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1.水

かつて,満洲の首都は奉天で,高い城壁をめ

ぐらす城内と,満鉄附属地との間には賑やかな

商埠地があった。満洲国ができて首都が長春に

移り,地名も新京と改められ,名実ともに政治 ,

軍事の中心となってからは,奉天は単なる地方

都市に過ぎなくなった。ここにおいて,昭和 7

年満鉄は当局からの要請により,「 奉天に如何

なる起死回生の道ありや」を諮問され,恩師遠

藤隆次・外山四郎両先生と私は直ちに奉天の地

下水調査を実施 した。

奉天中の井戸水はどれも自由地下水で,大腸

菌がうようよしており,いずれも飲料には不適

であった。附属地ではこれを殺菌して各家庭に

給水していた。ところが城内の故宮 (宮廷府)

と商埠地の満鉄公署及び陸軍病院の 3本の井戸

は,いずれも深さ80～ 100mで基盤の原生代片

麻岩に達 し,そ の上の砂礫層中には極めて多量

の被圧地下水があることがわかった。この水は

明らかに撫順の北辺を西流する渾河からの伏流

水であり,水質は極めて良好である。従って,

奉天では鉄西地区を開発すれば,奉天は大工業

都市として発展することができる筈である。こ

れが我々の調査結果であった。

直ちにこの調査結果によって,鉄西地区は目

覚ましく開発され,建国10周年の頃は, ここに

進出した日本の企業は優に50社を越え,電気 。

機械関係,ニ ッケ (日 毛),上水道,醸造等の

各種工場群が林立 し, ここで灘の清酒 「黒松白

鹿」もできていた。遠藤・外山両先生はすでに

故人となられたが,今日はその面積は旧附属地
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の数倍に及び,高層ビルが軒を並べている姿を

お見せしたいものである。

心なき輩はよく「日本は満洲を侵略した」と

言うが,我々はこの鉄西地区の水を, 日本のも

のとも日本人のものとも言ったことはなく,事

実 1滴 も日本に持ち帰ってはいない。今日藩陽

600万 全市民の生命はすべてこの地下水に依存

し, 自慢のビールを満喫しているのである。

2.石

地質学者に「石にも魂がある」と言ったら,

バカといわれるかも知れぬ。私も一地質学者の

つもりであるが, どちらがバカか。墓石や石の

地蔵さんに魂があることを疑う人はあるまい。

本にも魂はある。お寺やお宮の御神木然り,そ

れにはちゃんと注連縄がかけてある。

昔から「生き物を殺すな」と言って,血を吸

う蚊を殺さなかったバカがいたそうである。生

き物を殺していけなければ,人間は何も食べら

れない。健康を保つには,動物も植物も,調和

のとれた食物をとることが必要である。

猛獣類は肉食である。好んで草食の有蹄類を

襲う。例えばライオンが縞馬を襲った場合,一

番先にケツから腸を引出して,胃の中の物を食

うそうだ。

戦後は石米がなくて助かるが,戦前はよくご

飯の中に石が混っていた。石英の粒である。私

もこれを噛んで,奥歯を 1本噛み砕いた。この

頃水晶米というのが出廻っているが,え らいも

のがはやってきた。

雲仙の普賢岳が約200年 ぶりに怒り出して,
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島原にひどい被害を与えて世間を騒がせ,学界

