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寺島ノリ瀬天然記念物「玉石匝穴」観察記

大 岩 保 雄 (宇久町神浦中学校)

第 1回調査

(平成10年 10月 24日 )

神浦港14三 〇0発のみつしま丸に乗船一路寺島

を目指す。今回の寺島行きの目的は,ま ず第一

に長崎県の天然記念物寺島「玉石販穴」 (昭 和

45年 6月 9日 指定)の状況と,第二にマングロー

ブ植物「ハマジンチョウ」の存在がどうなって

いるかの調査である。

この日は町では,秋の神浦「宇久島神社の大

祭」にあたり,快晴で,お りからフィリピン沖

にある台風の軽いフェーン風が吹いて秋にして

は暑かった。またうねりがあった。神浦港から

見る久しぶりの城が岳は,大 きく一服の絵のよ

うにどっしりと見えた。その頂上付近を,注意

深 く見ると,頂上尾根から愛宕様,の の字石囲

い,南東の尾根を曲線で結ぶと馬蹄形ができる

がこれを円の縁と考えると噴火口地形が仮定で

きる。稜線が折からのやや南中を越えた太陽光

線で陰影がくっきり見える。この仮定が正しい

か検証が待たれる。

船は快速に飛ばし,右に古里の港の岬が見え

るがここにもう一つの仮説「枕状溶岩」の存在

がある。これが確認できれば宇久の成 り立ちに

海底火山かまたは,海岸から海にひたひたと流

れ込む溶岩の存在が浮かび,宇久島誕生に新し

い 1ページを挿入するかも知れない。このよう

な仮説枕状溶岩は島の南海岸の下山,ス ゲ浜の

東付近にも,点在する。

続いて飯良崎の岬が迫る。眼前に見える飯良

崎の半島には第三紀の凝灰角レキ岩の地層が岬

先端まで続き,その東側崖には海食による洞窟
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が半ば砂に埋もれて観察される。凝灰角レキ岩

の地層は,ほ ぼ水平になっていて,火山灰,砂 ,

チャー ト,砂岩レキ,玄武岩レキ等を主に含ん

でいる。岬を越えると船隠し方面まで続いて見

渡せる。デイサイト質の白い地層が海岸の中ほ

どに見える。南東から西海岸一帯は基盤岩の玄

武岩溶岩が露出している。

宇久島の西部の南海岸の観察に夢中になって

いる間にも早 くも寺島の港の月ヽ島を回りこんだ。

小島の上空に鷹の一種 ミサゴが舞っていた。

ひょっとすると宇久唯一の原生林を持つ小島に

巣があるかもしれないなと思った。

14:10 桟橋に上がり,寺島に上陸する。船

長が時刻までには桟橋に来てくださいといって

親切にみつしま丸の時刻表を下さった。それで

はまた帰りをよろしくと挨拶をして出発,途中

で教え子のお母さんの緒方さんと20年ぶりぐら

いか久しぶりに会う。寺島の様子や消虐、それに

ノリ瀬への道がどうなっているか聞いた。二
,

三日前にノリ瀬まで行ってきたという。道はひ

どい状況だったそうである。ちょっと不安に

なった。神社の横を音を思い出しながら歩いた。

右に赤いたくさんの′鳥居が藪の中にあった。鳥

居のお稲荷さんの祠の横を通 り,小道を行 く。

蜘蛛の巣が行 く手をふさいでいるので,背の高

いアキノキリンソウを折 り取ってさきをぐるぐ

る回しながら進む。左に石垣が築かれていて道

じるべになっている。帰り道を迷うことはなさ

そうだ。道は本の葉を敷き詰めたようにふわふ

わしているが,風に木の葉が吹き飛ばされてい

るところを見ると舗装されている。これには驚
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いた。石垣と舗装は更に深 くなるとなくなった

