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地 学 と 人 生

は じめに

G0016gistと はハンマーを持って歩 く哲学

者であるとい う言葉 を何かの本 で読んだことが

ある。私たらが巡検等でフィール ドを歩 き,岩

石や化石や層序等について仲間 と歩 きなが ら話

しあった り, あとでそれ を整理す る時,そ の成

因や生い立 ち,あ るいは更に飛躍 して自然 と人

生のか ゝわ りあいについて,乏 しい頭を絞って

少 しオ=バ ーにいえば冥想にふけって考 え込む

ことがよくあ るものだ6そ んな時,頭の中に去

来 したいろんな話題や考 えを,私な りに少 し掘

り下げてまとめてみよ うと思って筆をとった。

1毎 日の新聞やテレビを見ていると,地学に関

す る内容のニュニスが出てこない日はず 日とし

てない。 それ程地学 (E arth S ciences)は

今 日の私たちの生活 と深 く結 びついている。 こ

ゝで,そ の中か ら最 も重要ない くつかのテーマ

について,地学的な見地よ りglobalな考 え方

で問題点をとらえてみよ うと思 う。そして最後

に,宿 命的 とい える自然災害が最 も多い 日本で

は,防災の立場か らばか りでな く,環境破壊よ

り国土 を保全す るために も,教養 としての地学

教育が必要であることに言及 したい。

地学は一面において環境の科学 といってよい。

地球の表面は人類の生活の舞台であるが,人間

がそこで生産活動を営めば, どうして も自然の

破壊はまぬがれない。私たちが土地 を造成 して

家 を建てることも,土地 を開墾 して農業を営む

ことも,そ れ 自体が自然破壊につながってい る。

そ もそ も人間の社会生活は本来あるがまゝの自

然を改変す ることによって,は じめて成 り立っ

小林 茂(量靱也m)
ているといってよい。

しかしそれに も限度がある。今 日のように毎

年 2%近 い害J合 で人 口が増加し,無秩序な濫開

発が進んで行 った ら,汚染 と破壊 で地上に人類

が住めな くなるだろ う。 これは決 して杷憂では

ない。 このかけがえのない地球 (the Only

earth)を 守るために,私 たちは今 こそ真剣に

対策を考 え,実行に移すべ きである。明日では

もう遅いのだとい う現状認識の上に立って話を

進めたい。

エネルギー問題

日本のエネルギー源は 1960年 までは石炭

42.2%,石 油 37.8%で あったが,そ の後経

済高度成長に伴って石油の消費量は急速に増 え,

1 9 6 5生 F:こ は7ヨ t表 2 7.5`2チ , そヨれ当5 8.4%と

逆転 し,最近では石油が消費エネルギーの 78

%に も達 してい る。先進国中エネルギーの 70

%以 上石油に依存 している国は日本 とイタリヤ

位な ものである。全世界 をみると石油の割合は

43%と なってい る。石炭産業が斜陽 とな り石

油時代 となった,い わゆ るエネルギー革命が,

日本においていかにす さまじかったかこれでも

理解 され る。

石炭 も石油 も共にイヒ石燃料である。数 1000

万年あるいは もっと古い植物や海中のプランク

トン類が,当時の太陽エネルギニを体内に取 り

こんで,そ れがかん詰 となって今 日まで地下に

貯蔵 されていた ものである6そ れをせいぜい,

200万 年位前に地球上に出現 した人類が,今

日エネルギー資源 として,地 下よ り採 り出して
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消費しているわけである。今日,人類が生産活

