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写真で綴る台湾地質巡検記

序 長埼県地学会の海クト研修旅行も,今回で 3

回目となったI最初の機会は1979年の夏にあり,

大韓民国を言ウれ。日本では珍しい片麻岩や三葉

虫を採美してきたこ次いで,1991年の夏には
,

ハフイ⊃火山活動に接する機会に恵まれた。

鎌 田 泰 彦 (長崎大学名誉教授 )

今回の台湾地質巡検会では, 日本と共通した

貝類化石を産出する苗栗層を視察した上,激 し

い造山運動によって形成された脊梁山脈の実態

を,「東西横貫公路」を横断することによって
,

少しは理解できたことは誠に幸いであった。

1.長崎県地学会の第 3回海外研修旅行はり平

成 8年 12月 25～ 30日 に1台湾で行われた。
12/26(木 )早朝"美人麗華大飯店8046号 室

より.280万都市の台北市街地 を望む。

3.10:30 苗栗市にある台湾石油探査総局に

至J着。まず9講堂で石油の探査や開発に関す
る映像を見たが1解説は英語であった。その

後"台湾油破陳列館の見学に移る。

2.昨 日はり故宮博物院では中国の長い歴史を

学ぶ。辛亥革命や抗日戦争で戦死 した将兵 を

祀る忠烈祀では"衛兵の交替式に出会った。

今から大型バスで地質巡検に出発する。

憚町褥
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4.陳列館では,真 っ先に地質と石油の関係 を

解説 した展示 を見る。壁面には恐竜が歩き回
る中生代の自然界の復元図が描かれている。
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5.陳列館では,工業関係室の劉栄勝主任が ,

石油・ガス田の探査・掘削法の展示や"ボー

リングなどの掘削機材について説明をされ ,

質問にも丁寧に答えて頂いた。

7.11:55 「鶴家庄」食堂で昼食をとる。食
後"鮮新世苗栗層の分布地域に入る。適当な
貝類化石産地に着くのに少 し時間がかかった
が,よ い露頭を見つけて早速採集にかかる。

9.15:05 化石採集を終え1近 くのガソリン
スタンドで一体みする。苗栗より南下。16:

50南投より東進する。18:00 日月渾のほと
りの涵碧楼大飯店に着く (高度計810m)。

6.台湾の石油・ガス鉱床 はり地表下39000～

39500mに ある。大陸棚における海底油田の

開発 も盛んに行われ,使用 された石油掘削船
や海底固定櫓の模型も陳列されていた。

8.こ の化石産地は,信柳窯公司 (煉瓦工場 )

の構内の切取 り斜面である。その内1煉瓦工

場の社長がサンダル履きであらわれ"ガイ ド
の呉鴻裕 さんを交えて懇談する。

10.12/27(金 )08:00ホ テル発。10分 で文武廟
(孔子廟)に着く。堂内の壁は極彩色に塗ら

れて豪華である。現在"屋根を改装中であっ
た。背後の高台から日月渾を眺望する。

鎌 田 泰 彦
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11.09:35 孔雀園に立ち寄る。09:50 九族
文化村着。先住民族の伝統的家屋や民具など
を見物する。案内人の爺さんが「見よ東海の
空明けて」(愛国行進曲)を歌いだした。

13日 13:15 「名水と美人と蝶の町」といわれ
る哺里 (フ ーリー)の「木生昆虫博物館」に
立ち寄る。膨大なコレクションの展示には,

ただただ驚くば
｀
かりであった。

15.14:35 谷関 (タ ークワン)の龍谷大飯店
より吊り橋を渡り,峡谷を遡ると,天然観光
遊楽区となる。途中の施設には目もくれない

で"ひたすら谷頭の滝をめざして山道を遡る

12日 12:00 ベルサイユ宮殿の庭園を真似た様

なヮ広大な庭園を備えたレス トランで昼食を

とる。屋内は九族文化村の見物客で混雑 し
"

料理はなかなか運ばれてこなかった。

14.現館長の余清金が,父親の余木生と親子 2

代で,世界各地から収集 した69000種 の蝶と
1万種の昆虫を収蔵 しているという。同一種
を,数多く展示 しているのは迫力がある。

16口 吊 り橋から1"650m続 く峡谷の最 も奥の岩

壁には1高 さ80mの龍谷大瀑布が落下する。
17:15 龍谷大飯店 (DRAGON VALLEY

HO丁EL)に帰 り着 く (高度計750m)。
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17.12/28(土)08:03「東西横貫公路」(8
号線)に入る。地形は次第に急峻となり,谷
底の徳基水庫のアーチダムを見下す。09130

