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台湾地質巡検会旅行句日記

石 川 直 衛

12月 25日 (水 ) 第;1日 目

長崎 ⇒ 博多 ⇒ 福岡空港 ⇒ 台北 0中 正

国際機場 ⇒ 国立故宮博物院 ⇒ 忠烈祠

⇒ 台北 ミラマーホテル (美麗華大飯店)

長崎駅始発 7時07分の博多行特急電車に,鎌
田会長,小田実行委員代表 とともに乗車。途中

諫早駅で諫早・大村・島原からの参加者 と合流。

諫早駅を出てまもなく,雲仙 0普賢岳の中腹

からの日の出を拝む。

●旅立ちの車窓に拝す冬 日の出

●冬 日生 (あ )る 雲仙岳の中腹に

10時,福岡空港に集合。中国語の会話 も飛び

交う雑踏の中で,簡単な結団式を行う。

●国際線師走の空港混合へ り

出国手続 きを済ませて搭乗c ll時40分離陸。

●台湾に発つ冬晴に恵まれて

眼下に天草島を見る頃,機内食が配られ,写
真に収める。

●機内食写真に収め冬 うらら

予定より多少遅れて台湾の西海岸に入る。時

雨雲が時々機窓をかすめる。

●入国の機窓に触れし時雨雲

簡単な入国手続を済ませた後,空港ロビーで

ガイ ドの呉鴻裕氏の紹介があ り,貸切 リバスを

待って乗 り込む。日本 との時差は 1時間。

●台湾の時差に修 して時雨路

空港を出発 したバスは一路台北市に向かう3

ガイドの呉 さんは極めて日本語が達者で,感心

するc

●日本語の達者なガイド冬ぬ くし

午後 2時40分頃,小雨の国立故宮博物院に到

着。空港からバスに同乗 していた写真屋が,博
物館の正面に歓迎台湾地質巡検ツアーご一行様

(俳号 玄能)(長崎総合科学大学附属高校 )

の横断幕を広げて写真撮影を行 う。撮影後入館

する。館内は参観者で混合ってお り,ガ イ ドの

言葉で, 日本人観光ツアー客であることが分か

るほど,台湾の人との区別がつかない。

日本の銀行では換金できないので,手持ちの

ニュー台湾 ドルが無 く,ジ ュースを求めること

もできず喉が渇 く。

●着ぶ くれの身を引きず りて見 し故宮

次の目的地の忠烈祠の午後 5時の衛兵交替見

学に急 ぐ。ここでも,例の写真屋が撮影を行 う。

身長が揃って高い衛兵達の交替の儀式がすでに

始まっている。その歩 き方が珍 しく,衛兵達の

後先になりながら写真撮影に余念がない。

●短 日の衛兵交替忠烈祠

交替の儀式が済み, 2人 の衛兵が正門に就い

たところでバスに乗 り込み出発する。そのバス

の中から見たときには, 2人 の衛兵の姿はなく

忠烈祠の正門は閉じられている。

●戦争を知らぬ衛兵暮はや し

●台北の師走の並木土埃

台北の市内の街路樹が埃を被って汚れている

のを車窓に見ながら,漢啓国際百貨公司 (デパー

ト)に寄 り,そ の中の換金所で初めてニュー台

湾 ドルを手にする。暗 くなった市街に出て,萬
里長城 レス トランでバーベキュー料理なるもの

を食 し,宿泊の美麗華大飯店 (台北 ミラマーホ

テル)に 入るc

12月 26日 (木) 2日 目

ホテル ⇒ 苗栗 0公 関 。中国石油展示館

⇒ 後龍・化石採集 0日 月渾 0エ ヴァグ

リーンホテル (涵碧楼大飯店 )
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8時 にホテルを出発。雨が落ちそうな天気の
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高速道路をバスは南下。最初の料金徴収所の楊