動に使ってい るエネルギーの 94%が 化石燃料

であるとい う。 こんな状態が続いた ら,石油で

も,‐世紀の間で資源が枯渇するだろうとい う。

このようなことは, たとえてみれば先祖代々蓄

積 した財産を,あ との世になって放蕩息子が引

き出して,一代 で蕩尽す るような ものである。

悪名高 さかっての日本列島改造論によると,数

年後の延長線上の時点では,日 本 だけで全騰界

の石油生産量の半分近 くを消費す ることになっ

ていた。 こんな身勝手なことが,い つまで も許

されないこと位,素 人に もわか りそ うな もので

ある。

青天の霧震のよ うに突然おそったオイルショ

ックは,わが国の高度成長にブレーキをかける

結果 となったが,私たちの生 き方に対す る反省

の機会 を与 えて,む しろ感謝すべ きだと思 う。

最近の加速度的なイヒ石燃料の使用量は 1950年

以降の一ケ年に消費する量が, 20整紀前半の

数十年 FEE分 に も達 してい る。

これを地学的に見 ると, 自然界の反応速度 を

超 えた物質変イヒを人間が行うことで, 自然のエネ

ギーの循環を人間が促進し急に短絡 させ るよう

な ものである。その影響の一つ として,現在年

間で 0,7 ppm tt C02が 増加 しているとい う。大

気中のC02含 有量 0.03%に比べた ら,た いし

たことはないようだが, その結果はいろいろな

ことが予測 され る。

一般に大気中の C02増加は,C02が可視光線

は通すが地表か ら放出され る赤外線 を吸収する

温室効果のため,気侯の温暖化 を招 くといわれ

る。現実にこの数十年間で,大都市が近郊に比

べ温 くなっていることが報告 されている。一方

では逆に大気中のC02増 加は,太 陽エネルギT

の地表到達を遮って,地球は冷却す るか も知れ

ないとい う。 とにか く,地球をとりまく大気の

組成 まで人間が変えるとい うことは,全 く大そ

れたことで, どんな結果を招 くか人知を もって

は測 り難 く,人類の未来にとって重大な意味を

もっていることは確かであろう。

自然改造

上に述べた ものは,人間が自然界の循環のパ

ランスを破 った自然破壊の一例であるが, 自然

を改造 して成功 した素晴 しい実例 も,沢山知 ら

れてい る

`周
知の ことではあるが, 1933年

アメリカの TVA(テ ネシー川流域開発 )は ,

当時アメリカで最 も荒廃 した地域 といわれた土

地にダムを造 り,植林 を行 なって流域 を緑豊か

な土地にした。 ソ連 では,自 海,パ ル ト海,カ

スピ海,黒海な どを ドニ■プル川その他の水系

を利用 して運河でつないだ り, ダムを建設した

りしている。中国で も揚子江や黄河の流域に大

規模なダムゃ運河 をつ くり,総合開発が進め ら

れている。中央 アジアやサハラ砂漠では,井戸

を掘 り,水を引いて,砂漠 を作物の豊かな肥沃

な土地に変える緑イヒ計画が進め られてい る。

日本の川は外国の川 と異って,勾配が急で流

速が大 きく,中流にあたる部分が極めて短い一

たん集中豪雨 ともなると猛威をふるって氾濫 し,

災害をもた らす ものが多いの今 日では大抵そん

な川の上流に多目的 ダムができてぃて, 自然の

エネルギーを入工的 にコン トロール してい る。

そして必要に応 じて貯 えた水を放出して,電気

エネルギーに変えた り,・ 都市の飲料水 として利

用した り渇水期には農業用の濯概用水に した り

している。 しか も, こうして生れた山間の人工

湖は, 自然の風致 を損 うことな く,か えって周

りの景観 とよくマッチして うるおい と詩情 さえ

添 え,人 々を魅 きつけて憩いの場 とさえなって

いる。以上の例は,私たちがす ぐれた科学技術

をもって,慎重に計画的に自然の特性を生か し

て,総合開発を行 なったな らば,人類の豊かな

明日の生活が約 束され るであろうとい う明るい

面である。
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公 害

公害 とい う言葉は外国にはない とい う。 しか

