
鎌田泰彦名誉会長を偲ぶ

鎌田泰彦先生のご逝去を悼む

長崎県地学会会長 清 水:   洋
長崎県地学会名誉会長の鎌田泰彦先生は,本年 (2009年)1月 10日 に長崎市内の病院で逝去されま

した。享年83歳でした。当地学会にとってかけがえのない方を失ったことは,ま ことに残念でなりま

せん。 ここに謹んで哀悼の意をささげます。

鎌田先生は1925年 (大正14年)に北海道小樽市でお生まれになり,小樽市立堺小学校,北海道庁立

小樽中学校,仙台工業専門学校探鉱科を経て1946年に東北大学理学部地質学古生物学教室に入学され

ました。同学卒業後はそのまま同学大学院に進学され,1953年に長崎大学学芸学部 (現 0教育学部)

の講師として長崎に赴任後は,東北大学への内地留学とアメリカ留学期間を除けば,生涯長崎の地で

研究と教育に情熱をささげられました。1959年長崎大学学芸学部助教授,1970年長崎大学教育学部教

授,1991年に同学を定年退官後は同学名誉教授でした。

鎌田先生のご研究とご功績は多岐にわたり,そ れらをすべて正確に理解 して紹介することは私の能

力を越えております。個々の研究成果やご功績については,先生の研究内容を良 くご存知の諸先輩に

おまかせすることとしまして, ここではそれらの概要を簡単にご紹介 します。先生は,最初は東北大

学において「常磐炭田の地層に含まれる貝類化石群集の時代的変遷」という研究課題に取 り組まれ,

新種化石の発見を含む成果を上げられました。先生が命名された新種の貝化石は29種にのばります。

常磐炭田の地質に関するこれら一連の研究により,1960年に東北大学より理学博士の学位を授与され

ました。長崎大学に赴任後は,炭日の地質に関する研究をさらに発展させるとともに,沿岸の海底地

質の研究を開始されました。そしてこれらの海底地質研究を深化させるため,1970年には当該分野で

世界を リー ドしていたアメリカのウッズホール海洋研究所に留学,帰国後 も九州周辺大陸棚の調査を

進め,海況と海底堆積物との相関関係を明らかにされました。この頃先生は40才台で,研究者として

最 も脂がのっていた時代と思います。さらに50才台では,足かけ15年 の調査に基づき,長崎県全域の

「表層地質図」を完成させました。 この仕事は,地域に根ざした研究者としての集大成であり,地域

の地質環境の理解に基づ く環境保護や開発,防災対策などの検討のための基礎資料として,た いへん

高 く評価されるべき業績であると思います。 このほかにも,通商産業省の鉱害認定科学調査委員会委

員や長崎県自然環境保全審議会委員をはじめ,国や自治体の多 くの委員会や学会の委員を勤められ,

多 くの社会貢献をされました。1980年から4年間は,長崎大学教育学部附属中学校の校長 も勤められ,

その軌跡は「岩屋の夕映え」という著書にまとめられています。以上のようなご功績に対 し,長崎新

聞文化章や文部大臣表彰を始めとする表彰を受けられており,2006年には瑞宝中綬章を授与されてお

ります。

このように休む間もなく多 くの仕事を精力的にこなされた鎌田先生ですが,普段の先生は控えめで

穏やかな紳士でした。私が初めて先生にお会いしたのは,私が九州大学地震火山観測所に助手として

赴任 してきた1985年のことで した。観測所の太田一也先生から「長崎大の地学教室に君の大学の先輩

がおられるから一度会いに行きなさい。」 と先生を紹介されたのです。当時,鎌田先生は56才,長崎

県地学会会長になられて 5年 目で,地学会の牽引に心血を注いでおられる時でした。そのとき私は大

学院を修了 したばかりの28才でしたが,親子ほど年の離れた私に対 しても,一人の研究者としてまっ

たく対等にかつ丁寧に接 してくださいました。そしてそれは終生変わることはありませんでした。先

生は地質学,私 は地球物理学と専門は少 し異なりますが,研究に対する先生の真摯で謙虚な姿勢を見

ては,自分の研究態度を反省 してきました。私事になりますが,先生にはその後,私ども夫婦の縁を

取 り持っていただき,家族 ぐるみのお付き合いをさせていただくようになりました。時々先生のお宅

に伺っては家族や研究の近況などをお話 ししましたが,話題が先生 ご自身の研究のことになると,紳
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士の先生が急に無邪気な少年のようになり,新種の化石の発見など,時 には自慢話 も交えて嬉 しそう

に話をされました。紳士と少年が同居する先生に対 し,奥様は,微笑みながら,ま た時にはたしなめ

ながら,寄 り添っておられました。先生のお宅にお邪魔するたびに,そ んな先生と奥様をうらやまし

く拝見 しました。奥様が体調を崩されてからは,今度は先生が奥様に寄 り添 うようにしておられまし

た。先生は,公私の両面で私のお手本でした。

長崎県地学会に対する鎌田先生のご貢献については,今更申し上げるまでもありません。長崎県地

学会の創立からずっと中心メンバーとして地学会を リー ドして来 られました。特に,1981年から2005

年まで実に24年間もの長きにわたって会長を勤められ,地学会の発展に大きく寄与されました。前述

のように先生には多 くのご功績がありますが,私 は,長崎県地学会の活動を通 じて地学環境に関心を

持つ多 くの人材を育てられたことも,先生の大きなご功績の一つではないかと考えています。これま

で教育学部地学教室で直接先生から指導を受けた学生はもちろんのこと,当地学会の活動を通 して先

生の指導や薫陶を受けた人たちはかなりの数になると思います。今後,わ が国が環境 。防災・ エネル

ギーなどの重要課題に取 り組み,解決 していく上で,地学の リテラシーが高いリーダーが国のみなら

ず自治体や地域社会にも必要です。学校の地学教育を取 り巻 く環境は厳 しい状況が続いていますが,

それだけに当地学会に期待するところが大きいと言えます。今後,鎌田先生が育てた人材の次の世代

を如何に育てていくかが残された私たちの課題であり,そ の取 り組みこそが先生にお応えすることに

なると思います。

先生のご冥福を心からお祈 り申し上げます。

鎌田先生来崎50周 年祝賀会 平成16年 1月 24日
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鎌田泰彦先生の思い出

