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台湾地質巡検旅行記

故宮博物館

平成 8年 12月 25日  福 岡空港発 ll三 40台北

中正空港着13:00離陸 して間もなく台北は雨模

様であると。高度8000m近 くを飛行 して,機内

で時差 1時間時計を遅 らせる。厚い層雲を突 き

破って高度を下げたら下界は予報通 りの天気。

空港には現地のガイド呉 さんが出迎えていた。

専用の貸切バスで台北市へ,そ の間約 50分
,

車窓よリゴムの本やユーカリが眺められ, 日本

とは少 し異なった風景である。小雨そぼ降るな

かを下車 して故宮博物館を約 2時間見学。

呉 さんはよく勉強 していて要領よく説明 して

くれる。世界に誇るこの博物館は,中 国5000年

の貴重な人類の文化遺産を納めている。所蔵品

は度々の戦火を潜って疎開し,最後は中共軍の

攻撃を逃れて重慶より台湾に渡 り今 日に至って

いる。この間生命がけで国宝を守ってきた中国

の人々に,ま ず敬意を表 したい。

陳列されているのはその一部で定期的に入れ

替えてるそうだが,10数年前に訪れた時強 く印

象に残ったヒスイの衝立が,今度 もまた目に留

まった。これは戦時中,南京政府の王精衛が昭

和天皇に献上 したが戦後日本政府は中国に返還

した由緒のあるものc呉 さんはこの間の経緯を

よく承知 していた。

夕食は万里長城 レス トランにてバーベキュー
,

次 |こ 両替店でチップ等当座の換金, 日本円 1万

円→2,350台 湾円,こ こで土産品 も売っている

が, 日本円も, トラベラーズチェックも通用 し

た。今夜の美麗華飯店 (飯店はホテル)は最終

日の宿泊地でもある。買った土産品等の荷物は

フロントに預かってくれた。

次の日の朝食は粥とバイキングを選ぶ。車は

高速道路を西海岸に沿って一路南下。街は彩 し

い車の行列で新興国らしい活気に溢れている。

小  林 茂 (佐世保市白南風町)

やがて呉 さんに言われて気が付いたが, 日本の

有名企業の工場が次から次に続 く。日産汽車は

日産自動車 と看板見れば大体見当がつ く。昔の

漢字を使っていて現在の中国の簡化字は使用さ

れてない。こちらに来る前にエレク トロニック

スの分野では台湾が日本を追いこすのは時間の

問題だとか,今通過 している新竹市には世界で

最 も優れたハイテクの研究所があると聞いてい

た。 日本では今国内の工場が海外に進出する流

れに歯止めがきかず,国内の空洞化が″亡ヽ配され

ているが,こ の光景を目の当た り見て,や はり

只事ではないと実感できる。

苗栗の化石採集

化石産地は土砂採掘場跡 というが,一発です

んなりとは発見できなかった。何度 も車を止め

て現地の人に訊ねて行ったり戻ったりして現場

に辿 り着 く迄の世話役の人の苦労は大変であっ

た。付近には水平な未だ十分に団結 していない

時代の若い地層が見事な縞模様 となって発達 し

ている。そこか ら100m程坂 を下ると広い範囲

に平坦な砂地が拡がってその中から貝化石が採

集される。棲″自、していた貝が死んでそこで砂に

埋歿 して化石になったのではなく,破片が水に

流 されて別の場所に堆積 したのだろう。中に詰

まった土砂は検疫にひっかかるだろうとホテル

に帰って歯ブラシで洗い落 とした。鎌田先生の

説明でこれ等は主に現生種のイタヤガイやザル

ガイであると。私の持ち帰った化石 も名も分か

らないが,少なくとも数種類は識別できる。数

が沢山拾えるので,統計的に処理 したら,こ の

中で絶減種は何%位だろうか ?