し,一般には環境汚染 (EnvirOnmelltal Po―

llutiOn)と いわれてい る。現在 日本は公害に

関しては世界の先進国で,外 国では未経験の ど

んな種類の新 しい公害で も, 日本 にはその前例

があるとい う反面教師た る意味での先進国 とい

うのだか ら,全 く不名誉な話である。そして日

本は置界のカナ リヤとして注 目されてい るのだ

ろうとい う。その意味は今 日のような立派な有

害 ガス検知器のなかった時代,炭鉱の坑内等に

カナリヤを飼育していた。 カナリヤは人間よ り

も,有害ガスに対す る抵坑力がないので,人間

が斃れ る前にカナリヤが死ぬためである。 日本

人は世界の人間モルモッ トであるとい うわけで

ある。

日本が今 日, これ程 までに経済 FJR長 をした裏

には,外国であった ら当然廃棄物処理のため,

その投 下資本の 10～ 20%を あてねばな らぬ

のに, 日本 では直接生産に結 びつかない経費 と

して省いてきた。過去においては,いわば住民

の健康 を犠牲にして,商 品の コス トを切 り下げ,

それによって日本は自由主義経済の下で列国 と

の経済戦争に打勝ら,国際市場に進出していっ

たものである。 (こ の辺は, どこか今 日の受験
´

教育に一脈相通ずるものがあるよ うだ。 )

しかし, これでも日本は立地条件か らいって,

公害 をおこし難い土地であるとい う。太平洋に

臨み,有力な季節風 と扁西風 で,大気中に排出

された有害 ガスは速かに拡散 されてしまう。 日

本の中で も瀬戸内海の沿岸は,太 平洋の臨海工

業地帯 と異なって,大 気 も海水 も停滞 し易 く,

そのため瀬戸内海は今 日死の海 とイヒしつ ゝある。

昔は川に小便 して も,三尺下れば もとの水 とい

った。 自然の浄イヒ作用のためである。今 日のよ

うな生産活動の下では,太平洋に向ってタレ流

しをして,た とえ拡散 されて も,今度は地球全

体の汚染が無視 されな くな り問題 となってくる。

次に注 目すべ きことは,一般に生物は自然に

わずかしか存在 しない物質,た とえば重金属な

ど利用する方式を もたず,む しろそれ等は生物

に とって有
^害

となることである。 Cd,Pb,Hg,

放射能等がそのよい例である。 また化石燃料の

使用によって生ず るCOガ ス も自然界にはほと

ん ど存在せず,生物は COに対する防衛装置を

もたない。

このほか,人類は今 日エネルギーを使って,

自然界の物質を別の物質につ くりかえ,今 まで

天然には存在 しなかった有機化合物が,新製品

としてどんどん作 り出されている。天然林内に

は,私 たらの歩 く片足の下に 4万匹の上中微生

物が住ん でいるとい う。そしてこれ等が有機イヒ

合物 を分解 して物質の循環に一役買ってい る。

私たらも含めて遺体はすべてこのようにして大

地に帰って行 く。 プラスチック等新 しい物質が

でてくると, 自然の力では分解することな く,

厄介な廃棄物公害 となる。 こう書い くると,今

日の科学技術 は環境 を破壊 して諸悪の根源 とな

っているようだが, さし迫 ったエネルギーの間

題 とか, その他食糧の問題にしろ,そ の解決に

は人類の英知による革新的な科学技術に僕つ他

ないことも忘れてはならない。

自然災害について

日本 は典型的な弧状列島である。弧状列島 と

は,現在 雌界 でもっとも地か くの不安定な とこ

ろである。 日本 はアジア大陸の東岸にあって,

太平洋に臨む とい う立地条件 によって,台風等

の気象災害 も大 きい。地震については, 置界の

80%が 環太平洋の地震帯でお きてい る。地震

帯 は又火山帯 ともほ ずゞ致 している。火山はそ

れぞれ個性をもって,姿 も多様であ り, 自然の

地形 に変化 を与え, 日本が世界で も特に優れて

風光明媚であるのは,火山に負 うところが大 き

い。 これは国立公園の大部分が火山地形 である

のを見て もわか る。火山は又近 くに温泉 を伴い,
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私たちに恩恵を与 えてい るが,そ の災害 も無視