水 野 篤 行 (元愛媛大学理学部教授)

166-0012東京都杉並区和田1-44-30

鎌田泰彦先生が本年初頭に亡 くなられた由,NESAニ ュースレターNo.28(本 年3月 14日 刊)で知

り,た いへん驚きました。そして,先生がすでに他界されていて再びお会いすることができない,せ
めて一昨年一昨年に長崎を訪れればよかったという悔恨と悲 しみの念で一杯でした。

私は大学卒業後間もないころから,先学者としての先生にはたいへんお世話になり,交流というよ

りはむしろ先生からの一方的なご指導・ ご示唆のいただきっぱなしで した。「鎌田泰彦教授退官記念

文集」(1991,p.7-8)に掲載 していただいた拙文「鎌田先生と私」は,私が愛媛大学赴任後まもなく,

それらの内容のあらましを記 したものです。 もう20年近 く前にもなります。

1994年に同大学を定年退職後は長崎を訪れてお会いする機会がありませんでしたが,先生とは長年

にわたり毎年年賀状の交換をさせていただいてきました。本年は届かないので, どうされているかと

気がかりであったところでした。 この機会に,先生のご逝去を惜 しみ,悼み, ご冥福をお祈 りしなが

ら,あ らためて先生の思い出を記させていただきます。内容が先生 と私 との接点に限 られること,

「退官記念文集」の拙文とかなり重複すること,そ して長崎において長年にわたってさまざまな面に

関する多数のご研究,教育 0普及活動,大学運営,多 くの社会的貢献をされた先生のごく僅かな部分

にしか触れることができないことをあらか じめご了承 ください。

私は大学卒業後,地質調査所地質部において新生代, とくに九州北西部と北海道の古第二紀層序・

貝化石を中心とした調査研究を行っていました。私より2年先輩の先生はすでに先駆者として多 くの

研究成果を挙げられていましたが,研究を進めるなかで,先生から,研究方向・方法が非常に近縁な

同世代の仲間の一人として,さ らにその後も同じように,た いへん親 しく接 していただいてきたこと

が思い出されます。

先生は長崎大学に赴任された後,東長崎の矢上炭田の詳細な層序学的研究をされました (長崎大学

学芸学部 自然科学研究報告,6,1957年 )。 たまたまその直後に,私は地質調査所の仲間の一人,松

井和典さんとともに東長崎一帯の地質調査を行いましたが,野外で親 しくご案内と詳細な説明をいた

だき,貴重な基礎資料として活用させていただきました。そして,調査結果の一部は,高島炭田・崎

戸松島炭田の資料とともに,私 自身の九州北西部を中心とした古第二紀化石貝類群の生層序学的研究

のとりまとめの重要な部分となりました。

先生は平行 して常磐炭田の古第二紀一新第二紀貝化石群のご研究を進められ,1962年には大部の総

括的論文を古生物学会から出版されました。代表的な化石について,後に私が編集委員の一人を務め

ていた日本化石集 (築地書館刊)上に, ご成果に基づ く掲載・執筆をお願いしたところ快諾 0執筆さ

れ (1972年),一般への普及にも尽力されました。

とくに,東長崎―諫早地域,常磐炭田地域に関する先生の層序古生物に関するご貢献は, 日本の古

第二紀の化石貝類群の研究の重要な基礎となり,私 自身がそのとりまとめを行った際にもたいへん参

考にさせていただいたもので した。
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1960年代後半に地質調査所のなかで,私 は汽水湖の堆積学的研究に, さらに1970年前後から海洋地