梅収費靖で通過料金を支払う。台湾では料金徴

収所ごとに50元 を支払うのだそうで,台北から

高雄までの間に10か所の徴収所があるそうであ

る。湖ロ ドライブインで トイレ休憩する。

●台湾の冬陽は淡し旅一路

当初の予定を変更し,先 に中国石油展示館 (台

湾油積陳列館,昭和 9年に設立)を 見学する。

なかなか立派な展示館である。地質時代の名称

が,現在我々が用いているものと同じな文字な

ので極めて理解しやすい。

展示館の前を流れる後龍渓に沿った道路の露

頭は,新第三紀中新世の地層であるが垂直に近

い傾斜である。 (走 向 NE― SW,傾 斜60～ 80°

NW)
●冬 ざるる河岸 (か し)の地層の傾斜急

苗栗に戻る途中の鵞 (が ちょう)料理の鵞家

荘 レス トランで昼食を取る。料理の種類は多 く,

美味であるが,甘味入 りの烏龍茶には閉口する。

●台湾の鵞料理や冬ぬ くし

12時45分に飯店を出発,後龍に向かう。車窓

を時々時雨が打つ。後龍で,増 田孝一郎先生 (元

台湾大学客員教授)か ら戴いた手書 きの地図で

化石の産地を捜すが見つからない。この辺の地

層は新第三紀鮮新世であ り,ほ とんど水平に近

い。地図とは別の,山 が切 り開かれたところに

入 り化石を採集する。

●時雨雲走 り行 きけり化石採る

●化石採る西台湾の冬霞

雨にも遭わずに化石を採集できたことは幸運

であつた。15時 頃出発する。高速道路に戻るこ

ろにはかなりの雨足 となるが,長続 きはしない。

一路南下 し,台中市を通過 して彰化 I.C.付近

で一般道路に移るが,店の看板ばか りで地名を

記 した標識が全然見つからず, どこを走ってい

るのか見当がつかない。若い娘が権榔を売って

いる小店ばか りが目につ く。ようや く草屯を通

過 したことを知る。農村風景が広がる。

●台湾の稲田代田や十二月

北山坑を通過するころからしだいに山が深 く

なり,日 没 も迫る。

●台湾の山懐に冬燕

すっかり暗くなった道路を日月渾に向かう。

日月渾が近くなった道路に灯 りが連なる。お祭

りであるそうな。

●寒灯の路に連なり里祭

ホテルに到着するが,あ たりはすっかり暮れ

ていて景色も見えない。ホテルで夕食。

●台湾の味にも慣れて冬の宿

12月 27日 (金 ) 第 3日 目

ホテフレ⇒ 文武廟 ⇒ 了L雀 園 ⇒ 九族文化

村 ⇒ 哺里・木生昆虫館 ⇒ 龍谷大瀑布

⇒ 谷関・龍谷大飯店

6時20分 に起床。テラスから眺めた日月渾は

実に素晴 らしい。 6時30分 , 7時 5分 と時間を

置いて撮影する。

●朝まだき日月渾の冬灯 |ふ ゆともし)

●小夜時雨湖畔の景を深めたる

日月1軍 はもともと日湖 0月 湖の 2つ の湖で

あったのが,水力発電用のダムとして水位 を高

めたために 1つ になったのだそうである。

8時 にホテルを出発。高さ8mのユーモラス

な赤獅子に迎えられて文武廟を見学する。ここ

には孔子,関 羽,岳飛とその弟子たちが祀って

ある。大廟の屋根は修理中であったが,他の廟

の屋上の展望所から日月渾が一望できる。裏の

庭にはブーゲンビリアが干支の十二支の形に刈

り込まれているが,最後は亥だと言ったら作業

をしていた人から豚だという説明を受ける。
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●文武廟大冬晴の旅 さ中

