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大魯閣 (夕 ロコ)峡谷を見た日

12月 28日 (土 )昨夜は大甲渓河畔の,龍谷大飯

店に宿泊する。

6時 ,起床。 7時 15分,朝食。朝粥と付け合

わせの豚のでんぶ。豚肉炒め,油揚の煮物,胡
瓜の漬物,そ れにピーナツが出る。

部屋の窓から眺めると,広場の向かい側に
,

シャッターを下ろした店が10軒 ばかり並んでい

る。昨夜ウイスキーを買った店もその一つ。静

かな町の作まいだ。しかし,隣 に建築中の鉄骨

7階建てのビルの上で男が一人,仕事をしてい

る。そして,裏山の頂上付近には,大甲渓が運

んだ段丘礫層の円礫が目につく。

バスの待つ広場に出ると,対岸にも高い所に

礫層がある。昨日見た滝は高さ80mと あったが,

この段丘面から落ちていたのではと気付 く。河

野さんにどうして分かったですかと聞かれ,10
階だったからと言う。昨夜は3階 に入ったのだ

が,宗教団体の打ち上げで歌舞音曲のざわめき

が喧しく,夜遅 くなって同室の石川さんと二人,

荷造 りをして最上階に替わったのだ。お蔭で夜

の宴もお預けとなって旅先には珍しい休肝日と

なってしまったc

8時 ,出発c東西横貫公路は山腹の断崖の上

を登っている。呉さんが トンネルが小さいので

小型バスに替えたと言うc トンネルは対面通行 ,

出入日の聞門なし,照明なし,コ ンクリー ト覆

工なしで素掘 りのままだc日 本の公道で落石事

故があれば管理者が責任を問われるというのに,

この国は人間の命が安いのか|?バ スはそのまま

トンネルに突入し,真 っ暗闇の中をぶっ飛ばす。

途中, トンネルの入口近 くでモルタル吹付け

を 1か所見つけて,違和感ありだ。日本では「地

球に優しく」と叫ばれ,景観尊重のために技術

者は苦労する。しかし,断崖絶壁が売 り物の観

光地に崩壊対策は馴染まない。どんな化粧をし

ても景観を傷つけるだろうから。

ガヽ 川   誠 (ケ イズラブ)

地層は龍谷大瀑布で見たようにほとんど直立

している。山の写真ばかりを撮る。

急傾斜の地層が作る山地が何時の間にか櫂曲

して水平層に変わる。山に相対すると,水平の

縞模様が大きな山体に判然と刻まれている。水

平層だから堂々とした山に見えるのだ。バスの

進行に伴ってその横顔が次第に変わる。

川を下に見て道路は次第に登って行 く。間も

なく小さい重カダムがあり,こ れに見合っただ

けの小さい貯水池が見えるc更 に登って大きな

ダムに行き着 く。中央山脈を源とする大甲渓を

塞き止めた徳基水庫であるc堤高180m,堤 長

280m,堅硬岩盤のV字谷だからアーチダムは

当然だろう。ダムは日本統治中に建設され,そ
の後拡張したという。水位は洪水吐のゲー トの

下まであり,ほ とんど満杯のために湛水域も最

大だ。

バスの行く所,何処までもダム湖の水面が続

き,その上に高い山が連なる。地層は東に60°

の急傾斜となる。遥かに雪を頂 くのは大雪山,

高さ3529mと いう。湖水の対岸に,手前に緩傾

斜した広い扇状地があり,綺麗に開墾されてい

るが何が植えてあるのか。

道路は標高1900m以上を通る。確かにこの辺

りは山容やや緩やかだ。傾斜40° の斜面に呆樹

園が広がる。梨, リンゴなどを作っているとい

う。

9時半,梨山で休憩する。道路沿いに果物売

りの露店が連なり,そ れぞれ赤,青,黄色のパ

ラソルをかざして,台の上に梨,洋梨,桃 リン

ゴ,ザクロなど,色 とりどりの果物が並べてあ

る。自分は辛党なので果物を見ても手は出ない。

しかし,バスの出発が遅れている,皆が買って

いる,河野さんにも勧められるなどで, 4個
100円 の桃リンゴを買う。

ここで昼の弁当を積み込む。出発間際に乗っ
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て来た山田さんが「島原イテゴ」を差 し出して
,