できない。

地 震

環太平洋の地震帯であった ら, どこで も相当

な地震がおきてい るはずであるが, ニューギニ

ア等 ではほとん ど被害を生じていない。戦争中

私が転戦した ビルマ,ボ ルネオでは,原住民の

家屋はすべて竹の柱にヤ ンの葉で葺いた屋根 で

あった。 こんな原始生活 では地震の被害 は問題

とな らない。人類は地震の時, 自分の築いた文

明のため押 し潰 されて,被害を大 きくしている。

大 正 12年の関東大震災 では 14万人の死亡

者がでているが, 日本のよ うに木造家屋が多い

ところでは火災による被害 が圧倒的に多い。あ

る試算によると,関東大震災級の地震が冬の夕

食時にお きた ら, 732件 の火災が発生 し,そ の

うち147件が延焼 し,死 者 42～ 71万人が予

測 され るとい う。東京都では,地震を考 えて高

層建築は条例で制限 していたのであるが,最近

の目覚 ましい科学技術の進歩,な かで も耐震工

学や耐震建築の研究が進んで制限が解かれた。

そこで今 日,雨後の筍のように高層 ビルが見 ら

れ るようになった。それに加 うるに人口の過密

度 ときたら,大正 12年 当時とは比較にならない。

日本人は国民性 としては,一過 性の国民 であ

るといわれ る。天災 も,の どもと過 ぎればケロ

リと忘れて,そ こか ら教訓を学 びとろうとしな

い。 ロン ドンでは 1666年 の大火 を機会 とし

て,大英断の もとに本造建築を禁止 して都市の

不燃化を実現 したとい う。 日本で も,震災 とか

戦災で焦土 とイヒし,何度かその機会があったが,

その後た 無ゞ秩序にふ くれあがった。今 日地震

対策の立場 よ りみ ると無防備に等 しい。そ して

皮肉なことに,東京都が予算をやっとや り繰 り

して入手 した江東地区の防災拠点は,六価 クロ

―ムで汚染されていたと新聞は報 じていた。

こんな有様で, この次に大地震がお きた時の

惨状 を思 うと,考 えただけで も膚に粟を生ず る

思いである。 国の有効な地震対策が期待できな

いとすると,宿命的な大地震の損害 と混乱を最

小限に喰止 めるためには,結局国民一人一人が

平素よ り心構 えと準備をしてお く, 自衛手段に

侯つ他ない。

地震の予知

ぃつ どこで どれ位いの地震がお きるとい うこ

とについては,学 者の必死の研究に も拘 らず当

分満足な結果は期待できそ うに ない。最近新聞

に も報 じられたように,外国の学 者による地震

予知の新理論が現れた。 それはある地域で地震

が発生する前に,縦波 (P波 )の速度が変イヒす

る。 そこで VP/VS(縦 波 と横波 Sと の比 )の

変イヒが前兆現象 とな るとい うのである。 日本 で

は今迄地震
rフ

知には,測地測量が主流になると

い う考 えが支配的であったが, Fこ れか らは,

VP/VSが地震予知の決定的方法になる違いな

ぃ といわれてい る。 』*

日本の地震学者は,地表に現われたわずかの

歪 (ス トレス )も 見逃す まい としていた。地震

が地 下に貯 えられ歪 (ス トレス )で お きるもの

な ら, どうして地 下のレントデ
・
ン写真,すなわ

ら Vpの 変イヒに気がつかなかったのであろうか。

地震予知連絡会は,昨年の暮,川 崎地区に直

下型の地震のおそれあ りと警報 したが,今年 5

月,そ の危険 が一応 うす らいだ と修正 した。又

新聞によると,今年 2月 4日 の中国遼東地区の

大地震では,科学者と大衆が一体 となって地震

予知に成功 し,被害 を最少限に喰い とめること

ができたと注 目すべ き事実が報 じ られてい る。

地震の前徴 となる異常現象につい て,大衆か ら

の情報が次々に もた らされ,そ れ と観測結果 と

* 浅田 敏 :地震 東京大学 出版会
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の総合判断で,最終的には地震発生の 3時間前

