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　第９回　自然災害と人々の暮らし　第９回　自然災害と人々の暮らし　第９回　自然災害と人々の暮らし　第９回　自然災害と人々の暮らし　第９回　自然災害と人々の暮らし　揺れ動く日本列島揺れ動く日本列島揺れ動く日本列島揺れ動く日本列島揺れ動く日本列島

１．１．１．１．１．前回までの復習前回までの復習前回までの復習前回までの復習前回までの復習
■第１回目 宇宙に始まりがあった。真空のエネルギーによってビッグバンが引き起こされた。
■第２回目 はじめにあった元素は水素だけ。我々の体は超新星爆発でできた物質の残骸からでき

ているのだ。
■第３回目 生物体を操っているのはＤＮＡだが、それは物質だ。生物はどこで意志あるいは知性

を獲得したのだろうか？
■第４回目 奇跡的な幸運に恵まれた星、地球。太陽からの距離、できてからの時間、大きさ、重

さ、海、大陸、すべてが理想的だった。
■第５回目 清里の自然の中で。火星の接近、飯盛山の植物、シルクロードの走り旅、岩魚のほう

葉みそ焼き、私設天文台見学など
■第６回目 生物の大爆発！生物は数十億年間何をしていたか？ある時、突然不可思議な動物たち

が出現した。地球の時間、地球の大きさ。
■第７回目 生物大絶滅　生物は絶滅と爆発を繰り返す。  恐竜って本当にいたの？　絶滅だけが

注目されるが、２億年近く生き延びていた。　さて我々は？
■第８回目　大気の環境変化　地球が温暖化するとどうなるのか？

↓
■第９回　自然災害と人々の暮らし　　揺れ動く日本列島
１． 自然災害は人災？
　 A.「自然」には災いをもたらす意図はない

B.自然の仕組みを知れば災害は軽減できる
C.自然の改造はかえって災害を増やす

２． 火山噴火
A. 活火山はどの火山？　マグマって何だ　　
B.火山噴火予知　富士山は噴火するか？
C.超火山「槍．穂高」　

３．　地震
A.地震のゆれ 震源、震央、マグニチュード、震度
B.地震の原因　活断層　サンアンドレス断層
C.地震の予知　東海地震はおきるのか？
D.地震の震源の求め方！　

４．　プレートのうごき
A. 最近よく聞く「プレート」ってなんだ
B.プレートの動き　ハワイは日本に近づいている
C.問題はプレートの境界
　○離れる境界　　 ギャオ・リフトバレー
　○すれ違う境界 サンアンドレアス断層
　○沈み込む境界 日本海溝、相模トラフ
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　第９回　自然災害と人々の暮らし　　揺れ動く日本列島　　　　　　　第９回　自然災害と人々の暮らし　　揺れ動く日本列島　　　　　　　第９回　自然災害と人々の暮らし　　揺れ動く日本列島　　　　　　　第９回　自然災害と人々の暮らし　　揺れ動く日本列島　　　　　　　第９回　自然災害と人々の暮らし　　揺れ動く日本列島　　　　　　
１． 自然災害は人災？
Ａ.「自然」には災いをもたらす意図はない
　阪神大地震や三宅島火山の噴火によって人々の命が失わ
れ、田畑、家屋に多くの被害が出た。昔から人々はなんと
か自然災害から逃れようとさまざまな方策を考えてきたが、
自然の猛威の前にはなすすべはなかった。
　天明３年（1783年）７月浅間山は大噴火をした。この噴
火の影響で気候変化が起こり天明の大飢饉の原因にもなっ
た。ヨーロッパでも火山噴火が相次ぎフランス革命の原因
になった。浅間火山からの火砕流は麓の村々を飲み込んだ。
右図は鎌原観音堂の石段の途中から発掘された遺骨である
が、50段の石段を35段目まで火砕流が埋め尽くした。必死
で石段を駆け上った数人は助かったが、あと一段の差で亡
くなった人もいた。現在の観音堂の石段は15段しかない。
浅間火山の「山の神」はこの人たちに災いを及ぼそうとい
う意図で噴火を起こしたわけではない。ただ単に地下のマグマが飽和点に達して
噴出したという、自然現象に過ぎない。神さまも含めて、だれかがコントロール
したわけではない。