果物名産地の梨山に着く (1"940m)。

19.11:30 直径が 3～ 4mも ある台湾杉の神
木のそばで小休止 (21190m)。 揃って記念撮

影 をする。遠 くに1雪 を被 った高山が神々 し

くそびえている。 (石川直衛副会長提供 )

21.台湾の岩石には,沈積岩,火成岩 (侵入岩 0

噴出岩),変質岩 として展示。化石のカラー

写真には,日 本産の貝類化石 (三角貝"ビ カ

リアリタカハシホタテガイ)も あった。

18.広場には果物屋のテン トが立ち並び"近 く
に梨山国民旅舎がある。遠 くに雪 をかぶった

大雪山 (35529m)の 連山がそびえる。10:
10出発111:05 霧社 (15255m)通過。

20.13:25 太魯閣 (夕 ロコ)国家公園・緑川
地質景観展示館 (11440m)前の庭で昼食を
とった後"館内に入り"台湾の地質に関する

展示物を見学する。

22.14:40 太魯閣 (夕 ロコ)峡谷を散策する。
太魯閣とは1タ イヤル族の勇敢な頭日であっ
た夕ロコに由来するという。渓谷を跨いで架
られた「慈母橋」という斜長橋を渡る。

鎌 田 泰 彦
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写真で綴る台湾地質巡検記

23.真 っ白な大理石を深 く刻んだ峡谷の側壁に 1

道路が通 じている。 トンネルは素掘 りのまま

で1ま るで「青の洞門」の感じである。路肩
の防護柵も至って簡単である。

24.15:25 渓谷の出口に近付 くと (90m)"

対岸斜面を背にして「長春祀」が建つ。横断
道路の建設に当たった兵士の212人 の犠牲者
を祀る。社の下には長春瀑布が落ちている。

25日 15:40 太平洋岸に出て,花連に向けて南

下する。山側にセメン トエ場が見 られる。大

理石加工場で,製品の展示室の見学や土産の

購入をする。17:15海濱大飯店に着 く。

27.10:452台 の マ イ ク ロ バ ス に 分 乗

し"11:20 野柳 (イ エリウ)山甲に着 く。大勢

の見物客とともに海食台の砂岩の上を歩 く。

奇岩 0怪石には名前があるが。大部分は茸岩

である。

26.12/29(日 )08:20花 連発の特急「自彊
号」で北上する。台湾鉄路局票価は389元。
沿線には石灰岩の採石場やセメントエ場が見
受けられる。10:36 八堵駅で列車を降りる

28口 茸岩の笠の運は,塊状砂岩に含まれていた

団塊がり侵食に抵抗 して残留し"柄の部分は,

長期間の波食はもとより,風食によっても削

剥され"次第に細くなったものだろう。
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29.茸岩の笠の部分にはり風食によって無数の

穴が穿たれ"見事な蜂 ノ巣構造 となっている

穿孔作用にはり風で吹きつけられ砂粒の回転

運動に起因することが考えられる。

31.12:15 野柳岬の美観園で昼食。13:00
陽明山 (1,070m)に 向かう。中腹の墓地に
は1テ レサ・テンが埋葬されているという。
大屯火山の駐車場から噴気孔に向かう。

33.別の警告板には,英文も併記している。「落
石地帯のため"歩道と安全地帯を越えるな。
噴気孔周辺は高温のため近付くな。公園の清
潔維持のための協力に感謝する」と。

30.岬の先端に近い場所には,岩盤の上に赤線
が引かれ,「危険につき境界を越えるなかれ」
という注意がリベンキで書かれているが,大
勢の遊覧客が岬の先端に出ていた。

32.雲仙の地獄によく似た小油孔に近づく。警
告板に「長期間の高温や硫気により山腹は脆
弱で落石がある。硫気は強酸性で人体に有害。
自身の安全のため侵入するな」とある。

34.日 邦旅行社有限公司のガイ ドの呉鴻裕さん
にはり入国から出国までの6日 間ヮ誠に献身
的なお世話と案内をして頂き,台湾の歴史や

現況についても教えて頂いた。多謝。

鎌 田 泰 彦
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