が草が踏み分けられたのがかすかに残っていた

ので所々は本の枝を折 りながら進んだ。海岸に

近づき,見晴らしが利 くようになったが今度は

ススキが行 く手をはばんだ。思うように足の運

びができなくて,足の疲労が増すなかで,よ う

やくノリ瀬へ到着した。桟橋から時間にして約

30分 くらいの距離である。ちょうど引き潮にあ

たっていたので,な んなくノリ瀬上陸を呆たし

た。

ノリ瀬は長 さが約350m位 の細長い島で引 き

潮の間は本島とつながっている。この瀬は,黒
い玄武岩の溶岩でできてお り,表面は大 きい石

がごろごろしているいわゆる石原である。南の

高みが小 さな草原になってお り,主 に,オ ニシ

バ,ス スキ,ハ マゴウがはえている。それに今

日立つのはホソバワダンの黄色い花がかなり高

密度で海岸に分布 している。 目的の町穴を探 し

回る。長崎県指定の天然記念物の石塔が目立っ

ていて,す ぐ発見することができた。ちょっと

見てそんなことあ りえないのに玉石が20年前 よ

り小 さく感 じた。今までずいぶん大 きく感 じて

いたものだと思った。人間の感覚が当てになら

ないなと感 じた。また,玉石の周 りの水溜 りに

は以前確かアオミドロと思ったが,海水が直接

に流入 し,今回は褐藻類が生えていたのでびっ

くりした。後 日生徒 とともに計測 した結果臥穴

の深 さ160cm,日 径が87cm,中 に入っている玉

石の直径は57cmで あった。

玉石の周 りで遅い弁当を食べ,帰途に着 く。

ノリ瀬の南端の端まで来たとき,草原と石原の

境 目で第 2の 目的のハマジンチ ョウを発見 した。

健在だった。20年前来たとき発見できなくてや

むなく帰ったのを思い出す。やっぱり細々と一

株だけで健在だったのか。亜熱帯性マングロー

ブを形成するこの植物は貴重である。人工的な

植樹ではなく天然であるところにこの植物の大

きな価値があると思う。大切に見守 りたい。

16:00 ノリ瀬の渡し場をわたる。帰 りの道

は,思ったほど困難なところはなく,行 きの目

印や木の枝等を目標に,よ うやく舗装道路にた

どりつく。足早に歩 くこと30分 16三 30寺 島桟橋

到着,16:50発みつ しま丸で帰 り,そ の日の調

査を終了 した。

第 2回調査

(平成10年 11月 3日 )

池田,坂,中野,平尾,山脇の 5名 の生徒を

伴って寺島ノリ瀬の販穴調査を行った。この日

は天気は良 く,風もさほどではなかったが,波 ,

うね りがあった。波,う ね りは岩頭にぶつか り,

あわだち,い わゆる「さらし」ができていて
,

しぶきが上がっていた。 5人の生徒の協力をえ

て早速調査を開始する。

本 国の調査の目的は,断穴の直径や深さ,玉
石の直径の計測 とそれにノリ瀬のおおまかな形

状 と大 きさ,形成についての検討である。

生徒たちは2mの巻 き尺を使って,次のよう

に計測 した。剛穴の直径はほぼ円形で,直径87

cm,深 さ160cm,玉 石の直径は小 さいところ55

cm,大 きいところ59cmの球体に近い玉石である。

玉石は,北西から南東へ亀裂の中にあ り,臥穴

部分は南へ膨 らんでいる。現在は海水位の下降

によって満潮時にも,海水の流入は殆 ど不可能

か,稀である。浪立つ荒天時の満潮時には海水

の流入可能ではないかなと想像できるc

ノリ瀬のおおまかな形は,ひ らがなのしの字

の形 に似ていて,東西方向に長 く約350m,そ

の幅は北に行 くほど狭 くな |)約 50m, ほぼ中央

部で約150m,南 部の方で一番幅広い部分が約

230mで ある。

ノリ瀬は,宇久・小値賀地区ではもっとも古

いとされる新第三紀に噴火 した玄武岩溶岩にお

おわれている。玄武岩溶岩は粘性が弱い特徴の

ため,ノ リ瀬の平均海抜は 5m以下 と推定でき

る。噴出した溶岩は,水飴のような有様で薄 く

広 く,広がった り,低い所を選んでいわゆる川

のように流れたのではないかと想像 される。

ノリ瀬のゴヒ側に向かっては,起伏は, さほど

なく平面状であ り,亀裂が数条,縦横に走って

いる。南 には草原が小 さな丘の北側斜面 に広

がっていて本島側に広が り,干潮の時だけ渡 ら

れる石原でつながっている。南の丘の南側は斜

面が急で,そ のまま海に落ち込んでいる。
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形成については,今回大発見をした。このノ

リ瀬全体を形成する溶岩を噴出させた噴火口を

発見 したことである。後日,釣 り情報誌「釣 り

春秋」の航空写真でも確認できた。ノリ瀬全体

の溶岩は,全てこの火日から噴出したことが想

像される。この噴火口は臥穴から20mほ ど南に

あ り,南西の海岸近 くに化石 として,ほ ぼ正確

に把握できる。そして,そ の形は楕円で,非常

にきれいな形を示 している。楕円の長径約60m,

短径約35mである。中央部は盛 り上が り,亀裂

が縦横に走っている。貴重な発見ではないかと

考えられる。この噴火日の形状や全体の様子か

ら,噴火は玄武岩溶岩特有のおだやかなもの

だったことが想像できる。噴火日から,ひたひ

大久保様の墓

中世の石積遺跡

歓 づ五

たと溶岩が湧 き出され,粘性の低い溶岩は鮮や

かな曲線を火日のふちに描いている。そして
,

火口を取 り囲むように亀裂がほぼ同心円状 に

走っている。また溶岩の表面には,ガスホール

が無数にある火山弾をまばらに含んでいる。そ

のことからときどき,大 きくて40～ 50cm,小 さ

くてこぶ し大の紡錘形の火山弾を放出したこと

が容易に想像できる。このことからも噴火は終

始おだやかだったことが確認できる。

以上でこの観察の記録は終わりであるが,今
回の発見によって,普段見慣れて,特 に新 しい

見方をしなくてもと思っていた郷上の自然につ

いて,興味が高まるのを感 じている。
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宇久町「寺島玉石剛穴」位置図 (宇久町観光協会)
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