中国石油地質展示場

戦前 日本には国産の石油は殆 ど見るべ きもの
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がなく, しかもタト国から石ツ由はボイコットされ

て,売 って貰えなかったので,石油の一滴は血

の一滴 と叫ばれた時代があった。わずかに産出

するのは東北 日本の内帯 と当時 日本の領土で

あった台湾の新第二紀層の中と限られていた。

今 日説明を聞いて,台湾で今 日生産されている

のは石油でなく,殆 ど天然ガスであるという。

詳 しいことは分からないが,相当に老朽化 して

いるのであろう。 しか し,周辺の近海の大陸棚

の新第三紀層には石油の賦存する可能性があっ

て,各国が強い関心をもって注目している。こ

れらの海底油田に関する情報の量は, 日本は日

本近海についても,外国に及ばないとかねて聞

いていた。ここの責任者の説明を聞いていても,

石油に関 しては探査から掘削開発の技術に至る

まで, 日本は世界の先進国であるとは見倣 され

てない様に感 じた。展示場を巡 り,無造作に陳

列 してある ドリルの先につけるビットを指 して

コレ 1個で8,000万 円ですと。しかも実際に掘っ

て石油の出る確率が極めて低い。こんなリスク

の大 きい事業は小 さな企業には手に負えない。

私はこんな施設を初めて見学 したが,石油に

関する系統的な知識の学習には極めて有益であ

る。

それから更に南下 して,宿泊地である日月渾

に行 く途中の沿道には,ビ ンロウ樹,バナナ ,

苺園が続 きこの辺 りは台湾のリゾー ト地となっ

ている。暗 くなって涵碧楼大飯店に着 き食後の

デザー トに西瓜がでた。昨夜は周 りの状況が分

からなかったが,ホ テルは湖に臨む山の斜面を

利用 して建っているc夜明け前に目覚めたら眼

下に静寂な湖が拡がっている。湖面の海抜は748

m。 この日太陽は最 も南寄 りの東方から出る3

山の端の空が次第に明るくオレンジ色に染まる

につれ,神秘的な湖の風景が刻 一刻 と微妙に変

化 して行 く様を,飽かず眺めて心を奪われたc

東西横断公路

台中から花蓮 までは,全長193km。 巡検の栞

によると,ほ とんど人手による工事で 3年数か

月の目数を要 し,2000人以上の犠牲者を出した

とある。蒋介石が連れてきた退役軍人が難工事

茂

に投入された。私 も工兵隊で,戦争の初期 タイ

国より国境の山を越えジャングルを切 り開いて

ビルマに侵入する軍用道路を造った経験がある。

象の足跡はよく見かけたが,人跡は稀でジャン

グルで野営 していると毎朝猿の鳴き声で目覚め

た。コンプレッサーがないとドリルも使えない。

タロコの変成岩にはノミも刃が立ちそうにない。

人海戦術で突貫工事をする他に方法がない。こ

れが如何に難工事であったかは想像に余 りある。

日本からの旅行団がこのコースを選ぶのは少

ないそうで,第一日はルー トの入口に当たる谷

関に泊 まる。文字通 り奥地への交通の要衝で

あったのだろう。龍谷大飯店も峡谷の斜面を利

用 し, フロントが 5Fに なっている。風呂は温

泉であって家族連れや団体客で賑わっていた。

翌朝これまでの専用バスは山の中の狭い トン

ネルは通れないので,別 のバスが花蓮から私達

を迎えにきていた。これからいよいよ台湾の脊

梁山脈の山懐深 く分け入って行 く。

道路は大甲渓川を左手 に見て間 もな く高度

1000mを 超す。谷は益々深 く典型的なV字谷の

連続, 日本の統治時代に造 られたアーチ式のダ

ムも下方に望まれる。梨山近 くになると,大雪

山が雪を冠って白く輝いているのが遠望 される。

梨山では小休憩,昼の弁当を積み込むこ険 し

い高山の斜面には見渡す限 |,広 大な呆植l園 が拡

がって,広場は梨 とか林檎等の果物を売る店が

連なっている。戦争で祖国を追われ,海 を渡っ

て果てはこんな山奥の荒地を開墾 して自活を計

ろうと悪戦苦闘する国民党の退役軍人を静かに

見守るように,眺めのよい丘の上には蒋介石の

銅像が建っているこ

道路の最高地点は 2565mと 栞にあるが,大
高嶺の トンネルを抜けると今度は右手に抜ける

ような青空を背景に白銀の連山が現れ,車内に

感動の嘆声が聞かれる。あとは下 り坂 となって

天祥で昼食。そこにあるタロコ博物館の前庭で

弁当をひろげる。食後博物館見学,こ こに |よ 河

床の礫を陳列 してある。礫を見れば流域十二どん

な岩石が分布 しているか一日で判るЭまた。大

高嶺以東のルー トに沿う大 きな地質図も掲示さ

れて非常に判 り易い。東西横断公路は西部は第
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四紀,新第三紀におおわれ東に進むに従って時

