。砂岩の中に

はウエの化石が多 く含まれている (写真 6)。

ノジュールの部分はまわ りよりも化石片が多い
,

これがセメン トの働 きをしているようだ。ノ

ジュールの配列に規則性があ りそうにも見える。

金山から陽明山に登る。650m付 近の谷に噴

気が見られた。

小油坑 (標高830m)に は観光客が多かった。

噴気孔からは盛んにガスが噴出し,周 りの岩石

は硫黄が付着 して黄色 く見える。数枚のスコリ

アの層が見られる。足元からは長さ l cmほ どの

角閃石の単結晶が採集できる。大屯山は軍の施

設があるため進入が禁止されている。その後 ,

王陽明の銅像がある陽名公園を一回りして,そ
の下にある新北投温泉を訪れた。

(参考 )

人屯火山 :1120mの 七星山を主峰とす。閃輝

安山岩より成 り更新世の噴出,山 の中腹の各所

の噴気孔 より硫黄を採集できる。(台 湾の地質)

新北投温泉は雲仙の地獄を思わせる。まわ り

の岩盤は第三紀の地層で温泉化作用を受けて白

くなっている。北投石のFi_地 だそうだ。

(参考 )

北投石 三大正元年 (1922)11月 ,露都で東大

教授神保小虎博士により新鉱物 Hokutoliteと し

て発表,大正14年 天然記念物に指定。最初の発

見者は故岡本要八郎先生。北投石は温泉泉源の
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図 2 東西横貫公路沿いの地形断面図と段丘面

新城 A面

E
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阪 口 和 貝」

河床水準面で生成,上部は珪華を生 じ水面以下

で北投石を生ず。藍藻が沈殿の媒体。 (台湾の

地質)

舞吾6日  12月 30日 (月 ) 日青オ■

福岡空港上空,2400mで雲の上,1340mで雲

の中に入る,555mで 雲の下に出る。雨雲の厚

さ約785mで かなり厚い。

いくつかの考察

1 段丘面の高さ

東西横貫公路沿いには何段かの河岸段丘面が

観察された。それぞれの段丘面を仮に次のよう

に名づけた (図 2)。

1)梨山面 1000m 1600m
2段あるいは 3段

2)西宝面 1000m
3)国姓面 490m 2段
4)桃園面 200m
5)新竹面 90m
6)新城面 20m 10m 2段
このように多 くの河岸段丘面が存在すること