に予告が発せ られたとい う。詳 しい内容は不明

であるが, 日頃地震に関心 を もっていた私たち

の意表 をつ くような驚 くべ き成果である。 日本

で昔か ら巷間に伝えられ る,動物 には一種の超

能力があって,地震,洪水等の天災は本能的に

いち早 く察知 して難 をまぬかれ る。だか らこれ

が天災の前徴 として予報に約立つ とい う類の情

報は, どこまで科学的な根拠 があるか疑わしい。

しかし,国民が他人まかせでな く, 自主的に地

震等の天災について,平素よ り関心を もって.

政府に も進んで情報を提供した とい う態度は私

たちも大いに学ばねばな らない。

地震についての研究は, 日本 は世界の トップ

レベルであるとい う。地震の原因について今日

では,地下に貯 えられた歪 (ひ ずみ )が限界 を

こす時突然破壊がお こる断層説が主流 となって

いる。 そうすると断層は地震のイヒ石であるとい

ってよい。技術が進んで今 日のように,地か く

の極 くわずかの動 きで も,観測 できるようにな

ると,現に今 日で も毎年す こしずつ動いている

生 きた断層が報告 されてい る。そんな生 きた大

断層 は地震の巣であるといわれ るゆえんである。

火山に活火山を死火山 とあ るように断層 もその

ような立場 より再検討することも必要 であろ う。

地震の震源距離を求 める式は一応大森公式 と

して騰界的に も知 られているのでここでは省 く。

地震の震度Mを 求めるには坪井忠二に次の式が

わが国で広 く用い られている。

M=10g AX l.7310g△-0.83

△ :震央か ら地震計 までの距離 (腕 )

A:地震計の最大振幅 (μ )