でも詳 しく報道された。政府は被害者の希望に

十分な救済の手を与えていない。その理由は,

前例がないという。前例とは三原山のことらし

い。三原山はハワイ式の火山活動によって噴出

した玄武岩でできている。ところが,雲仙岳は

角閃石安山岩～デイサイ トの溶岩を噴出する。

岩石の性質を無視して,前例を持ち出されては

たまったものではない。今日の篤政者に地質学

のこのような単純な基礎を理解せよといっても,

無理だろうか。

地学が大学入試でも,無視 しないまでも,軽

視されているようである。困ったものだ。地学

こそは,文明国建設の根幹をなすものであるこ

とを, もっと理解 してもらいたいと思う。

3.人

私が大学に入学して早々,矢部長克先生から

いただいた卒論のテーマは,「 北上山地長坂(岩

手県東磐井郡東山町)の貌鼻渓の石灰岩が、厚

さ約2,000mも あるといわれている。 1枚の石

灰岩でこんなに厚いものは他に例がないので,

果たしてそんなに厚いかどうか。またその時代

はいつか。周辺の地質も調べて,層序や地質構

造をはっきりさせよ」ということであった。

上年の夏休みになるのを待ちかまえて,学生

たちは一様に自分のフィール ドに卒論の調査に

出かける。私も一ノ関東方,北上川の一支流砂

鉄川のほとりにある長坂に行き,貌鼻渓を中心

にして, 5万分の 1地形図を 2枚分歩いた。 2

年になる頃には不十分ながらも研究の大体の目

安はつきそうであった。化石もどっさり採集で

きた。ただ困ったことには,貌鼻渓のすぐ北方

の鳶ヶ森地域に入れば,岩相はたちまち一変し

て,石灰岩はかけらも出ず,厚い黒色粘板岩,

砂岩,礫岩と赤色粘板岩ばかり、化石はいくら

探 しても全然見つからない。これではどうにも

時代の決めようがない。

2年の夏は平壌炭田に lヶ 月,関東州に2ヶ

月間,実習で完全に費してしまったので,私は

夏休みのつぐないに,明治節 (文化の日)を中

心とする 1週 間の秋休みを利用 して,北上に

入った。

宿を出て間もなく,既に何度も通った鳶ヶ森

の登り口にさしかかった。またいやな地域に踏

み入らねばならない。中倉部落東方の小さな谷

間で,私はリュックサックをおろして,谷の水

を飲んだ。その時黒い粘板岩の割れ口にぽつぽ

つと小さな穴があいているのを見た。あれあ

れっ, と思って,ポ ーンとなぐったら,そ こに

押しつぶされた腕足類の化石が,折 り重なって

何ばでも出てきた。この時の喜びはとても日で

言いあらわせるものではない。ズーンと寒さが

背す じを走るのを覚えた。よし, とばかりに,

私は 1日 そこに腰をすえて,な ぐり続けた。

リュックサックに 1杯分になれば,い ちいち新

聞紙に包んで宿に運んだ。翌日も翌々日もそれ

をくり返 し,宿でりんご箱 5箱 にぎっしり詰め

て,仙台の教室に送った。

ところが,い くら試料は豊富でも,すべても

のすごく押しつぶされていて,形はゆがみ,あ

るいは殻は溶け去り,研究は至難を極めた。属

はスピリファーに間違いないが,世界各地の石

炭紀・三畳紀のスピリファーをいくら調べても,

種の同定はできないのである。

2年 もいよいよ終り近い2月 のある寒い朝 ,

私は偶然にも矢部先生のお宅の前で,先生と一

緒になった。みちみち先生は私のフィール ドの

進み具合をきかれた。私は貌鼻渓の石灰岩の厚

さは実は450mぐ らいしかないこと, 化石は紡

錘虫やさんご,腕足類などから下部二畳紀であ

ることなどを話し、大体の結論は得たつもりで

あるが,そ の北方隣接地域から思いがけなく,

妙なスピリファーがでて,困 りぬいていること

をお答えした。

「それなら,その化石を一度持ってきなさい」

とのことである:

私は早速,保存の最 もよいものを15,6個 運

搬箱に入れて,初 めて先生のお部屋に持 って

行った。先生はその 1つ を手にして,一 目見る

なり,ただ一言,「 これは君,大変なことにな

りそうだね」といわれ,次 々と標本をご覧になっ

ていた。その間私は全身を耳にして,次のお言

葉を待ったが,終に何もおっしゃらず,「 まあ,
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しっかり調べてみたまえ」と言って返された。