台湾 と島原だけに自生 していると言う。何故 ,

台湾 と島原が繋がるのか。黒潮に乗って流れ着

いたのが島原だったということだろうが,島原

は生育環境が良かったということか。藤村の「椰

子の実」は伊良湖畔に流れ着いたが, 日本各地

では今 もどこかに漂着 している筈だなどと,あ

れこれ思い巡らす。

梨山を出て道路は次第に登って行 く。果樹園

が車窓に見え隠れする。呆樹園のある所は傾斜

が緩い。 しかし,将介石の連れてきた兵隊が生

きるためとはいえ,良 くぞ開墾 したものだ。「耕

して天に登る」の言葉 どお りに山頂に登ってい

る。 7年前に旅行 した黄土高原 もそうだったが ,

あちらは黄土,こ ちらは岩盤,傾斜 も急だ。彼

らの苦労は平家の落人にも劣 らない。 しか し,

本を切って表土が侵食され,豪雨の度に崩壊が

多いと聞 くと,仕事柄,何か方法がとの思いが

よぎる。

山岳部を通る道路はいよいよ高 くなる。峠の

最高点は大高嶺 (2565m),南の方にはやは り

雪を頂 く合動山 (3416m)が見える。この付近

は千枚岩で40° の東傾斜ち 流れ盤のために道路

の山倶1法面はほとんど崩壊 している。 しか し,

何の文寸策 もしていないようだ。

11時半,関原の石7由 スタンドで休憩,北側の

山の斜面崩壊を背景に皆で写真を撮る。

峠を越えると山間に雲が湧 き,松,杉,台湾

檜が目につ く。断崖に懸かる松の緑が素晴らし

い。これに滝が懸かれば水墨淡彩の南画の世界 ,

その中で我々は忽ち仙人になるのだc碧緑の神

木は流石に大 きい。昔,伊勢神宮の式年遷宮に

阿里山の檜を運んだと聞いたが, 日本にはなく

なっていても台湾に残っていると知って嬉 しい c

樹影が濃 くなるにつれて地衣類などの寄生植物

が多 くなる。霧の中で敷I蛛の巣のように枝から

枝に纏付 き,大枝から幹に垂れ下がる。

道路は山肌を縫って登 り,二重三重に折 り返

して下る。振 り向 くと山腹に道路が 4本平行 し

て見える。上からつづ ら折 りに下 りて来たのだ。

車が方向転換する度に谷側の席に移る。ヘアピ

ンカーブもスピー ドを緩めないので大変だ。 し

誠

か し,一人一席を確保 して後部座席が空いてお

り,左右の車窓で景色を眺めるなど,こ んな贅

沢な旅行は初めてだ。

文山温泉を通過,こ こでは泉源が涸れたこと

を聞 く。これも資源の一つとすれば残念なこと。

温泉 も無限ではなかったのだ。そして鎌田先生

から,早坂一郎教授の台湾の温泉の湧出機構を

承るが,表層の温度上昇は熱源 としても弱いと

思う。

天祥の手前の道路沿いに立霧渓の段丘礫層が

発達 している。昔聞いた「タッキリ渓谷」で砂

金発見のニュースは子供心に覚えている。下に

川が流れているが,砂金があるのは何処だろう。

12時半,山道を下 りて川っぶちに建つ,大魯

閣国家公園緑水地質景観展示館で下車。前の庭

で弁当を食べた後, 2階 の陳列棚に置かれた宝

石や貴石を見て回 |),ガ イドの呉 さんに珍 しい

石の説明をしてあげるこ

2時半,出発3次の休憩は合流,名 のとお り