質学 0堆積学の分野に転 じました。その最初の課題が長崎県西方沖の五島灘海域の堆積物分布,地質

構造の解析でした。鎌田先生は,そ の前に米国スクリップス海洋研究所に行かれて海洋堆積学の手法

を学ばれた上,当時日本で急速に発展 しつつあった海洋堆積学の分野に目を向けられ,五島灘海域の

堆積物の砂粒分析を手がけられて,そ の研究データが公表された直後でした。前に記 した東長崎の場

合と同様に,先生のデータをす ぐに活用させていただいたわけです。砂粒分析は,先生によって日本

では初めて行われた堆積物の砂粒組成全体の性質を明らかにするもので,砂質堆積物の成因を考える

上に重要な基礎となるものです。なお,先生とほぼ同じころにスクリップス研究所に留学 した当時同

僚の盛谷智之さんから,先生から現地で親 しくしていただいたということを聞いたことを憶えていま

す。

その後,私 は地質調査所のなかに設立された海洋地質部に移るとともに,主たる研究対象を深海底

のマンガンノジュールの問題に転 じましたが,1985年 -1990年 3月 に山口大学理学部に勤務 した後 ,

1990年に愛媛大学理学部に転任 しました。愛媛大学では,院生が対馬中部域の第二紀層の堆積学的研

究を研究課題とし,私 も野外調査に同行 したことがあります。その際,すでに先生が表層地質図を作

成されており,ベ ースマップとしてたいへん活用させていただきました。

同時に,卒論生の一人が四国北西部の海浜における堆積物中の重鉱物組成の成因に関する研究を行

うことになりました。 この研究は,堆積岩中の重鉱物の分布の成因の考察に関する基礎を提供するも

のです。鎌田先生は,そ の前前年 (1988年)に文部省科学研究費による「西南日本における海浜砂の

重鉱物の地域特性」の研究成果報告書を出されており,四国沿岸部 も研究対象に含まれていました。

研究の効率を高めるためには,先生と全 く同じ手法による分析,データのチェックのためにはまず先

生のサンプリング地点と同一場所のサンプル分析から始めるのが最善と考えて,転任のご挨拶かたが

たご教示をお願いしました。電話か,手紙か記憶にありませんが,す ぐに快諾 していただき,先生の

許に留学させた卒論生を相手に親切に初歩的な手ほどき 0指導 して くださいました。 この機会にあら

ためて卒論のコピーに目を通 しましたが,おかげで,そ の学生は海浜 0流入河川下流部堆積物中の重

鉱物組成,沿岸海域の流況との相互関系について新知見を含んだ優れた卒論をまとめることができま

した。

以上に,私 と鎌田先生との触れ合いを50数年前にさかのぼって思い出しながら記 しました。それぞ

れ,先生の長い研究生活にとってはその 1%に も達 しない,記憶に残っていないようなことであった

かもしれません。 しか し,私にとってはその都度重要なイベントで,深 く印象に留まっています。小

文全体を通 じて,私 自身の履歴の一部の記述ともなってしまいました。お許 しください。最後に,先

生の霊に深い感謝と哀悼の意を表 し, ご冥福をお祈 りいたします。
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鎌田泰彦先生を偲んで