次に地震ベル ト地帯における長期予報 として,

周期 Tと 震度Mと の関係は

10g T=0.8M-4.4

今,M=8と すれば T=102年

実際に過去の記録を調べてみて も,東京 で 81

8年～ 1923年 の間, 12回 のL/18級 の大地

震があって,そ の間バラッキはあっても約 100

年に 1回 おきたことになる。

次に震度 Mと 余震域の広 さ A(た″)2と の関係

は, M=10g A+4.0と して知 られ る。

今, A=100た″X100カ″とすればM=8

日本付近 で現在 まで記録 されてぃ る最大の震

度はM8.5の アラスカ地震 (1964年 )で あ

る。余震が九州全域にわたるような地震は考 え

られない とい うことにな る。

震度 とエネルギー E ergと の関係式は

10g E=1.5M+11。 8

今,M=7.5と すれば, 10g E

=1.5× 7.5+11.8=23.05

E=1.1× 1 023 erg

広島に落らた原爆が 1 021 erg位 であ るとい

うか ら, そのエネルギーはM=6の 地震には ゞ

匹敵す る。そしてM=7。 5の地震 100分 の 1

に も満たない。

又,M=8の 地震のエネルギーを E erg

M=4の 地震のエネルギーを E′ erg

とすれば E/E′ =106

上式は,小 さい地震が群発 して,エ ネルギー

を絶 えず放出していれば,エ ネルギーが地下に

蓄積 され ることな く,大地震に至 らな くて済む

かとい う私達の疑間に答 えている。すなわら,

M=8級 の大地震のエネルギーは Iヽ=4級 の地

震の 100万 倍のエネルギーに相当して,少 し

位の群発地震では貯 えられつ ゝある地震のエネ

ルギーの放出,軽減には大 した効果のないこと

がわか る。

ある地球物理学 者は,今何が一番知 りたいか,

との質問に,地球 を真二つに害Jっ て中味がどう

ぼってい るか知 りたい, と答 えたそ うだが, 実

は地震波の記録は地球の レントデン写真の役 目

をも果た してい る。 この波 を解析す ることによ

って私たちは地か くの下のモホ面とか,核等の

地球の内部構造 を推漁Jす ることができるのであ

る。
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台風について

明治時代の新聞を見 ると,大型台風突如 とし

て上佐沖に現 る, とい うような記事にお目にか

ゝることがあるとい う。 このように情報の不足

で不意 うらにあって被害を大 きくした ことも考

え られる。そのよい例 として, 昭和 20年 9月

17日 の室戸崎台風では,戦時中の気象管制で

天気予報 が中止 されていた上, 日本全体の機能

がまだ麻痺状態であったので,広 島県下の被害

だけでも,死傷行方不明者, 3066名 とい う

痛 ましい多数の犠牲者を出した。昭和 34年 9

月 26日 には台風が通過 した時,伊勢湾がらょ

うど危険半円には入って,満潮時 とか さなった

り,そ の上湾の奥 では波が吹 き寄せ られ る最悪

の条件 となつて,死 者オごけで 4700名 とい う

おびただしい犠牲者を出 した。先の室戸崎台風

とか枕崎台風 とか伊勢湾台風等の超大型台風 と

もなると,そ のエネルギーは, M8.5級の大地

震よりも大:さ い とい う。

戦後,中央気象台長であった藤原咲平博士は,

敗戦の痛手で苦 しん でい る所に記録破 りの大型

台風に見舞われ,何 とか して台風 が避け られな

い ものか と苦慮 した。その結果り 台風 が本上に

接近し上陸す る前に,南方の洋上で,原子爆弾

をもって台風 を仰 え撃って もらうよう,大真 面

目でアメリカ極東空軍当局に陳情 したとい う話

も,昔の思い出話 となった。

津 波

東北の三陸海岸は陛界一津波による被害が多

いところであ るとい う。 そして tsunam iは 万

国共通語になってい るという。明治 29年 の津

波では,死者 2万人,流 出家屋一万余を数え,

今 日で も津波常襲地帯の港へ行けば,犠牲者の

墓が,延 々として海岸に続いてい るという。今

日では,地震があると直 らに津波警報が発せ ら

れて,三度 とこのよ うな災害を繰返す ことはあ

るましヽ。今 日では地球の反対allの チ リで地震が

あ っ て

V=

の伝わる速 さ

g:重力の加速度

H:海 の平均の深 さ (解 )