西に流れる立霧渓に北から老西渓が合流する地

点だc慈母橋を徒歩で渡る。斜張橋の主塔及び

ケーブルは真紅だ。対岸に石灰岩が緑色片岩を

巻 き込んだ背斜軸があ り,その模様が面白い。

高 さ200mも あるという錐麓大断崖を窓か ら

仰 ぐ=こ こからその全容は計れない。ただ,上
を見上げて写真を撮る。暫 く行って下車。川沿

いの道を l kmばか り燕子口まで歩 く。峡谷の中

腹をIPH I〕 抜いた トンネルも素掘 りのままだ。通

る車をす壁けるようにして歩 く。 トンネルの横に

開けられた明か り取 りの窓から対岸を覗 くと峡

谷は意外に狭い。石灰岩の絶壁には鍾乳洞 とは

言えないが,直径 1～ 2mの 穴が何か所にも空

いていて,石灰岩の層理に従い,下流側に40°

の傾斜で並んでいるように見えるc深 さ,連続

は不明だが,こ れが燕子回の名の起こりとなっ

た燕の巣のあった所だろうここの峡谷は実に凄

いパフォーマンスを見せて くれる。直立 どころ

かオーバーハ ングで屹立する。これでこそ断崖

絶壁 と言えるのだЭ

谷幅が広 くなり,流れが緩 くなると小礫が堆

積 し,比高 2～ 3mの段丘を作っている。寧安

橋で休憩する。対岸の長春祠は公路建設の殉職
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者212名 を祀る。その下に長春瀑布が落ちてい

る。

谷が開ける。河口に出る。海が見える。やっ

と,東海岸に着いたのだ。セメントエ場の傍を

通る。花蓮市内に入って大理石工場を案内 して

くれるが,機械は埃だらけだった。宝石売 り場

に制服姿の女性が沢山いて,客の後ろに付いて

回 り,翡翠や猫目石を勧める。相手にせず,買

う気 もなかったが,結局,女房大事,気の弱い

男が猫目石を買わされる。次は 2階 に上がって
,

店の主人が集めたという鉱物や珍石を見る。大

きな石膏の結晶「砂漠のバラ」を見つけて写真

を撮る。

6時 ,海濱大飯店到着。確かに海岸のホテル

だ。近 くに貨物船が停泊 している。

6時半,ロ ビーに集合。乗って来たバスで青

葉大飯店に行 く。結婚披露宴が行われているら

しい。玄関横の新婚車 と書いたコーナーに新車

が停めてある。

大 きな円卓が 4卓置いてある部屋に入る。こ

れまでの食堂に比べて台湾料理特有の匂いがな

い。他に客 もいないので静か,こ こなら話 もで

きる雰囲気だ。 しか し,座 っていてもふらふら

する。石川さん達 もそう言うので,小林さんに

酒飲みが車に酔ったと笑われる。

先ずはビールを注文する。隣の鎌田先生に
,

先生が飲まないと私達が飲めないですとコップ

|二 少し注 ぐ,原 田先生 と小林 さんにも少 しずつ。

本当に皆さんは飲めないらしい。鎌田先生のご

共拶で乾杯 !

三二́理が次々に運ばれる。オムレツの上に小さ

t・ 社垣⊃載ったのが美味い。豚肉炒めに次いで

早 (も こr質 を持って来る。海老の卵 とじ,飽 ,

貝柱などが出るこ野菜炒めが美味い。温い内に

食べた方が良いIIま うれん草炒めも出る。今 日

はビール4本で丁度良い
]