大 塚 裕 之

鎌田泰彦先生は,平成21年 1月 10日 に享年83才で天寿を全 うされました。 ここに謹んで哀悼の意を

表するとともに,学生時代のいくつかの想い出を綴 り,先生を偲びたいと思います。

私は昭和34年 4月 に長崎大学に入学 しました。当時,先生は東北大学から長崎大学へ赴任なさって

6年 目の30代の前半で,若さにみち溢れておられました。以来卒業まで,私は,地質学の講義,巡検 ,

卒業論文等を通 じて,先生から多 くの薫陶を受けました。先生がお世話なさった長崎県地学会の創設

も私が入学 して間もなくでしたが,発足時には同期の山口修弘君 らと一緒に,会員名簿に名前を連ね

て頂きました。

たしか昭和37年の冬,長崎地方は大雪で,大学キャンパスも一面銀世界になりましたが,早速,先

生から研究室の裏にあった雪のグラウンドに学友 と一緒に誘われました。『スキー板に代わるものは

ないかな ?』 とおっしゃったのですが,多分冗談だろうと思いました。 しかし,そ れでも皆で代用の

板を探そうとしましたが,残念ながら適当な板は見つかりませんで した。お話では,学生時代の先生

は国体のスキー競技の候補選手で,ケ ガで出場を果たせなかったということでした。お若い頃の先生

は正真正銘のスポーツマンでもあられたのです。

先生の博士論文である『Tertiary marine mollusca from the」 oban coal― field,Japan』 は日本

古生物学会の特別号 (No.8,1962)と して出版されましたが,私が 3年生の秋,先生のお宅におい

て,出版直前のその膨大なゲラ刷 りの校正をお手伝いする機会を与えられました。眠さをこらえて夜

遅 くまで手伝いましたが,後になって思いますと, この時の体験が,学問の第一線に触れた時であり,

私のその後の進路の岐路になりました。

常磐炭田をはじめ,第二紀層の研究をライフワークとなさっていた先生にとって,長崎という,ま

さにうってつけの場所での学究生活をお過ごしになられたのではと思います。そのため,私 はわずか

4年間の長崎での学生生活でしたが,地質巡検では,長崎 0佐賀・福岡県内のほとんどの炭田地帯の

地質を見る多 くの機会を作って頂き,地質学の面白さを教えて頂きました。私の卒業論文の課題『長

崎地域の地質』は先生の第三紀研究の一環でした。

先生は,ま た,有明海や千々石湾等の底質の御研究にみられるように, 日本における浅海底地質の

先駆的研究を精力的になさいました。私 も学友諸氏 らと一緒に,船を使っての採泥実習や室内での粒

度分析等を分担させてもらい,貴重な体験をさせて頂きました。このように,先生は自然に対 して常

に真っす ぐに向き合っていらっしゃいましたが,そ のお姿を,私が,そ の後の研究者としての,さ ら

に学生と向かい合う際の教育者としての指標とさせて頂きました。

先生が大学を定年なさった後 も,私は時々,女の都のお宅へお邪魔 し,近況を報告させて頂きまし

た。最後にお会いしたのが,平成18年 の県地学会総会の翌日でした。その時は,奥様の看護と御自身

の日々の生活のことなど,全てを話 して下さったように思えました。今年, 1月 ,最後のお別れをし

た際,実 は先生御自身が永年闘病なさっていたことを初めて知 り,我が身を省みず奥様を看病なさっ

ていた先生の壮絶な最期を想わずにはいられませんでした。

御冥福をお祈 りいたします。
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魯1憮

台湾地質巡検会 台北 忠烈祠 平成 8年 12月 25日

ポ
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化石の思い出 一鎌田泰彦先生を偲んで一

西 山 忠 男
五月の連体を利用 して10年ぶりに訪れた伊王島は,大変な様変わりで,多 くの人を集めるリゾー ト

地に変身 していた。大波上の桟橋にはレジャー客が長蛇の列をなし,250名 ほどの定員がある船に客

が乗 りきれず,急速 もう一隻の船が準備される始末だった。運よく2隻 目の 2階席に座を占めること

ができた私たちは,長崎港を出た船の上から,福田,式見,黒崎,神の浦,そ して大瀬戸の青 く連な

る海岸線を眺めていた。長崎はこれほど美 しい土地だったのか。それが偽 らざる感想だった。伊王島

桟橋近 くの釣具店で,娘のために麦わら帽子を購い,私たちはゆっくりと千畳敷への道を上がっていっ

た。私たちの目的は化石採集である。遅 く生まれた 3人 目の子が小学校に入 り,夏休みの自由研究に

また頭を悩ませられることになった。上の二人の子の時は,最初石の採集をさせたものの,親の手が

入 りすぎたのは誰の目にも明らかだったので,す ぐに蝶の採集に切 り替えた。それから十年,さ あ今

度はどうしよう。 1, 2年生の夏は河原の石の採集でごまか したが, 3年生になった今年は娘が化石

の採集をしたいと言い出した。手軽に採集できる場所としては千畳敷 しかあるまい。十年前にやはり

同じように五月の連体に二人の子を連れて千畳敷を訪れ,磯遊びに熱中する子 らを尻目に高校時代以

来の化石採集に夢中になった記憶が蘇った。

長崎北高校地学部に所属 していた40年近 く前,悪友たちと毎週のように通った伊王島。その時にい

つも通った千畳敷への近道はもう分からなくなっていた。妻と娘を従え,ゆ っくりと遠回りの広い道

を歩 く。千畳敷への下 り回の前に, トベラの木が白い群集花をつけていた。その花にアオスジアゲハ

に混 じって ミカ ドアゲハが 2頭,吸蜜に来てすばやく飛翔 している。蝶の採集に夢中だった頃,憧れ

だった ミカ ドアゲハ。ああ,お まえはこんなところにいたのか。

潮はちょうど引いていて,千畳敷の岩場を通り抜けるのに苦労はなかった。昔はなかったテ トラポッ

ドが感興を殺 ぐが,化石採集に不都合はない。娘にはN“じJαが密集 した地層で遊ばせなが ら,私は

大物を狙 っていた。だが,な い。10年前までは簡単に採集できたPんοιαα
"η

αやyれθrιcarごιαなどの

立派な化石が,ま ったく見つからない。焦る。目につ く場所の化石はほとんど取 り尽 くされているよ

うだ。 しか し,そ れでは妻と娘の手前,面目が立たない。かすかな記憶を辿ると, もう少 し北に長尾

巧先生が「 Orιんαじιαχ帯」と命名された地層が出ているはずだった。高校生の時にそこでOrιんα
“
ιαχ

を採集 した記憶がある。行ってみると,丁度潮が引いた場所に地層が露出していて,何とあるではな

いか。真っ先に目に入ったのはノジュールと見まがうような丸い形のOrιんαじJαχの完全個体。きわめ

て保存が良い。 じめじめ,最近 ここには誰 も来ていないらしい。目を皿のようにして探すとさらにい

くつかのOrιんαじιαχ,そ して黒い殻質に刺状突起を有 し,白 い筋も鮮やかなyoιじιοttιんαが得 られた。

採集 した化石を興奮 して眺めている時,遮、と鎌田先生のことが頭に浮かんだ。この興奮は若き日の鎌

田先生が持たれたであろう興奮と同じものではないのか。

鎌田先生の言卜報を伝える阪口副会長からのメールを見たのは,すでにご葬儀が終わった後のことで

あった。直後に小田忠昭先生からお電話をいただき,詳細を教えていただいたが, もはや何 もするこ

とができなかった。長崎県地学会における私の恩師,西村暉希先生と荒木員壽男先生が次々と亡 くな

られ,大きな喪失感が私の心を支配 していたところへ止めを刺すように今度は鎌田先生が亡 くなられ

た。自分の来 し方を振 り返れば,長崎県の地学に教えを受けたことがどれほど血となり肉となってい

るか,ま たそれを教えてくださったのが,上の二人を始めとする長崎県の先生方であったことを思わ

ずにいられない。 Orιんα
“

Jαχの化石を手にして,私が鎌田先生を思い出したのは故なきことではある

まい。情熱は伝染 し,確実に次の世代を育てたのである。

採集 した化石を熊本大学に持ち帰 り,古生物の若手研究者に見せた。「すごく保存が良いですね」
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鎌田泰彦名誉会長を偲ぶ