代が古 くなり大高嶺付近までは中新世～漸新世

(?),天 祥では古生代～中生代 となっている。

岩石も西部の泥岩,砂岩から時代が古 くなるに

つれ熱や圧力も加わって千枚岩,結晶片岩,片
麻岩と変化していることが大雑ぱに理解される。

午前中は峡谷を山の上から遥かに見おろして

余りの深さにハッとしたが,午後は大体谷底を

流れに添って花蓮に至る。緑色,黒色の変成岩

や白い結晶質石灰岩の河床で渓流が岩を咬んで
,

やがて碧の法1と なったり,何 100mあ るか上は

目の届かぬ断崖絶壁が左右より迫って空が帯状

に連なっていたり,最 も難所には トンネルを

穿って車がそこを抜けたら九曲りの洞と名がつ

いている。スケールの大きさに圧倒される。こ

れぞ天下の絶景である。

私は小学校の本にあった「箱根の山は天下の

険」の唄を思い出した。

「万丈の山,千匁の谷,前にそびえしりえに

支う,雲は山をめぐり,霧は谷をとざす……」

この歌詞の文句は日本の箱根山よりここタロコ

峡谷にこそふさわしいと思った。

次に「地学を学ぶ者にとって,自然は最良の

教科書である」と言われるが,地学で旅の楽し

みは倍増するc私はどうしてこんなタロコ峡谷

ができたかに就いて思いを巡らした。川の水の

下方侵食は,土地が上昇していればどんどん進

行して谷はますます深 くなる。河床の岩質,勾
配,流量,流速に侵食は支配される事は理解で

きるが,こ の光景がどんな過程を経たものか私

の想像を記するc

水の運搬力は流速の 6乗に比例すると,洪水

の時は平時の10倍以上の流速だから運搬力は

100万倍を超すだろうc平時の川を観察 しても

侵食は理解されない,侵食等川のかたちを変え

る作用は私達の見ていない知らぬうちに進行し

ている。そして,すべては太陽熱によって循環

する水の位置エネルギーによっている。ダムの

水は流れて電気エネルギーに川の水は流れて谷

をつくっている。海面よりの高度差が大きい程

川の下方侵食は速やかに進行する。巡検のガイ

ドブックによると,台湾の中央山脈をはじめて

大部分の地域は今 日なお上昇を続けていると
,

いつ。

これを更につきつめて考えれば,地球が水惑

星と呼ばれるように,水で包まれていればこそ ,

月面のように水がなかったら単位面積の受ける

太陽エネルギーは同じでもすべて死の世界であ

る。月面にお り立った宇宙飛行士の足跡が数万

年 も残るだろうというのに,地球の表面は万物

流転 して多彩である。「地球は生 きている」 と

いわれる所以である。

花蓮と大理石

花蓮の街は自動車で通過 しただけであるが ,

道路 まで大理石で舗装 している。ここで大理石

の工場を見学 したが,ヒ スイの原石を手に取っ

てみるとず しりと重い。比重3.3～ 3.5こ の辺 り

はセメントの工場 もあ り,大理石 とセメントは

花蓮港の二大輸出品であるという。泊ったのは

海濱飯店,海 に臨んでいるがボーイがいなくて

荷物は各人が部屋 まで運ぶ。

野柳岬から大屯火山ヘ

翌 日列車 (中 国語では鉄道の汽車は火車)で
八堵駅まで,以前に台湾を訪れた時は,こ の辺

りでは沿線に第三紀の炭鉱がまだ稼行中であっ