文武廟に隣接する距離の孔雀園に入園。のど

かな孔雀園で しばらく時間をとる。

●孔雀園冬陽の陰も入れて撮 り

●冬陽中オーム呟 くグッドバイ

亡の穂が残る道を九族文化村へ と進む。

●亡野に師走の旅を忘れさせ

九族文化村は台湾の中央部にある大規模なレ

ジャー地であ り,子供たちに溢れているc

●文化村子 らと冬陽に溢れゐて

また,台湾の九つの先住民の文化の特徴を集

めた村が,山 の斜面に配置されていて,斜面を

登 りながら見 られるようになっている。パンの

本が茂る中のヤ ミ族 (第 1族)の小屋で作業を

していた翁が, 日本語で唄を唄ってくれる。

●冬陽蔭小屋の翁の唄を聞 く

●外 ッ国の文化にも触れ冬 うらら

草むらの虫の音に立ち止まる。

●虫の音を聞 くもこの島冬なりし

ツオウ族 (第 5族)の茶店で,竹筒に詰めて

作った飯 を50元 (200円 )で 求め,皆 で試食 し

たが,な かなかの美味である。

●冬陽差す茶店に憩ひ竹の飯

ブヌン族 (第 6族)は 中央山脈の山岳地帯の

民族だけに,粘板岩 (ス レー ト)で見事な家を

作っている。

●石屋根の返す冬陽の柔らか く

山腹を登 り詰めたところから遊覧バスに揺 ら

れて下山。途中の緋寒桜が綻び初めている。

●文化村はや寒桜緋の色に

台湾の先住民の 9民族はマライ・ポリネシア

語族に属 し,数千年前に移住 したらしい。

タイヤル族,サ イシャット族,ブヌン族,ツ
オウ族,ピュマ族,ア ミ族,ル カイ族,パ イワ

ン族,ヤ ミ族

中世のヨーロッパ式宮殿をも模 して作 られた

大庭園のレス トランで,台湾料理 とビールの昼

食。 レス トランは団体客で大混雑である。

台湾の地理的中心地の哺里にある木生昆虫館

の豊富な蝶のコレクションは,さ すがに目を見

張るものがあ り,毒 くもやサソリの標本には戦

慄が走る。また,直径 lmほ どの円柱に張 り付

けられた玉虫の標本は圧巻である。

昆虫館から雪山山脈の一端の山脈を越え,天
冷で東西横貫公路に入る。ほとんど護岸工事が

成されていない大甲渓に沿って雪山山脈の懐ヘ

と進み,谷関・龍谷大飯店に到着する。

ホテルに荷物を置 き,希望者のみ龍谷大瀑布

の見学に向かう。ホテルの横の吊り橋を渡 り,

入園料150元の龍谷天然遊楽園に入る。園内の

狭い道を辿 り動物園を過 ぎて,結晶片岩の露頭

が続 く山道をかなり進んで龍谷大瀑布へ到着す

る。写真に収め,汗 を拭 きながら引き返す。

●吊 り橋に我影置かぬ冬入日

●冬滝の身をよぢりつつ生 きてをり

●野生化のポインセチアの背に余 り

ホテルの前に土産物店や食堂が並んでいるが ,

各食堂の水槽には川魚が満ち溢れている。

12月 28日 (土 ) 第 4日 目

ホテル ⇒ 梨山 吟 緑水・地質景観展示館

⇒ 太魯閣 (タ ロコ)峡谷 ⇒ 大理石工場

の 花蓮・海濱大飯店

ホテルの前を東西横貫公路が通っているが
,

その道路際の崖の高さ約200m付 近に段丘礫層

が見られる。遠目には円礫に見える:

8時 にホテルを出発 し,東西横貫公路を一路

東に向かう。バスは前日までよりやや小型で
,

花蓮から夜道を走 り,昨夜10時 に到着した由。

東西横貫公路は中国内戦後,蒋介石総統とと

もに台湾に渡ってきた元兵士たちの,ほ とんど

手作業で 3年余の年月をかけてできた,台中市

と花蓮市を結ぶ全長196。 2kmの道路である。

●冬晴の島横断の旅一日

谷関から徳基水庫 (ダム)ま では上下線が別

れているため,対向車を見ない。トンネルとカー

ブの多い路を迪る。雪山山脈の山装は深い。

●冬の陽を深き山装 (ひ だ)拒みをり

梨山に近付 くと,車窓から急勾配の斜面に梨

の畑が続いているのが見られる。上り下りでき

るのかと思えるほどの傾斜である。

●冬天を突く梨畑でありしかな
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9時30分 に梨山に到着。梨山賓館の立派な建

