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アメリカ巡検を終えて       加藤 直之
アメリカ巡検では様々な場所に行くことが出来たのですが、その中でも特に印象に残っているのは、巡検前に予め自

分たちでプレゼンを行い学習した、デスバレーの7億年前の全球凍結事件の記録である堆積物とキャップカーボネート
の見学と、カリフォルニア工科大学の見学の二ヶ所です。僕は、東大の入学試験の際、理科選択で地学を用いたのです
が、受験勉強で地学を学んだ時には教科書に書いてある知識は全て事実であると思い込んでいて、またそれが当然であ
ると考えていた節がありました。これは、先学期に履修した磯崎教授の授業を受けた際や、プレゼンの準備の為に読ん
だ資料に対しても言えることでした。このように考えていたために、この授業を通じて磯崎教授が何度もおっしゃって
いた、事実と仮説は必ず区別して学ばなければならない、教科書に書いてあることを全て鵜呑みにして勉強していては
その分野において新たな発見は見込めない、という磯崎教授の考えは自分にとって新たな考え方でした。僕たちの班が
調べた全球凍結説はまだ事実に対して仮説の比重が強く、現在広く知られている考え方ですら曖昧な部分が多い分野だ
そうです。その全球凍結説の事実の部分であるデスバレーの氷河性堆積物とキャップカーボネートの見学は調べたこと
を実際に目で見て確認できたとても貴重な機会でした。また目で見て確認することによって、調べた際には気付かな
かった、迷子石の下の地層が潰れている事実を発見することも出来ました。

この地球探訪の授業の履修を決めた理由は、地球科学系の分野に興味があった事も事実なのですが、授業でアメリカ
に行ける事がより大きい部分を占めていました。ですが実際に行ってみて感じたことは、世界に出て活躍するために英
語の学習はもちろんの事、カルフォルニア工科大学を案内して下さったJ・カーシュビンク教授がおっしゃっていた、勉
強する際にシャイになることは学習の機会を妨げてしまう、という事でした。日本で学んでいてはあまり気付く機会が
なかったので、これからの勉強に対する姿勢として取り入れたいと考えています。僕は進学振り分けの際に、地球科学
系の学科との間で迷った末に、工学部精密工学科に進学することにしたのですが、この授業は自らの興味のある分野を

再確認出来た、貴重な機会でした。大学院に進学
する際の候補として地球科学系の研究室も入れよ
うと現時点では考えています。授業とアメリカ巡
検を通じて、様々な科類の人の考え方を聞け、普
段は部活動しかしていない自分にとって有意義で
した。特に院生の方々と交流できる機会は学部生
のうちは中々ないので貴重な機会でした。この授
業を通じて新たな考え方、自分の興味がある分野
の再確認、文系理系を超えた人との交流をする事
ができ、普段の座学の授業では出来ない経験をた
くさんすることが出来ました。今後の学部や大学
院での学習に活かしていきたいと思います。
←砂丘の尾根の両側に風の影響を受けた為に出来
た規則性があることを実際に体験できた。

 地球探訪Ⅵに参加して　    森 みのり
　 私のアルバイト先の店長さんは、かなり哲学的な、いわゆる“熱い”人である。時折自分の哲学を私に話して聞かせて
くれるのだが、どんなきっかけで話し始めたにせよ、結局「感性に生きろ」「感性あっての理性だ」という話に落ち着
くことが非常に多い。私はいつも神妙な面持ちで適切なタイミングで頷きながら聞くよう努めているが、正直に言う
と、私には意味が分からなかった。
　今回の巡検を通じて、全く予期せぬことに、店長さんの熱い想いとの距離を少しだけ縮められたような気がしている。
　旅とは、驚きの連続である。

磯崎先生は、毎週の授業の際にも巡検中にも、よく事実と解釈をはっきり区別する必要性について語っていた。私た
ちは、「事実」としての地形や地層を実際にこの目で見るために、つまり知識としてではなく体験として「事実」を得
るために、はるばる太平洋を越えて巡検に行ったのである。

アメリカの地でよく考えたことは、「知っている」ことと「分かっている」ことの違いは何かということである。実
生活の中で、数億年あるいは数十億年という単位でものを考えたことなど、私にはもちろんない。それでも知識があり
さえすれば、グランドキャニオンであれデスバレーであれ、どういう地形や地層があってそれがいつどこでどうやって
できたのかを説明できるようになる。しかし、説明できるからといって分かったことになるのだろうか。「知ってい
る」だけでは認識が受動的すぎるように思われるのだ。