たが,今は全 く姿を消 して,当 時石炭専用の無

蓋貨車をフォームで散見する。

中央山脈の北端が海に歿する所に野柳岬があ

る。 日曜 日とあって,家族連れの行楽客で一杯。

海食,風食,それに穿孔員の作った彩だしい数

の奇岩,怪石や,掌大のウエの化石まで見つかっ

て目を楽 しませる。昼食はここの美観園で海鮮

料理を食べる。

これより更に足 を延ば して大屯山火山に向

かったが,軍の施設があってオフリミットの立

札があ り,手前の七星火山の小油坑噴気孔を見

学する。ビジターセンターがあ り,地質,岩石

の標本,噴気孔の断面図,夫 々中国語の説明文

あ り。内容は大体見当がつ く。若い母親が連れ

てきた′自、子に説明文を指 さして逐語熱心にマグ

マの活動について読んで開かせている風景に接

した。台湾で初めて見た教育ママである。
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帰途は大屯火山より北投温泉に至るコースを

とり,途中の公園で小休憩。ここも行楽客で溢

れている。桜の本が沢山植えられていたが,桜
はまだで,梅 とつつ じの花が咲いていた。公園

内に設けられた大理石のベンチやテーブルの化

粧面にはフズリナの化石が一日で見別けられる。

それより更に少 し坂道を下つた所に北投温泉の

噴気孔があって車を暫 く停めて見学する。この

温泉の沈澱物である北投石 (BaoPb)S01,比重

6。 1は 放射能をもつことで知 られ,戦前内地で

見覚えがあった。ガイドの呉 さんの話によると
,

戦後 日本よりの観光団など必ずここ北投温泉に

一泊 し日本式の宴会をやっていたが,時代が変

わり,今 日ではそれも昔話になったらしい。

おわりに

以上で地質の巡検はすべて終わった。

日本は大平洋に凸面を向けた弧状島弧 (island

arc)で あ り,ア ジア大陸 と太平洋 との境界 に

発達したという,地球上他に例を見ない特殊な

構造の一環を占め,台湾はその弧の延長線上に

茂

ある。島弧に沿って火山帯,地震帯がある。鎌

田先生に巡検後送って貰った台湾の地図による

と,やはり台湾 も日本 と同じように地震帯にも

なっていることを知った。

最後の台北市内観光では,暮色迫る頃龍山寺

へ行 く。このお寺は庶民のどんな願いごとでも

かなえて下さるという霊験あらたかな有難いお

寺で,参拝客で一杯で香煙が立ちこめている。

私は信心 もうす く,今更に現世の御利役を願う

心 も若い人程ないが,こ うして台湾 くんだり迄

旅行できた事を感謝 し,こ れから先の旅の安全

を祈願 したc

それから東楽レス トランで最後の晩餐会とな

る。司会者より皆んな何か一言コメントにこた

えて,各人立って思い思いの所感など述べる。

旅は道づれと言うが,気心の通 じ合った会員の

皆 さんと気兼ねなく一緒に楽 しい旅行ができた。

その間天候にも恵まれて,巡検の所期の目的も

達することができて皆んな満足3事前に周到な

準備 と計画をされた会長,実行委員の方々に厚

く感謝 します。
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