物の前のロータリーには,カ ラフルなビーチパ

ラソルを目除けにした果物露店が立ち並び,梨
や林檎 (リ ンゴ),柿 などを並べている中に,

焼 き芋屋まであ り微笑ましくなる。

●梨山 (リ ーシャン)の果物露店冬ぬ くし

大振 りの ミカンほどの大 きさの林檎 を一山

(十 数個)100元 で求める。蜜入 りとかで旨い。

●梨山 (リ ーシャン)に 求め し林檎か じりつつ

背景には雪の大雪山 (海抜3529m)が 見える。

●雪山を背景 として人憩ふ

弁当の積み込みで多少時間がずれて10時 過 ぎ

に出発する。中央山脈の分水嶺の大高嶺 (海抜

2565m)を越えると,台湾で唯一のスキー場が

ある合歓山 (海抜3416m)の雪の山頂が見える。

道が ドリにさしかかると霧がかかる。

●山霧のしばし雪山覆ひたる

林立する針葉樹に地衣類がまとい付いている

が,大平洋側で湿度が高いためであろうか。

●地衣類をまとふ冬木や峡深 し

関原石油スタンドで トイレ休憩,す ぐに出発。

立霧渓の大峡谷を見るため,台湾杉の神木が

あるところで下車。峡谷の川底は見えないc

●水涸れて大峡谷の底見えず

天祥から大魯閣渓谷に入る。11時 25分 に緑水

に到着。緑水地質景観展示館の前庭で昼食を済

ませ,展示館を見学する。なかなかの展示内容

である。

13時 25分 出発。立霧渓の支流に架かる慈母橋

の袂で下車,全長136公尺 (メ ー トル)の 橋 を

歩いて渡る。川床には白い石灰岩の礫が散在 し,

両岸は石灰岩の切 り立った崖が素晴らしい。

●タロコてふ大峡谷に冬 日無 く

トンネルが極めて多いが,掘削 したままの状

態のごつごつ した岩石の天丼で灯 りがなく,バ
ス 1台がやっと通れる トンネルもあ り, スリル

満点である。途中約 1公里 (キ ロメー トル)ほ

どを歩いたが,景観のスケールには感嘆する。

寧安橋付近で トイレ休憩,物売 りの老婆が絵

はが きや土産物を持って寄って くる。

川向こうに九十九折 した道があ り,寺院らし

いのが見えるのが,長春祠であろう。また,滝
は長春瀑布であろうか。

東西横貫公路 と蘇花公路の分岐点を過 ぎると

植林された権榔樹の林が続 き,時 々実を付けた

パパイアの低本が見られる。

●核榔の林の呆ての冬霞

●実を付けしパパイア低 く冬ざれて

花蓮市の郊外の大理石工場を見学。説明を受

けた後工場内を見学するが,見 るべ きものがな

く通過,物産店に案内されたが,女店員の数に

圧倒 される。ほとんど 1対 1の 対応 となる。そ

れぞれ買い物をした後, 2階 の陳列品を見るc

青葉飯店にて夕食=結婚式で賑合っていて
,

我々の前を花嫁が通 |,抜 ける3

●花嫁に出合ふ も旅路冬ぬ くし

食事後,バスで引き返 し,市の中心部からか

なり遠い花蓮港に面 した,貧相な海浜大飯店に

到着する。ホテルとは名ばか りで,荷物の運搬

は各自で行 う。港には貨物船が数隻停泊 してい

て,海岸通 りに人影 もない。

●海浜のホテル貧 しき冬灯 (ふ ゆともし)
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12月 29日 (日 )第 5日 目

ホテル ⇒ 花蓮駅 ⇒ 八堵駅 ⇒ 野柳岬

⇒ 七星山 ⇒ 陽明山公園 ⇒ ゴヒ投温泉 ⇒

龍山寺 ⇒ 台北市内 (車窓)の 免税店

⇒ 台北 ミラマーホテル (美麗華大飯店 )