Ｂ.自然の仕組みを知れば災害は軽減できる
　「地球と宇宙の小事典」（岩波ジュニア新書）の自然災害の項では、１．防げる
猛威　２．逃げれば助かる猛威　３．あきらめるしかない猛威　という分類をし
ている。天明の大噴火は麓のごく一部の住人以外「３」であった。しかしこれほ
どの噴火は数千年に一度程度であるから、まあ仕方がない。たいていの災害は
「１」か「２」である。火山周辺にいる人は火砕流の流れの性格を知るだけで、災
害を逃れることができる。地震が起こっても、大草原にいればなんてことはない。
しかし家具に囲まれた部屋にいれば危険だし、混み合った路地奥に住んでいれば
火事の心配もある。大都会の地下街でウロついていればガスにまかれる危険性も
ある。
　日頃、地震など自然災害にどう対処すればいいかシミュレーションをしていれ
ば、「逃げれば助かる」災害に転化することは十分に可能である。「あきらめるし
かない災害」ってのは、私たちの一生の間にはまず起こらない。
自然現象の勉強は、まさにサバイバル教育である。
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Ｃ.自然の改造はかえって災害を増やす
　逃げれば助かる災害を、防げる災害にかえるために、国や自治体は懸命に努力
をしている。国民の安全を考えることが為政者の一番重要な役割である。水害を
防ぐためにダムや堤防を造ることは当然のことだった。しかし自然のシステムを
詳細に見ていくと、ダムを造ると別の危険が出てくることも分かってきた。長崎
県の諫早湾の潮受堤防は有明海全体の汚染を引き起こし、魚介類、のり、ムツゴ
ロウは絶滅に瀕している。人間にとっては身近な災害を防ぐという名目であった
かも知れないが、生物全体にとってはこの堤防建設自体がとんでもない大災害に
なった。その影響は人間にもじわじわと及んでくる。
　地震、火山噴火というものは短期間に大災害を引き起こすが、自然改造による
変化は目に見えない長期間の災害をひきおこす。このどちらの災害を重視するか
という判断が重要視されるようになっている。短期の災害に対しては極力逃げる、
長期の災害に対してはダムや堤防を作らないという対策で防ぐ。という選択を考
えなければならない時代になっている。

２． 火山噴火
Ａ.活火山はどの火山？　マグマって何だ
　昔は活火山、休火山、死火山という分類があっ
た。しかし死火山や休火山が突然噴火することも
あって、この分類は不適切となり、現在は使われ
ない。しかし過去１万年以内に噴火した火山は「活
火山」とよび、現在日本列島では108が認定され、
継続的な観測がされている。地図帳には赤い▲印
がついている。富士山はつい最近（1707年）噴火
したのでもちろん活火山である。形が美しいとい
うことはまだ浸食が進んでいない新しい火山とい
う証拠である。ちなみに活火山が一番多い都道府
県はどこでしょうか？（なんと東京都で21個、次
が北海道で18個、鹿児島11個）
　火山の地下には「マグマ」とよばれる溶融物質
がある。地下にはいつもマグマがあるわけではな
い。時々何らかの条件で地下物質が溶け出すのだ。
条件は気圧の低下と温度の上昇が考えられる。こ
のような条件がある場所がプレートの境界部分だ。

ハワイ　キラウエア火山
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日本列島はいくつものプレートが接している場所で、マグマが発生しやすい。マ
グマが噴出せず地下でゆっくり固まると花崗岩（みかげいし）になり、噴出する
と溶岩（玄武岩や安山岩）、火山灰、火砕流、火山ガスになる。通常は安山岩火山
の方が玄武岩火山より爆発的な噴火をする。（浅間山、雲仙普賢岳は安山岩、三宅
島は玄武岩、ハワイも玄武岩）････日本の火山の大半は安山岩の火山、海の中の火
山はほとんど玄武岩質の火山である。　
　

Ｂ.火山噴火予知　富士山は噴火するか？
　数年に一度は「富士山は噴火する」という予言がながれる。1983年三宅島が噴
火し、86年に伊豆大島が噴火、89年に初島で海底火山が噴火。３年おきに噴火が
移動してくることは過去にもあった。初島ではなく伊豆地震になったことや富士
山の噴火になることもあった。プレート
が押し寄せていることを考えると根拠は
ありそうな感じがする。2000年に三宅島
が噴火したので03 年すなわち今年伊豆
大島が噴火し、06年に富士山がすると言
われてきた。しかし今のところ大島にも
富士山にも前兆はない。
　火山予知は地震予知にくらべ可能性は
高い。2000年の北海道の有珠山の噴火の
際には事前に避難勧告がでたために住民
にだれも被害が出なかった。これは火山噴火史上はじめてのことで、大いに評価
されるべきことだった。
　マグマの活動が活発になってくると噴火の可能性が高くなるが、何時噴火する
か予測することはなかなか難しい。しかし2000年の有珠山の時には予測通りに噴
火した。いつ、どこでという二つの要素を考える地震と違って、「いつ」だけを考
えればよいのだから、予測確率は高い。