V:津波の伝わる速 さ″/秒

の公式位は高校生で も知ってお り,何時間後に

日本 に到達す るか計算 できる。

過去において,驚 くほど被害が大 きい原因は,

何 も知 らずに一 日の農作業に疲れ,寝込みばな

等,夜 FE5に 不意打 らに津波に襲われた もの らし

い。津波の場合 も,科学の進歩がしヽかに人類の

幸せに貢献 して きたかを示す好い例である。

資源問題

人類の歴史を振返ってみると,石器一 青銅一

鉄一アル ミー原子力 と資源の量よ りも,技術的

に利用 し易い ものか ら使っている。金属のイヒ合

物 より精錬して金属を採 り出すのに,青銅は鉄

よ り,鉄 はアル ミよ り容易であった。

アル ミは,地か くの中に,け い素に次いで三

番目に多 く含まれ る元素であるが, そう簡単に

精錬できない。 19騰 紀末,パ リの万国博覧会

に始めてアル ミ地金が出品され,当 時は銀より

も高価であったとい う話である。戦後 トランジ

スターが開発 され て, デルマニウムが脚光を浴

び,又 ロケッ トが飛ぶようになってベ リリウム

が注 目されたように,科学の進歩につれ,今 ま

で捨てて顧み られなかった ものが,重要な資源

となることも少 くない。

次に,鉱床とは特定の元素が,特定 の場所に

濃集 (concentr ate)し てはじめて,経済的

価値を生ず るものであるか ら,地球上で扁在す

るのは致 し方ない。そして日本 は,特 に資源が

乏 しい国であるとい うことも,よ く教育する必

要があると思 う。近頃の子供を見ていると,皆

んなアメリカナイズされて,消費生活 で も,貧

乏人の くせに,金持の息子のよ うに振舞って濫

費してい るといった感じである。

それか ら鉱産資源は,水 産資源や農産資源 と

も,津波

「
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違 って,増殖や植林す ることができない。 やが

て潤渇す るのが目に見 えている。乏 しい国内資

源は愛護 して,開発には保護育成が必要 である

のに,高度成長に際 して,石 油 と競合できない

理由で反ってスクラップを助成す る政策が とら

れた。その揚句のオイル ショックであったが,

今 さら石炭が見直 され る時代になっても,一度

閉山した山はそう簡単に再開 できるものではな

い。 ここで も目先の利潤追求に走って,長 期的

な展望を欠いた といわざるをえない。 オイルシ

ョックは次に鉄や銅の鉱産資源ばか りでな く,

その他の食糧問題等に対す る警告 として受止め
,

日本の資源問題について,一人一人が真剣な自

覚 と認識をもつ ことが大切である。

まとめ

日本が地理的環境か ら, 自然災害が特に多い

点に関 しては上に述べた。人口の過密は公害等

の問題 を更に深刻にしている。 そ して日本の都

市の多 くは沖積地に密集 している。沖積地 とは

過去の洪水によって土砂が堆積 してできた土地

である。治水工事をしないで自然の まゝ放置し

ていた ら,雨期 ごとに氾濫す るであろ う。沖積

地は地震 とか,風水害には特に弱い地域である。

基礎をしっか り固めない と沖積地の上に建てた

高層建築は,文字通 り砂上の楼閣である。

外国には,岩盤の上に栄 えた古い都市が多い。

日本の都市の多 くが,沖積地にあって,誠に脆

弱な基盤の上に立脚 しているの とは根本的に異

なっている。例 えば,花 の都 といわれ るパ リ等

は過去何代に もわたって,磨 きあげられた古い

都であるのに比べ,東京 は何度 も灰の中か ら立

ちあがって再建 された都であることを忘れては

な らない。

ここで一言日本の風土 と国民性について考 え

てみよ う。人FE5の力では如何 ともし難い,宿命

的な自然災害の多い日本の風土は,すべて物事

を水に流す とい う諦観,無常観 を培った と同時

に又,天災 を天の試錬 として受止め,無一物か

ら再起す るとい う,今 の言葉でい うバイタリテ

ィに富んだ国民性を作 りあげていった。台風は

日本人に対 して,激 しい気短かな性格 を与 えた

か も知れないが,裏 日本の長い冬のモンスーン

地帯に住む者は,嵐の過 ぎるまで頭を低 くして

耐え忍ぶ,粘 り強い生活のすべ を学び取 った。

このようにして自然には ぐくまれ育って きた 日

本ノ、の肉体の健蒙ばか りでなく,心 も,最近で

は環境の破壊が進む と共に次第に蝕まれてぃる

のが,今 日の姿である。昨今の社会の現状をみ

て,特にその感を深 くするのは私ばか りではな

いだろう。

地震について更にここで強調 したいことは,

大地震は同じ場所に繰 り返しおこるとい うのが

今 日の定説である。 したがって,関東大地震は