と,(高 い位置にある西宝面では厚い段丘礫層

が観察された)極端に深い峡谷をつ くっている

ことは,こ の地域が非常に速いスピー ドで隆起

していることを示 している。それぞれの段丘面

の時代がわかれば,こ の地域の隆起速度が推定

できる。また段丘面の傾 きがわかれば, どの向

きの力が作用 しているかも推定できそうである。

観察 したところでは,段丘面はほぼ水平 に近

かった。

等高線の入った地形図 (台湾省地図冊)を 見

ると,台湾の西半分には平坦な面が広がってい

る。これは中央山地から吐き出された膨大な量

の砂れきが堆積 して作 られた複合扇状地である。

第三紀,鮮新世の苗栗層群をおおう第四系の扇

状地堆積物は,引 き続 く隆起によって古い扇状

地堆積物 を侵食 しなが らそれより低い位置 に

次々に新 しい扇状地を形成 していった。そのた

めに古い扇状地の表面が段丘面 として残されて

いったと考えることができる。

段丘面の形成が第四紀にはいってからと考え

るとその隆起速度は年間 3～ 5 mm程度ではない

だろうか。

2 野柳岬の茸岩

野柳の海岸には波浪による侵食や風食によっ

て高さ2mに も及ぶ茸状の奇岩が並んでいる。

地層の傾斜は東傾斜で約30° でケスタ地形 を

作っている。粗粒砂岩である3ノ ジュールが何

層かに分かれて存在する,茸状のかさの部分に

は蜂の巣状の大小の穴があいているc説明文に

よると,穿孔貝 (Bamacles)や 甲殻動物があけ

た穴がその後の侵食によって拡大 したものであ

るとしている。この奇妙な茸状の岩の成因は
,

このノジュールと密接な関係があると考えるこ

かさの部分はノジュールであ り,柄の部分は粗

い砂からできてお り,手でなでただけでサラサ

ラと砕けてしまう3す なわち,続成作用の段階

で固結度に違いがあったことを示 している。ノ

ジュールの部分には石灰質の小さな貝化石の破

片がたくさん含まれていることが観察された。

この石灰質が固結度に違いをつ くったと考えら

れる。茸の柄の部分には直径10～ 15cmほ どの赤

褐色をしたウエの化石があちこちで見られた
,

かなり多い (写真 6)。

この茸状の岩の配列を高い位置から見ると何

となく規則的な配列があるような気が した。 も

し,規則性があるとしたらその原因は何だろう

か。

3 採集 した岩石の特徴

1)慈 母橋下の転石

a 緑色片岩

石灰岩 と縞状をなして産出するこ全体と

しては黄緑色である。キラキラヒ反射する

小 さな緑色の結晶の集合である[おおまか

な片理がある。風化のためか軟 らかい (写

真 5)。

顕微鏡観察で |よ ,緑簾石, もやもや し

た雲状のゆうれん石,緑泥石,方解石 と石

英 と斜長石が混 じった脈を作っている,磁
鉄鉱 もかなり含まれている (写真 7)c

b 黒色片岩

片理構造がはっきりしている。そのため

に,片理に直角の薄片は作 りにくいc鉛色
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の光沢をしている。黒色鉱物 と自色鉱物 と

が細かい縞状をなし,自色鉱物はレンズ状

にふ くらんだところがある。

顕微鏡観察では,石英 と有色鉱物が作る

見事な微櫂曲が特徴である,こ の薄片は片

理に直角な方向に作った。有色鉱物は緑簾

石,藍閃石 と棒状に集合 した石墨である (写

真 8)。

c 石灰岩

結晶は肉眼的にはわからない。

顕微鏡観察では,方解石の集合 した結晶

質石灰岩である。

2)陽 明山の小油坑

灰白色,多孔質でやや軽い,風化 して表面

はザラザラしている。角閃石の大 きな結晶が

見える,大 きさは 5 mm程度の長柱状結晶であ

る。ザラザラして壊れやす く,あ らか じめバ

ルサムで固めて薄片にした。

顕微鏡観察の結果,普通輝石・紫蘇輝石・

角閃石安山岩であることがわかった (写真 9)。

おわりに

買ったばか りの簡易高度計をフルに使って計

測をした。出発前に東急観光からいただいた「中

華民国台湾マップ&ガイド」 とにらめっこをし

ながら,観察を続けたが,現在位置の確認が十

分でないところもあって,記録にい くらかの難

点があったこ台湾積断 |よ 迫力があって楽 しかっ

た。それにしても,旅行前に資料のひとつとし

て配布された朝永治雄氏の昭和 11年 4月 の「台

湾横断旅行記」を自分の体験を元にして読み返

すとき,そ の記録のすばらしさに頭の下がる思

いが した。60年前はあの道路 も完成 しておらず ,

釣 り橋を肝を冷や しながら渡ったという記事が

実感 としてわかった。霧社事件 (昭和 5年)の

直後の記録であることも,そ の時の状況がわか

るような気が した。このような記録が残せるよ

うな地学旅行 もしてみたいと思った。
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阪口 和則 :台湾地質巡検旅行の記録 図版 ∨

写真 1 九族文化村り洋風庭園

にあるホテル入回の噴水

の台座をつくる石板

円形の鉱物集合半径は

2～ 3 cm程 度1組織は花

こう岩に似ている。

写真 2 徳基水庫 (ダ ム)

写真 3 梨山段丘A面 標高

1000m以上の位置

―-38-―



阪口 和則 :台湾地質巡検旅行の記録 図版 Ⅵ

写真 4 梨山付近 (標高1600m)
の穏やかな地形

写真 5 慈母橋下の結晶片岩の

微櫂曲

写真 6 野柳岬の茸岩の柄の部

分に含まれるウエの化石
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阪口 和則 :台湾地質巡検旅行の記録 図版 ⅥI

写真 フ 緑色片岩 白い脈は方

解石と石英

暗色の部分は緑泥石"緑
簾石"ゆ うれん石

慈母橋下転石

(顕微鏡写真 )

写真 8 微櫂曲構造を示す黒色

片岩

白い部分は石英

暗い部分は石墨り緑簾石
"

藍閃石

慈母橋下転石

(顕微鏡写真 )

写真 9 普通輝石 。紫蘇輝石 。

角閃石安山岩

陽明山"小油坑

(顕微鏡写真)

■ ._F‐‐
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―-40-―

lmm