Ｃ.超火山「槍．穂高」　
　最近地質探偵ハラヤマ氏の活躍する「超火山　槍・穂高」という本が登山者の
間で話題になっている。北アルプスの槍ヶ岳は南岳から見ると右に傾いている。こ
の原因は何かという疑問も解決してくれる。これまで北アルプスの火山は焼岳と
立山の弥陀ヶ原だけで、飛騨山脈は褶曲によってできた山脈として扱ってきた。し
かしハラヤマ氏は槍ヶ岳、穂高岳は超巨大な火山だという。これは学会への挑戦

有珠山2000年 3月　噴煙
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だということになるかといえば、どの学者も問題
視していない。なぜなら火山というものの定義が
あいまいだからだ。槍ヶ岳も穂高岳も火山起源の
岩石からできている。しかし噴火の記録はないし、
火山のような外観をしていない。それで火山の区
分から除外している。しかし今は岩石の年代も計
れるようになり、槍穂高が170万年前に噴火した火
山だというのだ。これまでそんな大昔の火山は火
山の仲間に入れなかった。その時代の火山も火山に分類すると、日本国中火山だ
らけになるはずだ。
　学会の盲点をついたところが大変面白いが、登山家以外の人は槍ヶ岳、穂高岳
が火山だろうが、なかろうが驚くことはない。地理の教科書や地図帳もこれから
も黒の▲印で、火山ではないと表示するだろう。みなさん、火山だけでなく山や
自然というものにあまり関心を持っていないということだ。こんな本を面白がっ
て読むようになれば、災害からも逃げ出すことができるのだが。

３．　地震
Ａ.地震のゆれ　震源、震央、マグニチュード、震度
　地震の起こったところが震源、その真上の地上が震央（しんおう）、地震の規模
を表すのがマグニチュードで、揺れの程度を表すのが震度である。と言葉で言わ
れても、理解しがたい。そこで震源、震央の求め方を練習してみよう。地震が起
こるとそこから地震の波が四方八方に伝わる。といっても揺れは空気中や水の中
は伝わらないから、地面の四方八方に伝わるというべきだ。地震波には速度のは
やいＰ波と遅いＳ波がある。（slowだからＳ波というわけではない。secondaryの
略）　Ｐ波が到着してからＳ波が来るまでの間、タイムラグがある。カミナリの時
にピカッと光ってからゴロゴロと鳴るまでに時間差があるのと同じで、Ｐ－Ｓ波
の時間差を測れば遠い地震か近い地震か判断できる。大森房吉さんは日本の誇る
地震学者だった。彼の考えた大森公式はタイム差から震源を求める式として知ら
れている。公式といってもものすごく簡単で、　
ｄ＝7.42ｔ　（ｄ　は観測地から震源までの距離、ｔ　はＰ波とＳ波の時間差秒）
である。右ページの例でいえば、東京ではＰ－Ｓの時間差は　10.13秒だった。公
式から　ｄ＝7.42× 10.13＝ 75.2（km）　になる。どちらの方向か分からないが
自分のいるところから　75.2km　の場所に地震の震源がある。同じように水戸で
は6.70秒なので、49.7km先に震源があることになる。
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　　やってみよう　震源の求め方　　　
　ある日東京、水戸、前橋で地震の揺れを観測した。①それぞれの地点でＰ－Ｓの時間差は10.13
秒、6.70秒、13.50秒だった。それぞれの観測点から震源距離を求めよう。②東京、水戸、前橋
を中心にしてコンパスで円を描く。半径は震源距離をとる。③円の交差した場所を結ぶ。その交
点が震央である。④東京から震央までの距離をコンパスで求め、下の断面図の地表部分に印す。
⑤下の断面図に東京から震源距離までの半円を描く。⑥断面図に印した震央から垂線をおろし、
震源距離の半円と交わったところが震源である。この深さを求めなさい。



8

みわ塾講座　第９回　自然災害と人々の暮ら
し

Ｂ.地震の原因　活断層　サンアンドレス断層
　地震の原因はほぼ分かっている。右の断層は
1891年の濃尾地震の時にできた根尾谷断層で、
小藤博士が発表した貴重な写真である。この地
震断層は天然記念物に指定されている。
　この頃は地震が起きたので大きな断層ができ
た。と考えられ地震断層といわれた。しかし現
在は逆で、断層が動いたから地震が起きたと考
えられるようになった。天と地がひっくり返る
ぐらいの変化である。
　地震を起こす断層を活断層といい、日本中の活断層の分布が調べられ、調査が
続けられているが、その断層が何年、あるいは何百年周期で動くかはまったく不
明である。しかし断層を知ることでその場所の危険度はあるていど判断できる。阪
神大震災の際、マスコミは大阪、神戸で地震が起きるとは思っても見なかったよ
うな記事を出していたが、学者の間では野島断層の危険性は何回も指摘されてい
た。学者の怠慢が指摘されたが、断層の存在を知らせることは行っていた。それ
を取り上げなかった、行政は糾弾されるべきだろう。