と驚 く彼に,「 これはOrιんα
“
ιαχノOροんじθじS Nagao,こ ちらはyoJじ ιοttjんαブ(ηοんιθα(Nagao)だ ろう」

と確認するように問うと,「何でそんなことを知 っているのですか」 と驚いた表情で私を見る。岩石

屋の私が化石の名前を知っていることが不思議 らしかった。不思議がられて当惑 した。長崎県で地学

教育を受けた者にとってこれらの化石は馴染み深いものである。そして初めて思い至った。古第二紀

の貝化石が長崎県の地学関係者にとって常識に近い知識になっているのは,ひ とえに鎌田泰彦先生の

ご研究,そ してそれに裏打ちされた教育活動があればこそであると。思い起こせば,私が高校生の頃,

長崎市の公立高校には西村暉希先生,小田忠昭先生,堀 回承明先生,石川直衛先生そして藤田光先生

らがおられ,地学教育を担っておられた。いずれも何 らかの形で鎌田先生の薫陶を受けた先生方であ

る。日曜日に沖の島で小田先生率いる西高地学部と鉢合わせ したこともある。当時の長崎県高校地学

はそのような雰囲気であった。そしてそのような雰囲気の中で教育を受けたことを,実 に有難いこと

であったと,今にして思 う。

「今は古第二紀の貝化石を研究 している人はほとんどいませんよ」,件の若手研究者はそう教えて

くれた。学問に盛衰はつきものである。古第三系の研究は石炭産業の振興とともに隆盛になり,そ の

衰退とともに弱体化 した。九州炭田地域の第二紀貝化石研究は鎌田先生によってほぼ完成されたのだ

ろう。40年ぶりにOrιんα

“

Jαχの化石を手にして, これこそは鎌田先生の夢の跡, という感傷を禁 じ得

ない。 しか し鎌田先生の情熱は次々に伝播 していき,教えを受けた人々の中で様々な形で花開いてい

るように思われる。その花はまた次の花を咲かせるだろう。次の世代が鎌田先生のことを知ることは

なくとも,先生の魂は報われるのではないだろうか。り己ヽからの感謝とともに, ご冥福を祈 りたい。

注 :Orι んα
“
ιαχは長尾巧によって初めて記載された種であるが, 日本化石集56「九州炭田地域の第二

紀貝化石」(鎌田,1980:築地書館)で は,本種は西アフリカに現生するPsθしごοJι υα ρJじ醜わθα(Dillwyn)

に近縁な化石種であるとされ,PsθじグοJι υαルροんιθα(Nagao)と 改名されている。
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鎌田泰彦名誉会長を偲ぶ