夜が明けた太平洋は厚い雲が覆っていて,港
も活気がなく,冬の様相である。

●冬陽差す太平洋の雲を裂 き

7時20分 にホテルを出発するため,い つもよ

り早い朝食を,う らぶれた食堂で取る。

●冬旅の味にも倦みて里心

8時 2分発の特急「自強号」に乗 り込む。太

平洋岸を北進する列車に冬雲が重い。

●東岸の冬雲重 き汽車の旅

10時 36分 に快晴の八堵駅に荷物を引きず りな

がら降 り立つ3マ イクロバス 2台 に分乗 して野

柳岬に向かう32号車にはガイ ドがいないため

景色を車窓に眺めるだけである。ごみごみ した

基隆市の一角を抜ける。

●基隆は冬陽とともに迎へ くれ

野柳岬は,波食や風食によってできたきのこ

岩 (奇岩)が林立 し,今年最後の日曜日を楽 し

む家族連れで賑合っている。

●人あふれ冬陽あまね く奇岩見 し

東に緩やかに傾斜 した褐色の中粒砂岩層にウ

エの化石 も見られるcこ れらきのこ岩は方状的

な節理面の侵食が進み,堅い岩石を頭にしてで

きたものであろうかcその他に燭状石とよばれ

るロウソク状のものがあ 1,,そ の芯は石灰質の

結核のようである。また,溶食作用によってで

きた溶食盤 とよばれているものもある。

駐車場の前の美観園レス トランで豪華な昼食

を済ませ,大屯火山に急 ぐ。細い道路を想定 し

てのマイクロバスッアーとなったが,道路は立

派であるc大屯山は軍の施設があるため立入禁

止区域 となっている。大屯山の南東に位置する

七星山 (海抜1120m)の 中腹 (高 度約800m)

の噴気孔を見るため,山 を少 し登る。硫黄ガス

(温度90℃ )が噴出してお り,時折北風に巻か

れたガスが見学者を包む。辺 りに角閃石のかな

り大 きい斑晶が散 らばっている。

●北風の温泉 (ゆ )煙 を巻 き運び来 し

台北市に戻る途中で陽明山公園に寄る。ここ

も家族連れで賑わっていて,土産物店が並んで

いる。梅の花が満開である。

●陽明山人あふれゐて梅見頃

公園内の石段の石に角閃石の斑晶が見られ
,

石卓の天板にフズリナの化石が散在 しているの

が見 られる。

陽明山公園から下つてまもなく陽明山温泉の

湯源の噴気孔を見るため下車。旅の疲れのため

か足取 りが重い。

台北市の西を流れる淡水河に沿って南下 し
,

龍山寺に到着。境内では集会があってお り,参
拝客 も多 く,見学するのが大変である。

●龍山寺人ひしめいてゐる師走

バスは総統府の前を通って市の中心部に入る

が,ガ イドなしのためどこを通っているのか良

く分からない。免税店でしばらく時間を取 り,

東楽 レス トランで旅行の最後の夜の晩餐会とな

るc体の不調でホテルに直行 した 2人の方を除

いた全参加者の所感やエピソー ド等を述べても

らう3和気あいあいの晩餐会に大爆笑となる。

●冬旅の最後の夜を談笑す

夕食後,売店でお茶を飲みながら,土産物の

い くつかを買い足すこ

花蓮ホテルで求めた100元 のテレフォンカー

ドの残 りで妻に電話 し,気温の状態を聞 く。

●電話 して妻に師走の気温問ふ

ホテルの部屋で最後の林檎をか じりながら
,

後龍で採取 した化石のクリーニングを爪楊枝 と

歯ブラシで行 うが,か なりの時間を要する。

12月 30日 (月 ) 第 6日 目

ホテル ⇒ 台北・中正国際機場 ⇒ 福岡空

1巷 ⇒ 長崎

7時30分 ,中正空港に向け出発。 1時間程で

空港に着 き,空港内の待合所で時間をつぶす。

ガイ ドの呉 さんと握手で別れ,機上の人となる。

●ガイドとの別れの握手冬の旅
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石 川

10時20分,帰国の途につく。

●冬霞む台北空港帰路に就 く

暖かい福岡空港に予定時刻に着 く。旅行者が

多く時間はかかったが,簡単な入国手続で日本

の領土に入る。ロビーで簡単な解団式を行い
,

小林茂氏・和子夫人,小川誠氏と別れる。

●短日の雲のやさしく迎へ くれ

●台湾の冬のぬくさを負ひ帰国

長崎方面に帰るために,チ ャーターしたバス

に乗 り込む。バスは順調に高速道路を走る。

●台湾に遊びたる目に冬木立

武雄 I.C.で 河野隆重氏,大村 I.C。 で林祀

次郎氏と阪口和則氏,諫早 I.C。 で西村淑子さ

ん・貴子さん親子,山 田スミ子さん,長崎バイ

パスの入日付近で本山平二郎氏・史子夫人,昭

:衛

和町で鎌田泰彦会長,松山で原田米一氏・喜恵

夫人,小田忠昭氏,長崎駅前でバスを降 りて藤

田光氏 と別れて帰宅する。

●明日呆つる日記に帰国記 しけ り

最後に,今回の海外研修旅行―台湾地質巡検

会―が,全員つつがなく終了できたことを喜び

たい。東急観光長崎支店の添乗された西山喜久

男氏をはじめ,お世話になった関係諸氏に深 く

感謝いたします。
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