Ｃ.マグニチュード、震度
　マグニチュードというのは段階
という意味だから震度と同じと
思っても仕方がない。最初にもっ
といい言葉を作っておくべきで
あったが、もうかえることは難し
い。マグニチュードはＭと書く。
震度５の地震とＭ５の地震はどち
らが大きいか、判断しようがな
い。震度というのはその場での揺
れの度合いで、近い地震ならＭが
小さくても大きくゆれる。Ｍが８
であれば関東大震災級だが、遠く
は離れていれば、揺れは感じない
かも知れない。
　その二つをごっちゃにするか
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ら、「昨日の地震は震度５だって言ってる。先週のＭ４の地震より大きかったんだ」
などという会話になる。地震を比べるときにはＭ（マグニチュード）を使う。Ｍ
が２違うと1000倍のエネルギーの違いになる。Ｍ５の地震が1000回起こったのと
Ｍ７が１回とが同じである。小さい地震が相当たくさん起きても、大地震の解消
にはならないのだ。

４．　プレートのうごき
Ａ.最近よく聞く「プレート」ってなんだ
　新聞記事にはプレートという言
葉がよくでてくる。地殻とほぼ同
じ言葉と思ってもいい。大きく
違っているのは、地殻は「動かざ
ること大地のごとく」と思われて
いたが、プレートはスイスイとよ
く動くことだ。日本付近は４つの
プレートがギシギシとせめぎ合っ
ている。右の図を見ても分かるよ
うに地震、火山の分布はプレートの境界部分に集中している。地震の原因の断層
ができたり、マグマが発生することとプレートの動きとの間に関連性があること
を示唆している。どんな関連があるのか調べてみよう。

Ｂ.プレートの動き 　ハワイは日本に近づく
　プレートは動くと言ったが、どんなスピード
でどの方向に動いているのだろうか。現在はＧ
ＰＳ（grobal positioning system）を使った測
量で調べることも可能だが、これまでに長年か
けて動いた記録も地球上に残っている。これに
ついて調べてみよう。３図はハワイ諸島の付近
で、一番右端にハワイ島がある。この島にはマウ
ナロア、マウナケアという4000m級の火山があ
る。この火山の地下（プレートよりも下のマン
トル内）にはホットスポットと呼ばれるマグマ
のたまりがあることが分かっている。ここから
時々マグマが吹き出てくる。ところがプレート
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は西に向けて動いているので、次に吹き出してくるときはハワイ島は西に移動し
ており、新たな火山がハワイ島の後にできることになる。逆にたどれば、オアフ
島はハワイ島の一世代前の火山である。ダイヤモンドヘッドはもうすでにマグマ
が枯れた火山である。この火山の活動年代が分かれば、ハワイをのせたプレート
の１年間の動きが分かるはずだ。上の図はハワイ諸島から天皇海山列で、その活
動年が分かっている。右に示した年代がその年代である。ミッドウエー島は2.8千
万年前にはハワイ島の場所にあった。その間に2300km動いたので年間約8cm動い
ていることになる。この値はGPSで測ったものと一致する。プレートは本当に動い
ているのだ。方向はちょっとそれているがハワイは徐々に日本に近づいているの
だ。もっともそれは１億年さきのことで
あるが。

Ｃ.問題はプレートの境界
　右の図は日本列島の断面図である。右
から太平洋プレートが日本列島の下に沈
みこんで行く様子が分かる。この境目の
面では岩石同志の摩擦によって熱が発生
し、割れ目ができることによって圧力が
下ったりしてマグマが発生する。岩石が

　　諸島の活動年代　　　
　　　　 　　百万年
ハワイ島　　  0
カウアイ島　  5.1
ニホア島  7.2
ネッカー島 10
ラベンルーズ島 12
ミッドウエー島 28
雄略海山 43
仁徳海山 56
推古海山 65
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破壊されて地震が発生する。この境目の面のことを和達－ベニオフ面と呼ぶ。和
達さんは気象庁長官、埼玉大学長を務めた物理学
者である。