鎌田泰彦先生を偲ぶ

石 り|1直 衛
鎌田先生に初めてお会いしたのは1962年 (昭和37年)の夏であった。高等学校教育課程改訂に伴い

,

昭和38年度から地学 も必修科目となるため,県教育委員会主催で鎌田先生を講師に夏休み中の 3日 間

野外講習会が実施された。講習会の閉会式の後先生に初めてご挨拶を申し上げ,長崎県地学会の入会

の手続きを取 らせて頂いた,会員番号は56番である。

長崎県地学会は1961年 (昭和36年)9月 26日 に長崎大学で日本地質学会西日本支部例会が開催され

たのを機に颯颯の声を上げたと聞いている。当日は勤務校の大村高校の体育祭のため参加できなかっ

たが,支部例会に出席 した学友の岡田博有君 (九州大学名誉教授一当時は九大地質学教室助手)が大

村の拙宅に来泊 してくれ,長崎県地学会の誕生のことを知 らせてくれた。岡田君は翌日地質学科の新

入生の野外指導のため天草へ渡った。

「長崎県の地学―日曜巡検ガイ ドブックー」が誕生 したのは1971年 (昭和46年)で ある。11月 7日

に諫早高校を会場として創立10周年記念大会が開催された。創立からの10年間の業績として出版され

たのが「長崎県の地学」である。10年間に実施 した63回の日曜巡検会の記録をもとに露頭を再確認 し

て加筆 し,長崎県の地質のおいたち・地質図や巡検の心得などを付記 し,巡検ガイ ドブックとして出

来た冊子である。

1970年 (昭和45年)に鎌田先生が 1年間アメリカ留学をなされたため,長崎県地学会の事務局を私

が勤務 していた長崎西高校地学教室に移 していた。「長崎県の地学」の編集は同校の地学準備室で堀

口承明氏 (長崎南高校),故西村暉希氏 (長崎北高校),小田忠昭氏 (長崎西高校)を中心にほぼ連日

深夜に及ぶ検討を重ね,鎌田先生のご指導を仰ぎつつ行い,初版3000部 を出版 した。完売できる自信

はなく注文を受けたときはバス, タクシー代を手出しして販売 し,完売 したときは安堵 した。1972年

(昭和47年)に長崎大学地学教室に事務局を戻 したあと,第 3版まで計9000部 を出版 じ絶版とした。

「NESAそ くほう」は年 2回発行の地学会誌だけでは200名 に及ぶ会員にホットなニュースを届け

られないと考え,1971年 (昭和46年)4月 12日 ガリ版刷 りの第 1号を出したのが始まりである。鎌田

先生からは何故煩雑なものを作 ったかとお叱りを受けたが,途中阪回和則氏の応援を受けて100号ま

で続け終止符を打った。その後ニュースレターとして受け継がれている。

鎌田先生が長崎大学附属中学校の校長を兼務される前は謹厳実直と言ったらまたお叱りを受けるか

もしれないが,当時の先生には居酒屋は論外のことであった。 しかし附中の校長を 2期務められたあ

との先生の変身振 りには驚かされたものである。運営委員会の後などで先生に伴われて阪回和則氏と

訪ねたスナック 0バ ーで乾杯のグラスを置 くなり,さ あカラオケとなることが度重なり阪口氏と顔を

見合わせたものである。あるときはカラオケのキーが高 く変調子になったとき,「石川さん歌は楽譜

で勉強するかテープで学習 しなさい」とたしなめられた事 も思い出となっている。先生のカラオケの

腕前は相当なものであられるので, どこで練習されるのかを聞いたことがある。先生の返答は車中で

のテープや自宅でピアノを弾きながらマスターされた由。天界でも美声で歌っていらっしゃることで

あろう。

直接の師弟関係は無かったものの地学会を通 じて先生から教えを頂いたことは枚挙にいとまがない

ほどである。教壇生活45年の大半を地学教育に携わることができたのも先生のお陰とこの拙文で感謝

の意を表 したい。ただ先生にお詫びしなければならないことは,晩年地学会を疎遠にしたことである。

先生の御冥福を心より祈 り上げます。

合掌
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鎌田泰彦名誉会長を偲ぶ

鎌田泰彦先生の希望

株式会社 昭和ボーリング

柏  原  公 二 郎

先生にお会いした頃の日誌から

2007年 10月 23日

五島の地質を詳 しく調べなければならない事が起こり資料を借 りに先生宅を訪ねる。

ご長男の奥様が来ておられたようで、先ほどバス停まで送 ってきたと言われた。一人暮 らしにし

ては珍 しく部屋はきれいに整理されている。奥様は入院されており週二回見舞いに行っておられ

るそうだ。また、道むかえの奥様が時々食事を届けてくれると聞 く。

夕方先生好みの料理屋に行き会食をする。

10月 27日 午後

お借 りした資料を返 しに行 く。家内に作 らせた「おでん」と五島茶を持参する。

先生は自分の生い立ち、奥様との出会いなどについて懐かしさを込めて話 して下さる。

福島県に御兄弟がいらっしゃるそうで、そこへ奥様を連れて行き老後を共に過ごしたいと望んで

おられる。そして蔵書について「どこか適当な団体が引き受けてくれないだろうか ?」 と相談さ

れる。そういえば、この話は以前にも相談されたことがあった。

先生好みの店に行き会食をする。

11月 18日 午後

再び訪問。蔵書を引き受けるところが見つかるかもしれないと、いきさつをご報告。

先生は大変喜ばれる。夕方いつもの店で会食する。

明日 (11月 19日 )は先生82歳の誕生日らしく二人で前夜祭を楽 しむ。

ある時こんな事があった。

ボーリングコアを先生の教室に持参 し鑑定をお願いした時

である。

一緒にやろうと薄片作 りが始まった。偏光顕微鏡を覗きそれ

が凝灰質砂岩 (写真)であることを認識する迄に半日を費や

した。先生は即答はされず、私が理解出来るまで掘 り下げて

下さった。それが先生の教育方針であったのではなかろうか?

以来、凝灰質砂岩は私の脳裏に焼き付いている。

私達地質に関わる者にとって、先生の研究成果 (業績)が
いかに貴重なものであるかは誰 もが認めることであり、それを関係者が利用 してくれることを切望

されていた。

私が年齢的にこの業界の古参であるため相談されたのであろう。

この件を所属する長崎県技術士会Y氏に相談 しところ後日会長から協力の申し出があった。

その後、長崎県地質業協会、長崎県地学会からも協力者が現れ、何回かの会合がもたれた。運搬 。

資料整理に関 しては問題が解決されたようだが保管場所が未だ決まっていない。

公共施設の一室を目指 して鋭意努力 しておられるようだ。

結果はともあれ有志の方々の御好意に対 し頭が下がる。

これも先生が私達に与えて下さった御厚意に対する気持ちの表れではなかろうか。

先生 !長い間お世話になり有 り難うございました。 合 掌
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鎌田泰彦名誉会長を偲ぶ

大江貝層の思い出

田 島 俊 彦
鎌田研究室前の地学実験室で時々長崎県地学会理事会が開かれた。理事会が終わりにちかづいてお

茶の時間になると,鎌田先生がいま取 り組んでおられる研究内容がよく話題にのぼった。例えば,

NEDOが小浜の山中で掘削 したボーリングコアから “Osι rθα sp."化石が多量に出てきたので調べた

ら “小浜の地下に北有馬層の存在が明らかになった"と か “下釜貝層や大江貝層の貝類群集は現生種

ばかりなので,吉良 (1959)や波部 (1961)の図鑑で調べることができる"な どである。後日,大江

貝層の貝化石を調べる事になった時,お尋ねしたらすぐに鎌田 0新野 (1955)や鎌田 (1964)論文別

刷のコピーをしてくださった。その後も大江貝層のコキナ層を持ち帰 り,そ の一部から採 り出した貝

類を先生の書斎に持ち込んで同定 して戴いたところ,鎌田 (1964)お よび早田 (1964b)の 目録に記

載のなかったオニサザエ,ナ ガニシ,イ シマテガイ,ナ ミマガシワガイ,ニ ンキガイ,イ ワガキ, ウ

ラカガ ミガイ,ア サ リ,マ テガイ, フデガイ等が見つかった。 これらの大型貝類の同定はものの20分

くらいで終わったが, しばらくして先生が書斎を立たれたと思っていたら,勝手日から長さ30cmば

かりの乾燥 した “メダケ"を持参され眼鏡をはずされて,カ ッターナイフを巧みに使いながらあっと

いう間に “竹 ピンセット"を 自作され “微小貝の研究はまだあまり進んでいないんだよ"と つぶやき

ながら,殻長 5mm前後の微小員を “竹 ピンセット"で用心深 くつまみながらたくさん同定 して くだ

さった。先生は,貝類の同定となると “数冊の原色図鑑"を片手に顔色を変えて集中された。また,

例えばス ミノエガキを同定される時,そ れが記載されている図鑑を取 り出されて (私 どもは索引を引

くのだが)“図鑑の小口をパ ッと開かれる"と だいたいそのあたりのページにスミノエガキが載って

いると言 った具合である。

先生の随想の中に “矢部先生の最初の個人指導"と 言 うのがある。その中に『矢部先生に,私が初

めて直接のご指導を受けたのは,…管状の化石を持って,先生の研究室をお訪ねした時である。最初

は,ア ンモナイ トの一部分かと思った化石であったが,先生は即座に「これで調べてみなさい」と,

1編の論文を渡された。 これで調べると,中生代の巻貝であるネリネア 鰤レ jんθα)で あることが判

明 した…』 とつづ く。 このことは,『疑間が生 じたら,文献で調べて解決 しなさい』 と言 う矢部先生

の無言のご教示であったのだろうと思われる。

鎌田先生は,私のような門外漢にも多 くの文献を

気軽にご恵与・ ご貸与 くださったり,い ろいろな地

質現象 (地層,岩脈,化石,地滑 り等)に ついても

ご示唆, ご教示 くださった。また,先生の軽妙洒脱

な名文からなる随想 も多数をいただいた。

先生には感謝あるのみで,何のご恩返 しも御礼 も

できなかった。ただただ先生の御霊にご冥福をお祈

りするばかりである。

ア ー メ ン

“竹 ピンセットを自作される鎌田先生"