鎌田先生に「大地は語る」の文章が良かった

です。写真 も素晴らしいですねとお話する。写

真はほとんど先生が撮 られたものだったЭ地質

学者の日で撮つた写真だから分か り易い3風景

写真 としても素晴らしいのに驚いた。先生は歴

史の実証 として書いたと言われる。

次は地すべ りの話,先生は北松型地すべ りの

意味が昔と変わったと言われる。思うに,最近

の地質調査には新しい調査方法や機器の開発が

あり,特 に,計測技術が進んだ。公共事業が多

くあり,地すべ り専門家も多くなった。土木地

質は仮説を立て実証する科学であるので,新 し

い解釈が出ても良いだろう。

また,先生が住んでおられる「女の都」の話

が出て,何時も貴方が良い所ですねと言うと言

われるので,ずっと「女護が島」かと思ってい

ましたと言う。しかし,先生は奥様にもうすぐ

「婆あの都」になると言われたそうだ。これは

かつて新興住宅街と呼ばれた我が町にも当ては

まる。30年経てば様変わりする世の中だ。若者

が出て行き,老人の町になった。そしてその後

は ?……。やはり,先生は予言者だ。

花嫁,花婿が部屋の前を通る。お色直 しが

あったのか。女性達が一斉に席を立って見に行

く。これを機にして食事を終わり,外 に出る。

ホテルに帰って日本に電話をするがカードで

は通 じない。理由が分からないが諦める。部屋

のポットがぬるいので熱いのを頼み,廊下の隅

にある冷却器の水は飲んで良いかと聞くとOK,
そこでお湯も出るのだった。今宵こそはと部屋

に集まり飲むことにする。

翌 日,お 別れパーティで原田先生の「金婚

式Jを皮切 りに各自が感想を発表する。自分の

番になって「私は朝鮮生まれの朝鮮育ち,石灰

岩の上で生まれました。石灰岩に対する郷愁も

だしがたく,古生層の石灰岩を研究対象にしま

した。各地の石灰岩を見ましたが,昨 日の石灰

岩の素晴らしさは筆舌に尽 くせません」と言い

切った。その時までかの景観を何 と言おうと

焦っていたのだが,蘊蓄に乏しく,言葉がなかっ

たのだ。

石灰岩の河川侵食に伴う造形は,先ずは天空

を切るV字型峡谷が見せる断崖絶壁であり,緑
樹を配しての渓谷美は壮麗極まりない。しかし,

何より我々が尊重するのは,石灰岩の侵食形状

や,侵食面に表れた層理の美しさをおいてない。

その曲線は櫂曲,断層などの地質構造を明確に

表現する。その姿,形の不思議さ,軽妙さは何
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と言うべきか,やはり白髪三十丈の表現が必要

だ。そこで,帰 りのバスで河野さんがホテルで

貰 っ た ガ イ ドブ ッ クの 「TAIWAN」 を借 り,求
める章句を探 し出して台北空港で書き写す。

「大魯閣国家公園以高山及峡谷地形為主要特

色旭是中横公路,大魯閣到天祥一段的立霧渓河

谷,両岸絶壁千47n,全由大理石岩層所構成,有

大理石之禄其他始南湖享峯著名的圏谷景観,清

水断崖的石灰岩崎壁,奇業連峯稜脊的卜桟羅

断崖,高山湖水泊蓮花池,河階的,V型谷,長

春飛瀑,陶塞渓谷等,景色亦雄偉綺麗」

流石に文字の国。我々が目にした景色は両岸

絶壁千匁,雄偉綺麗とあり,一字一句が忽ち一

幅の絵に拡がるのだった。

最後に台北空港で鎌田先生に鍾乳洞がない理

由を質問したところ,先生は亀裂系に支配され

誠

た七つ釜鍾乳洞の例を挙げられ,こ こは亀裂が

少ないので鍾乳洞ができないのではないかと言

われた。確かに,我々が見た断崖絶壁は塊状岩

盤からなり,開 口亀裂は見えなかった。やはり,

水みちがなければ鍾乳洞 もできない道理だった

のだ。

帰って早や三月,峡谷の絶壁に相対 した時の

感動は薄れたとは言え,未だ燕の穴はハ ッキリ

覚えている。今後は「台湾」 とか「石灰岩」の

キーワー ドで,大魯閣峡谷の景観が忽ち脳裏に

蘇ることだろう。

今度の旅行で鎌田先生には色々とご教示頂 き,

我が町の将来までも占って頂いた。また,同行

の方々にも大変お世話になった。ここに記 して

厚 く感謝の意を表する。謝謝 1再見 |

大雪山 (次高山)
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1.龍谷大飯店の前に1建築中

の ア階建てのビルの裏山のI頁

上に,大甲渓の運んだ河岸段

丘の礫層が見える。

2.徳基水庫ダム堤高180m"

堤長280m。

3日 徳基水庫のダム湖の中の扇

状地。
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ノ」ヽ川 誠 :大魯閣 (夕 ロコ)峡谷を見た日 図版 Ⅳ

4.関原の流れ盤による大崩壊。

5.慈母橋付近"玄霧渓の石灰

岩の模様。

6日 トンネルの明かり取 りから

見た燕の穴
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