○離れる境界
　大西洋中央海嶺は引き裂かれるプレートの代表
である。アイスランドはその直上にある。地上に
割れ目「ギャオ」が露出している。その中からは
マグマがわき出す。
　アフリカ東部にはリフトバレーとよばれる大地
溝帯がある。ここで人類が生まれた。

○すれ違う境界　 サンアンドレアス断層
この断層は２
つのプレート
のすれ違いで
できる。サンフランシスコからロスアンジェル
ス、カリフォルニア湾へとのびる大断層で、し
ばしば動いて地震を起こす。アメリカ西海岸は
地震多発地帯である。　日本の中央構造線はこ
れとおなじ成因の断層線で、要注意断層であ
る。

○沈み込む境界　日本海溝、相模トラフ
　伊豆半島は昔フィリピンの近くにあった。プ
レートにのって日本に近づき、ズシーンとぶつ
かった。その衝撃で丹沢山地ができ、さらにその
奥で富士山が噴火した。伊豆半島の両側にはも
ぐり込んだあとの凹地である相模トラフ、駿河
トラフ（小海溝）ができた。1923年の関東大地
震は相模トラフの断層が動いたことが原因だ。
震源は小田原の近くの国府津・松田断層であっ
た。
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◆レポートです。◆レポートです。◆レポートです。◆レポートです。◆レポートです。皆さんもそのうち提出してください。皆さんもそのうち提出してください。皆さんもそのうち提出してください。皆さんもそのうち提出してください。皆さんもそのうち提出してください。　　　　　　　　　　　
■田口幸子さん　　　　　前回の講義は格段によかった、楽しかったです。天気図の書き方に挑
戦する強い決意は『不変』です。ということで市販の天気図用紙を買いに行きました。北
千住の丸善、お茶の水の丸善にはなし。三省堂で見つけました。買いました。書き方の
本、と思ったらみな2000円以上なので、神保町の古本屋をあるいたのですが、見つから
ず。で、それらなと大手町の気象庁に出かけてみました。昨日のことです。定年退職後
のボランティア（らしき）おじいさんが出てきて「参考書の一覧表です」と一枚の紙を
出してきたので、「ここでは書き方を教えてくれないんですか」と聞くと「ちょっと待っ
て」といって一冊のスクラップを持ってきてくれました。ラジオの予報を聞きとって書
き込む方法のアンチョコでした。それをcopyさせてもらい、本代を出さずにすみました。
ついでに、たまたま廊下であった小学生の一団に加わって、先生みたいな、保護者みた
いな顔で「気象庁の仕事」という見学コースに参加。面白かった！説明役のお兄さんが
「地震は予知できないのです」「二，三日先のことはできますが、天気予報もそう先のこ
とまではできません」『そう、そう、その通り』、なんて言ってしまった。みわ塾でおそ
わったばかりだもんね・・・というわけで、「すぐやる隠居」の報告です。

■石澤砂月さん■石澤砂月さん■石澤砂月さん■石澤砂月さん■石澤砂月さん　毎回思う「感想なんて書いてる時間ないやん！？」なので、一応律儀
に感想なんか送ってみます。
●一ヶ月前、また私の『天気図熱』が再発し始めた。実家から天気図を持ち出し「いざ！」
と思うと、ラジオの時間PM10時はびみょーな時間でなかなか聞けない。すると熱がまた
冷める。こんな事を20年近く続けてしまった。でも、等圧線を引くのは楽しい。ビジュ
アル的に美しい天気図を書くのが目標（高校時代同様）
●「暖かい大気と冷たい大気は別物」とは、なかなか頭が固くて理解できない。
「シベリアの大地で冷やされた大気だって赤道の海で暖められるんじゃない？」
停滞できる時間は短いから大ざっぱに言えば大気の温度は変わらないと言うことかな？
大ざっぱすぎないかな？扱う物が大きいからＯＫなのかな？
そこまで降りてはこないのでやっぱりそんなに温度変化はないのかな？
高層天気図みたいなぁ。（ネット上で見るとなんだかよくわからない(@0@)
●オゾン層が破壊されている。「オゾン層にオゾンのカンフル注射が出来るようにならな
いのかなぁ？」と思っていたら考える人はいるらしい。
・高層航空機によるオゾン発生装置の運行
・バルーン搭載式オゾン発生装置による補給
・人工衛星からレーザ光またはイオンビームを照射
・酸素分子の解離を促してオゾンを生成
やるね！！自分で掘った穴は自分で埋めないとね、早く実現すると良いなぁ。これ以上
シミ・ソバカス増えたくないしなぁ・・・しかし『オゾン』って奴は地球にないと生物

困るが、地上にあると生物危険。（吸い込むとヤバイらしいですねぇ）表裏一体だなぁ。