必至である。 しか もその被害は,先にも述べた

ように文明が高度 になればなる程壊滅的である。

M8級 の大地震がおきた ら,大都市の神経系統

は途端に麻痺して,不安 と混舌Lに 更に拍車をか

けることになるであろ う。平素よ り地震につい

ての予備知識 と心構 えがないと, こんな時流言

飛語が生 じ,常識では考 えられないような行動

に出て悲惨なパニック状態に陥ることを数多の

前例が教 えてい る。

又公害等環境の問題についても,一人一人が,

ささやかではあって も身のまわ りの自然 を汚染

してはいけない とい う, 自覚か ら出発 しなけれ

ばな らない。

私たら地学教育に携わる者の平素 よりの持論

であるが, 日本 とい う国上の特殊性 を理解 し,

美 くしい自然を次の代へ残すために どうして も

地学教育が必要 である。教養 としての地学は,

国民的義務であ るとさえ考 えられる。地球の科

学 を学び,理解することなく,公害,環境保全

をい くら叫んでもそれは空念仏に過 ぎない。高

校生 ともなると,公害し 環境の問題についても,

自然 と人生の関係 を正しく理解 し, なぜそ うす

-9-



る必要があるのか, 自分 で考 えなっ とくす るこ

とが大切である。

今 日のような状態では,た とえ大英断 をもっ

て地震対策を実施 しょうとしても,国民の合意

す ら得 られないであろう。

昔か ら, どんな民族, どんな国民に もそれ ぞ

れの宇宙観, 自然観があった。 しかし地球の科

学の正しい理解 とい う裏づけがあって,は じめ

て正しい宇宙観, 自然観が養われ るもの と思 う。

これはやがて社会人 となつた時,バ ランスの と

れた正しい出界観 , ひいて は 人生観の確立へ

と発展 して行 くのである。 これか らの新 しい時

代を生 きるものに とって,教養 としての地学教

育の大 きなね らいのずつ も実はそこに ある。 こ

のような抱負 と期待を もって,戦後生 まれた地

学 も今 日,大学入試に重要科 目でないとの理由

で,影 のうすい存在になってしまった。中には

熊本県の ごとく,高 い見識の もとに,全人教育

の姿勢 を崩 さず,全 員に地学必修で頑張ってい

るところもあるが,高校地学の後退 は全国的な

傾向であるといってよしヽ。地学教師 としての立

場 よ り, このような現状 は誠に嘆げかわ しい と

し` うほ力〉ない。

最後に人FE35と は何か, とい う問題につし`て考

えてみ よう。地球上の生命の起源は遠 く先カン

プリア代の海 の中 であった。その後古生代に植

物が上陸 し,つ しヽで動物 の上陸 とな り,新生代

になって,被子植物や哺乳動物の全盛時代 とな

り,今 日のように春が訪れ ると地上には花が咲

き鳥が歌 うようになった。 たい ていの地学教科

書に紹介 してあるよ うに,馬 や象等の進化の跡

をみると,動物は自然淘汰を通じて,遺伝的な

適応により,い わば受身の形 で今 日の ようにな

っている。動物 とは全 く異質の進イヒをとげたの

が人間である。人間は他の動物 とは生 き方が根

本的に違ちている。人類学では,人間 を文イヒを

もった動物 と規定 してい るとい う。 しか し人 FFl

もやは り動物であ る。

自然を改造するほどの能力をもっていて も,

過信 して,橋 ってはいけない。地球上の生物 を

支配す る自然の法 員1か ら人間はしょせんまぬが

れ ることはできない。今一度;人間は地球上の

生物であるとい う原点にか えって,謙虚に自然

の法員Jを 学び, 自然 と調和 して共存 を計 るべ き

である。

人類の未来は決 して,パ ラ色の夢につつまれ

てはいなし`。今 日の状況は,戦争 とか,原爆 と

か,公害 とか,食糧の問題 とかで,普 通の人間

だった ら,む しろ危機感す らもつのが当然であ

ろう。人間が他の動物 と根本的に異なる特質の

一つ,そ れは未来を洞察す る能力を もっている

ことであるとい う。無反省に今までのような暴

走 を続けていた ら,や がてその道は破滅につな

がってい るような予感 さえする。

最近の置の中の流れ と, 人々の思考 を変えた

といわれるアメリカの海洋生物学者レイチエル
,

カースン女史が名著「サイレン ト,ス プリングJ

(Silent Spring)で 述べているように, 春

になって も鳥 も嗜かず,花 が咲いて も昆虫 も訪

れず, したがって実 も結ばない沈黙の春が地球

上にやつてくるか も知れないのであ る。

(昭和 50年 12月 8日 受理 )
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