
長崎県地学会誌 第 19号 (1973)

他山の石

目的地の大西洋岸にあるウプズホール海洋研究

所には,休 日明けの月曜 日に着 くようにするため,

サ ソフランシスコ近郊のパルアル トの友人 (宮城

教育大学増田孝 一郎教授 )の許で,週 の後半をす

ごした。そこでは,ス タンフォー ド大学や, メン

ロパークの地質調査所の支所を訪れ ることができ

た。 3月 8日 ,日 曜 日の朝,増田教授の車で雨の

中 をサンフランシスコ空港まで送って もらい,ボ

ス トン向けのUA092便 に乗 りこんだ。 1970

(昭 45)年 3月 上旬のことである。

SF空港を 8時 55分に飛びたったスナイテ ド

エアラインズの旅客機は,ア メリカ大陸を一また

ざして,夕方の 17時 05分 にボス トンに着 くこ

とになっている。実際の飛行時間は 5時間程度で

あ るが,時差の関係で,太平洋岸か ら大西洋岸に

向 う東行便では 3時間加算され ることになる。

さて,初めてのアメリカを少 しで も早 く理解 し

よ うと考え,ス チュアデスにエアマップを要求す

る。素適なエアホステスが,赤自青の風船を手に

もってほほえんでいる表紙の 難:

ついた,折 りたたみの地図を 華難妻:

席にとどけてくれた。(写真 )基難轟

わ れ わ れ の 下 の 陸 地

鎌 田 泰 彦  (長崎大学 )
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も, もうけものをした感じが :

して嬉 しくなった。経済大国

日本か らの客にしては, たっ

た 1枚の地図をもらって喜ぶ
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のは,少し貧乏 くさかったかも知れない。

しか し,説明文のあちこちを拾い読みしている

うちに,そ の中で意外に も,われわれが地質学の

講義で話しているような事柄を,い とも簡単に,

しか も適切に解説 しているのに気付いて,軽い興

奮を覚える。旅客機には, ビジネスマンや家庭の

主婦 も乗るだろう。政府の役人 もジャーナリス ト

も乗るだろ う。勿論,観光客 もいるだろう。そう

した不特定多数の一般大衆が利用する乗物のガイ

ドマップの中に,「地質学」がディスカバーアメ

リカと一緒に,わ かりやす く,さ らりと書かれて

いる。 ここで,ア メリカ人の自然に対する態度 と

いうか,大 自然の中のアメリカ人の自然観 とい う

ものに触れたような気がして,い ささか驚いた。

我田引水のようではあるが, 日本の人達に も,

こうした大 自然の中の地質的な姿の とらえ方 を知

ってもらうため, “他山の石 "と して,THE

LAND BENEATH US(わ れわれの下

の陸地 )と い うタイ トルをつけた記事の全訳 をこ

こに紹介 したい と思 う。内容は,勿論この会誌の

読者であれば分りきったこととは思 う。

しかし,わ れわれが日頃学問的・ 専門的 と考え

ていることが,機内で配布するエアマップの中に

¬般的な常識 として説明されてい る点に注目され,

事更これを取上げて紹介する筆者の意図をくみと

って頂 きたい。

わ れわ れ の 下 の 陸 地

この一節を読むのに要する 10秒の間に,平均

140ト ンのアメリカ合衆国は, ミシシッピー川

と,そ の支流によって運び去 られている。明日の

この時刻には, 200万 トン以上が,大西洋,太

平洋, メキシヨ湾に向って失われて行 くことだろ

う。

主な ビジネスや保養地域の分布を示すかたわ ら,

あなたの空路地図は,われわれの下の陸地の上に

起 った自然の絶 間ない変イヒの,現在の結果を適確

にえ力れ てヽい る。

凡例には,あ なたの旅客機が,そ の上を兼ぶ山

脈・高原・平原などの一般地質的な特徴の多 くの

種類を図示している。着色された雪や氷・砂漠・

卓越 した植生のタイプは,成長の季節である夏の

間の状態を説明している。

しかし,陸地はたえず変化 している。古い山脈

はす りへ らされ,平坦な陸地は隆起 して新しい山

脈をつ くり,川は新 しい峡谷を刻んでいる。

今 日われわれの見 る陸地は,過去において異な

っていたように,未来において間違いな く異 なっ

てくるだろ う。地球がバランスを保つために,巨

大な切断機 として,圧力,水,氷,風が使用 され

るのは, 自然の道である。

圧 力 に つ い て の す べ て

ALL ABOUT PRESSURE

平均 13マ イルの厚さをもつ地殻は, “マント
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ル "と よばれ るものの上にのっている。 この層は,