これが矢部式指導法というものである。多くの

先生なら噛んで含めるような教え方をされるか

も知れぬが,矢部先生は違う。正に禅門答であ

る。第 1ヒ ントだけでダ絶対に第 2ヒ ントを与

えない。解ききらなければ失格である。

さあ,何が「大変」か。「大変」な理由は私

自身が解明しなければならないのだ。これが解

ききらなければ,私は矢部先生の門下生として

失格であろう。職までなげうって,は るばる満

洲から希望を抱いて仙台に来たのも,ただ先生

の弟子になりたいためではなかったか。昔から

獅子はその子を 3日 にして千尋の谷底に蹴落と

すという。子獅子たるものは自分の力で断崖を

はい上らねばならない。はい止lが りもきらない

奴は,百獣の王にはなれないと聞かされている。

今や私は底に蹴落とされた子獅子に過ぎない。

果たして私は独力で, この断崖をはい上がるこ

とができるであろうか。正に生死浮沈の瀬戸際

である。

私は悩んだ。大車輪でまた図書室の石炭紀と

二畳紀のスピリファーを調べてみたが,や はり

種の同定は出来っこない。寝れば眠るまで, ウ

ラルのスピリファーが,あ るいは中国やアメリ

カのスピリファーが,沈んでは消える。ある部

分が似ているが,あ そこが違う。こうして正に

3日 3晩,寝ても覚めても,歩きながらも,食
いながらも,私の自問自答は続き,堂々巡りを

くり返 した。そして, 3日 目の朝,床の中で,

ようやく「デボンではなかろうか」という考え

に辿りついた。もうそれしか考える道は残され

ていなかった。それなら一大事だ。正に「大変」

なことになる。教科書を書きかえる大発見であ

る。

「たったそれだけのことを思いつくのに3日

もかかったか」といわれるかもしれないが,そ

れには訳がある。日本でこれまでに化石で証明

された最古のものは,い うまでもなく下部石灰

紀である。この下部石灰紀の扉は,大先輩の早

坂一郎先生のよう.天才にして初めて開くこと

ができた。私のような青二才がさらにその奥の

デボンの扉を開くなんて, とても私には思い及

一水と石と人一

ばぬことである。妙なタンカだが,それほど私

はうぬばれていなかったし, 3日 ぐらいたって

いても,それは当然過ぎることである。

私はとび起きて,飯は食うたことは食うたが,

あわててまだ明けやらぬ仙台の町を教室にとん

だ。小使をたたき起こして,鍵をもらい,図書

室にとび込んだ。 ドアを開けて,す ぐ右手の書

棚の一番下の段に,デボン紀腕足類化石のモノ

グラフが砲列をしいていた。その一番はしに,

1840年 ロンドンからダビッドソンが発表 したス

ピリファーがある。手に取って開けば,早 くも

そこにスピリファー・ベルノイリー・ムルキソ

ンとして,北上産と全 く同じものがのっている。

記載を読めば, これまた北上産とピッタリであ

る。上部デボンの標準化石だ。どうやら私はデ

ボン紀層の発見に成功 したらしい。

矢部先生はいつもの通り, 8時前にお出でに

なったので,す ぐ様標本とその本を持って行き,

「先生,ス ピリファー・ベルノイリーではあり

ませんか」と言った。先生はにこにこしながら,

「そう, 自分も最初見た時,そ うではないかと

思った」とのことである。

それならそうと,何であの時言って下さらな

かったのか。 3日 間も私はやせる思いで悩み続

けずにすんだものを」というかもしれぬが, さ

にあらず,僅か 3日 間とはいえ,学問の道が如

何にけわしいものであるか,ま たそれをなしと

げた時の喜びが如何に大きいものであるかを,

初めて身をもってしみじみと味わったことであ

る。かかる大きな教えを頂いたことは,私 に

とって終生の幸せである。

併 し,本当の研究というものはこれからであ

る。今までのことは研究のほんの序の国に過ぎ

ない。これが100パ ーセント,ス ピリファー・

ベルノイリで,そ れ以外の何物でもないことを,

これから立証せねばならない。

私はまた何度も山に行き,問題の化石も数ヶ

所から沢山採集できた。化石の研究は今度はい

ちいち直接のご指導を仰いだ。時代の検討には

他の化石からの裏付もやった。そして 3年の 9

月,よ うやくスピリファー・ベルノイリーでよ

いとの許 しを得た。思えばこの発見は,あげて
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矢部先生のお力によるものというほかない。

私は卒業を前にして,矢部先生から「大学院

に残って,今の研究を続けぬか」と言われた。

身にあまる光栄である。しかし,私には在学中,

実に悲しい出来事があった。兄貴とたのむ外山

四郎先輩の北満における殉職である。昭和 7年

9月 27日 ,満洲里における蘇柄文の反乱による

板倉機の遭難である。外山さんは生前私に

「2人は手を組んで,満洲の地質学の研究に

身を挺しよう。もしおれが倒れても,君はひる

むことなく,おれのしかばねを乗り越えて進ん

でくれ」

と言われた。私は外山さんの手をかたく握り

しめて,男の約束をした。私はどうしても再び

満洲に行かなければならない。職も撫順中学に

決まっている。私は矢部先生に,「 また満洲に

行 くことになりましたので,残念ながら大学院

はおことわりせざるを得ません」と申し上げた。

先生は,「 それならこの研究を今後どう結び

つけたらよいか。言っておきたまえ」と言われ

た。

「もし私が残ってこの研究を続けるとしたら,

更に東方の北上山地の奥深 く調査を続けていき

ます。そこにはもっと古い時代の化石発見の可

能性さえ夢見ております。今後私と入れ代わり

に,満洲から小貫義男君が入学 しますから,ぜ

ひ小貫君にそのことをやらして下さい。私は小

貫君に私の資料を全部譲ろうと思います。」

先生は私の言葉を容れて,小貫君に北上の研

究を卒論テーマとして与えられた。小貫君は見

事に期待にこたえ,遂 にシルル紀化石を大船渡

市盛町樋口沢で発見した。沢山の見事なさんご

類の化石である。実にすばらしい研究で,ま こ

とに喜びたえない。これが現在までのところ,

化石で証明された日本最古の地層である。

(九州大学名誉教授)

野田光雄 :815 福岡市南区大橋 4-29-6
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