1995年 1月 28日 書斎にて
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鎌田先生の思い出

渡 辺 博 光 (雲仙市吾妻町)

1。 「こころ三原」での鎌田先生

2007年 10月 ,先生ご夫妻が長崎市のデイサービスセンター「 こころ三原」という施設に入 られたと

いう情報を阪口副会長から得て, しばらくして訪問 した。前 もって連絡 しなかったので最初は驚かれ

たようすだったがす ぐ分かり,談話室におられた 5,6人の入所者に「今 日は息子が来る予定で した

が,渡辺君が来てくれました」と朗 らかな声で紹介された。先生の部屋は 2階にあリエレベーターで

移動 した。室内は整然と片付けられ,施設の心のこもったサービスが感 じられたが,開 ロー番「良 く

してもらっているが,足腰は何ともないのに,何 しろ目が悪 く, 自由に歩 くことも出来ないので,哀
れなものですよ」と弱音を吐かられた。 しかし,そ のあと若い頃のことに話を向けると急に元気にな

り,常磐炭田の調査での矢部長克博士についての話から始まり,東北大学 全学部代表の卒業式答辞 ,

そしてその答辞についてはGHQへの配慮に苦心 したこと,国体スキーで立ち木に衝突 し骨折 したこ

と,長崎大学への赴任のいきさつ,学位論文にまつわる話,ア メリカ 0ウ ッズホール海洋研究所での

留学生活,昭和57年の長崎水害のこと,そ して附属中学校で行った講話と「岩屋の夕映え」のことな

どまるで昨日の出来事のように 2時間半以上 も話 し続けられた。記憶力抜群,理路整然とした話 しぶ

りにただただ驚 くばかりであった。

あれから一年半後,先生は急に天国に旅立たれた。今私の頭の中で生きておられると思っても何の

矛盾はないのに, もうこの世にはいらっしゃらないという現実が不思議でならない。

以下,思い出をいくつか紹介 し先生を追悼 したい。

2.歓迎遠足での「こんにちは赤ちゃん」

確か学芸学部一年の時,雲仙への遠足があった。バスの中で先生にマイクが回り,自 己紹介のあと,

「では,一曲」 といって梓みちよの「 こんにちわ赤ちゃん」をゆっくりと,二番の最後まで正確に歌

われ拍手喝采を浴びられた。当時娘さんはまだ小さく,若い父親としてついこの歌が出てきたに違い

ない。そして拍手をさえぎり「左に見える諌早湾の深さはどれくらいか分かる人いますか」そして

「今見える海面の高さは上がったり下がったりし, 2万年前は100m以上 も下がっていたことを知って

いますか」などと問いかけられ,更 に縄文海進などについてもしばらくの間解説された。普通考える

ことではないので,先生の質問に答えられる者は,勿論,誰 もいなかった。

3。 西町の大学官舎

大学 2年生の時,西町の学生寮に入っていたこともあってか,西町の 4階建てのまだ新 しい官舎の

4階の先生のご自宅によくお邪魔 し,夕飯など頂いたこともあったように思う。おそらく寮生活で腹

を空か しているであろうとの酉己慮だったにちがいないが,ま あずうずうしく迷惑をかけたものだと,

今でも赤面する思いである。まだ小さい娘さんと附属小学校入学前後の息子さんとも仲良 くなり,楽
しい時間を過ごさせていただき,ま た暖かい家庭の雰囲気に浸ることが出来て幸せであった。

4.福江溶結凝灰岩

私の卒業論文のテーマは五島福江島の地質で,富江町の地質図を完成することが主な仕事であった。

当時の富江町は水不足が深刻で,水源を探すためにも詳 しい地質図が必要だったと聞いている。何 し

ろ銭湯は何時行っても蛇日からは水がちょろちょろとしか出ず,風呂に時間がかかって閉口したこと

を覚えている。そのため,夏でも毎日風呂に入ることは出来なかった。なお,現在は繁敷ダムが建設

され,水問題は解決 したようである。

福江島は基本的には,第二紀の五島層群とそのあと形成された花商岩やその他の火成岩類,そ して

最新の玄武岩で出来ている。 しか し五島層群は厚い堆積物であるにもかかわらず化石が乏 しく,詳 し
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い層序は不明であった。また,花商岩類による熱でホルンフェルス化 し,堆積岩か火成岩かの判別さ