1750マ イルの厚さをもつが,固体 とい うよ り

は,半粘性か可塑性をもつ ものと信じられている。

したがって,大陸域 も,大洋域 もマ ントルの上に

浮んでお り,大陸域は地殻の薄い大洋域よりも,

マントルに深 く押 し込んでいるとい うことができ

る。

絶え間ない浸食は,岩石や砕屑物を海に運び込

んで定着させる。 こうした地域はマントルの中に

深 く沈みこみ,最後には新しい陸地がまわ りの地

域の上に衝 き上げる力を起こさせ る。 この方法で

つ くられる山脈は,堆積岩で構成され,招曲山脈/

とか ドームとよばれる。

地震は,地殻が地下の圧力で移動したり,断裂

する所で発生し,そ の結果生ずる割目は,断層と

よばれている。このような断層によって生じた山

脈 l■9断層地塊とよばれている。

地殻の33い部分において,(一般的に海岸に近

い場所 ),ガスや溶けた岩石力ヽ すざまじい圧力

のもとで噴出し, けわしい円錐形の山をつくるこ

とがある。これは火山として知 られている。

圧力によって,新しい山脈や高原がつくられる

と,直 ちに水,氷 ,風がそれを肖」りはじめ,そ こ

で新しい谷や川筋や海岸がつ くられていく。

着 火 山
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水についてのすべて

ALL ABOUT WATER

水は自然の最 も強大な浸食作用 を行なう営力で

ある。上流においては,水は強力な切断機 とな り,

岩をかみ砕 き,はか り知れない量の岩屑を運び去

る。 ここでの川べ りは急であ り,流路は比較的直

線状で,流れ も速い。下って行 くと,川 は広い谷

に入 り,流れは遅 くなる。水は,運搬力をい くら

か落し, よ り重い物質は沈積 して中州 をつくる。

最後に,主な川はゆっくり蛇行するが, これは

シル トの連続的な沈積のため,川 床が上がるため

である。河 口においては,沖積層とよばれ るこれ

らの堆積物が,じめじめり評 坦地の三角州をつ くる。

地質学者は,川 をその地質学的年令に応じて,

若年 と老年とに分類する。若年の川は, コロラド

川のようにせまく,流れ も速い。老年の川は, ミ

シシッピー川のよ うに,よ り遅 く,よ り広い。

水の力は想像をこえるものである。雨やコロラ

ド川は, グラン ドキャニオンをつくり,約 200

万年の間に, 1マ イルの深さと, 10マ イルの幅

をもつ峡谷 を創造した。 コネイ島は,海岸 を削り

とった物質か らつ くられた。地下でさえ,水 は浸

食の働 きをする。ケンタッキーの石灰岩地方では

水は鉱物質を溶かし,亀裂 を拡げて,総 延長 10

万マイルに も達する,大規模な洞穴を形成 してい

る。
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氷 についてのすべて

ALL ABOUT ICE

氷は自然の破砕器であ り,こ する道具である。

岩石の割 目に滲みこんだ水が,凍って膨張すると,

固い岩石はこなごなに砕かれる。氷河の形をとる

氷は, ブル ドーザーのような働きをす る。降雪が

とけ去る量よ りも多 くなる時期には,氷河は,そ

の自重による圧力を外に向って働 きかける。氷河

は五大湖 をつ くった。はるか内陸か ら岩屑を運ぶ

ことによって,氷河は, ロングアイラン ド島, ブ

ロック島,マ ーサスベニヤー ド,ナ ンタケッ ト
,

ケープコッドをつ くった。 (註 :いずれ もアメリ

カ北東部大西洋岸の島 )

現在,ア メリカ合衆国における主な生 きた氷河 ノ

風 に つ い て の す べ て

ALL ABOUT WIND

風は自然の研磨機であ り,砂 を

使 って堅い岩石を削 りとる作用 を

営む。風と砂の組合せは,ア リゾ

ナ州のグランドキャニオンや,ユ

タ州のプラィスキャニオンに見 ら

れ るような水によって生じた浸食地形の形成に手

助けをしている。その活動は,岩壁を浸食し,つ

くりなおすように続けられる。風は砂丘をつくり,

たえずそれを移動させる。風はまた土をまき上げ,

は, ロッキー山脈北部や,太平洋に面した北西部

に限定されている。
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よその土地や海の上にまき散 らす。 1984年 に

は, 1回 の暴風によって,西部の乾いた平原か ら

3億 トンもの塵が吹き上げられ,大部分が東に向

って運ばれ,大西洋にまで達したことがある。
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