え難 しいまったく始末の悪い岩体 も相当あり,そ の位置づけなどは未解明のままであった。五島層群

が長いこと白亜紀の堆積物と考えられていたのもやむをえないことであったと思 う。先生には,は じ

めと夏休み,そ してまとめの時,計約 2週間も指導 していただいた。私は夏休みを中心に約80日 間,

町役場の宿直室の一室を借 り,食事は近 くの出口さんにお世話になり調査を行った。当時は車やバイ

クがある訳ではなく,調査の効率は悪 く苦労の連続だったが,体力にものをいわせて谷の一本一本す

べてを歩きつくしたように思 う。 しかし,例の始末の悪い岩石の正体は不明のままであった。

夏休みの非常に暑い日だったと思 う。玉之浦町の中須川の川原で弁当を食ベー体みの後,川原で乾

かした地下足袋と脚絆を付け直 し,先生が「さあ,行 こう !」 とハンマーで川原の石を叩いたその石

が,何 と,阿蘇溶結凝灰岩に似て,黒いガラスはレンズ状に押 し潰されていたのである。先生は「 こ

れで分かった」 と少 し興奮気味に言われた。「福江溶結凝灰岩」発見の瞬間である。その後, しばら

く腰を下ろし,今 までの調査を振 り返 り,戦略の練 り直 しを行った。すると,一旦「溶結凝灰岩」と

いう目ができると,川原の石にも似たようなものはけっこうあるし,露頭でもつぎつぎと確認されて

いった。この結果,分布はどんどん広がり,最終的には,幅数km,南西―北東方向に約10kmの 巨大な

岩体であることが判明 した。先生からは「心ここにあらざれば,見れども見えず聞けども聞こえず,

ですね」といわれたものである。

5。 福江溶結凝灰岩と五島層群との関係

「福江溶結凝灰岩」の存在が確立すると,つ ぎは五島層群や他の火成岩体との関係が問題となった。

昭和40～ 41年当時の福江島の道は今とは違って幹線道路のみで,ほ とんどの道は狭い山道だったので,

道路沿いのカッティングは限 られたものだった。また,地表の大部分は植物が覆いつ くし, しかも地

形は険 しく露頭は川底に頼ることが多かった。そしてさらに五島層群,溶結凝灰岩ともに熱変成を強

く受けているので,そ の上下関係を決める露頭を探 し出すのは容易なことではなかった。ただ一 ヶ所 ,

(40年 も前のことなので正確な場所は思い出せないが)富江町繁敷の山の中腹の崖で,五島層群の風

化面の上に乗った溶結凝灰岩を確認 した。 しかし残念ながら,そ の日は道に迷ったこともあり,すで

にうす暗 く,観察やスケッチをしているうちにすっかり暗 くなってしまった。それから山を降り,暗
い山道を一人でとばとばと歩き,役場には夜遅 く着いたように思う。なお両者の関係については,他
に,地形的に常に五島層群より上位にあること,溶結凝灰岩中に取 り込まれた岩石は五島層群由来の

ものが多いことなどから,溶結凝灰岩は五島層群の上に乗っていると結論づけた。
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出会 いとお別れ

小 田 忠 昭
大学 3年から4年になる春休み,毎 日,一 日中地学教室内の電卓式の計算機のキーをたたきながら,

大学 と寮の間を往復 していた。同学年の地学専修生は 4人いたが, 3人が地質 (鎌 田助教授),私 1

人天文 (佐藤教授)だ った。佐藤教授の研究室に出入りしながら, 自分に行き詰まりを感 じ悩んだ末 ,

初めて鎌田助教授の研究室の ドアをノックした。恐る恐る「お願いに来ました。卒論を地質にかえて

いただけないで しょうか」と言った。「えっ,ち ょっと待て,君たち 4人 とも私になってしまうよ…
,

困ったな,佐藤先生に相談 してみるけど」と言いながら,直立不動の姿勢で硬 くなって立っていた私

を見上げておられた。これまでにも,理科専攻生の長崎市周辺の地質実習や,地学専修生の天草,秋

芳洞などの県外地質実習などに参加 していましたが,や はりこの時が鎌田先生との初めての出会いだっ

たような気がします。翌翌日,鎌田先生によばれ「佐藤先生が仕方ないと言って,や っと了解された

よ」と言 ってくださった。そのとき,初めて地質という分野に足を踏み入れたという気持ちだった。

鎌田先生に師事することになり,私の未熟 さ故 と思 うが,早速「小田君,君 は明 日か らこの

Stratigraphyの原書を 2ペ ージずつ訳 して,私の机の上に載せておきなさい」 といわれ,毎 日この

原書の添削指導を受けることになった。 このおかげで地質の専門用語になれることができ, これが半

年続いた。

「小田君,君 は一人っ子で,お父さんは戦死,お母さんに心配かけるなよ」と常々いわれていた。

どうしてそんなことがわかるのだろうと思いながら「ハイ」と答えるだけだった。

全学部の卓球部主将になったとき,全学部の学生自治会の体育部長,県学生体育連盟委員長などの

肩書きがつき,安保反対の学生運動のデモを引っ張る立場になっていた。「小田君, この電話は君た

ちの活動の連絡用の電話 じゃないよ」と叱責を受けた。「県教委が学生部を通 して君の学生運動のこ

とを調べているよ」 と就職のことを心配され,「卒論の進行状況を言いなさい」 ときびしい語調でい

われ続けた。

翌年 3月 25日 卒業式,28日 には鎌田助教授夫妻に仲人をしてもらい, 4月 1日 に赴任 した。

昭和45年,先生はアメリカ, ウッズホール海洋研究所に留学され,奥様,ほ かご家族の二人は長崎

市西町の県営アパー トにおられた。早速留学先からお手紙をいただいた。毎週土曜日に同じ研究室の

教授のホームパーティーに招かれるたびに「あなたはどうして一人で来 られたのですか,奥様はご一

緒ではないのですか」と尋ねられ詰問されているみたいだよと書かれていた。

韓国,ハ ワイ,台湾,の海外巡検は,先生を中心に 3月 頃から立案,企画 し,夏休みに実施された。

国内のことでは,一般市民への地学の普及活動を目指 して実施 した,「稲佐山はどのようにしてでき

たか」のテーマをもとにした日曜地質巡検会だった。約20数名の父兄,小中学生が集まった。私たち

が「親切班」の腕章を付け, 1グ ループ 5～ 6人の先頭に立ち,稲佐山登山道の露頭を説明 しながら

ゆっくり登った。展望台手前の山頂の露頭で先生が総括された。今でいう “稲佐山さるく"である。

先生に出会って約50年間本当にいろいろなことがあり,叱 られもしたが,よ く飲んで歌った。今思

えば,遠 くで見ている親鳥のような心のぬくもりを感 じていた。

謹んで, ご冥福をお祈 りいたします。
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