全球凍結事件の証拠だという、地層にはさまった小さな石の塊を目の前にして、私は必死にその数億年前の出来事を
想像しようとした。「知っている」と「分かっている」の境界線が今ここに存在しているような気がしたのだ。しかし
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やはり、今ここにある石は、いつまでも石だった。分かるとはどういうことなのか、よく分からなくなった。だから私
は「納得する」という表現を使ってみることにした。「分かっている」のかどうかは判断がつかないが、「知ってい
る」だけの段階ではない。バスが目的地に到着する度に、実際に地形や地層を見ながら磯崎先生の解説を聞く中で、私
はひとつひとつ、それまで知っているだけだったことを、納得していったのだ。「納得する」への移行には、事実と解
釈の区別以前に、事実を事実としてどれだけはっきりと認識できるかということが重要なのかもしれない。「知ってい
る」が事実と解釈をまとめて一度に知識として得ることだとしたら、「納得する」とは、まず事実の認識が先で、そこ
から解釈の認識に移るという、順序の存在する認識の道筋のことなのである。
　下の写真は、デスバレーに向かう途中でバスの中から撮影したものである。奥に見える山を越えれば、広大なデスバレー
の谷底が広がっている。あっという間に峠にたどり着き、上り坂が突然急勾配の下り坂に変わった瞬間、私が目にしたのは
まぎれもなく“何もない”光景だった。大地以外に何もない。余りに広い谷底が、遠くの地平線のように見える。両側に連
なってそそり立つむき出しの山肌に18時過ぎの強烈な夕日がべったりとまとわりつき、複雑な陰影を作り出している。これ
が、私が巡検中に最も感動した瞬間である。自分が感動していることを最もはっきりと実感できた瞬間であった。

　 この時自分が目の前に広がる光景から受け
取った純粋な印象を、感性を、大切にしたいと
思った。それと同時に、この感動は、デスバ
レーとはどういう場所なのか、どうやってできた
のかということを事前に学んでいたからこそ得ら
れたものなのだとも感じた。知識という理性な
くして得られた感動ではなかったのだ。後になっ
てこの感動を振り返った時、なぜだか分からな
いが突然、磯崎先生の話と店長さんの話は、根
本的には同じなのではないかという考えが浮か
んできた。事実と解釈、感性と理性。つまりはど
ちらも、全く別の物ではあるが、お互いの存在
を前提として、相互に作用しあうことで初めて存
在しているのだ。考えてみれば当たり前のことな

のかもしれない。しかし、その当たり前に「知っている」ことを「分かっている」と言えるようになれたというところ
に、私にとって大きな価値があったのである。
　磯崎先生が生物の進化について話されたことがある。生物の進化のスピードには緩急があり、急激に進化が進んで生物
多様性が大きく広がる時期と、変化の少ない停滞の時期が繰り返してきているのだという。生物史という大きな流れにお
いてこれが事実なら、当然、その流れの中にたゆたう一人のちっぽけな人間にだって当てはまるはずだ。このアメリカ巡
検に参加したことで、私の中に何か新しい流れが生まれ、人として成長する一歩を踏み出したような、そんな気がしてい
る。ここで得たものは、色々な物事を改めて考え直すきっかけだ。この巡検での経験を本当の意味で振り返ることができ
るようになるのは、まだまだ先のことだろう。それまでゆっくりと、逃げることなく、考え続けなくてはならない。

北米探訪2013レポート     牛尾 湧
　当企画に参加した理由は至って簡単だ。「助成金付きで旅行ができる」というだけで、学生には十分である。いっぽう
で、父の影響で比較的幼少の頃から絵画やクラシック音楽などの芸術にそれなりに触れていた私は、観光などでは主たる
目的となる「風景を見る」ことにつけても、少しばかり並の程度よりも深いところを覗きいてみたいという願望があっ
た。具体的には、出国前のゼミ学習を通して得た地層や岩石についての知見が、私が実際に荘厳たるグランドキャニオン
などを見下ろしたときに沸き起こる感情に、いったいどのような違いを生み出すかということである。地学やその情景の
成立背景などの知識を持たない者は、たとえそれがどんなに学問的に意義深いと言える風景であっても、「でかい」とか
「きれい」とか、直観的な感想以上のものを抱き得ない。自分が目の当たりにしたものを理解する足がかりを持とうに
も、色彩美や形状美に関する素人程度の経験則しか持たないからだ。もちろん仮にそうであったとしても、それはそれで
筆舌に尽くし難い感動があったことだろう。しかし私はそれとは違うものが見たかった。見たものの意義を理解し、言語
化し、記憶に刻み、その上で覚える感動がどのようなものなのかを知りたかった。そうした、いわば「理性的な美」なる
ものを自然風景の中に見出してみたかった、それが私が今回の北米探訪企画に参加した隠れた理由であった。
　高校レベルの地学の知識も持たなかった私も、なんとかゼミで扱った内容くらいは頭に叩き込み、いざ現地で巨大な
岩石を前にして教授からなされる説明に、ついていくことはできたように思う。「なぜこのような外観が観察されるの
か？」と疑問をひねり出しながら自然物を見たことなど、覚えている限りではまったくない。そうした知的な探求に対
して純粋に楽しさを感じることには、覚えがあった。では、当初目的にしていたところの「感動」はどうだったのか。
ふと教授の説明から自分の精神状態へと注意を向けてみると、そこには美への礼賛や、神秘への畏敬はまったく存在し
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なかった。ただ冷徹と言えるまでに無感動に観
察対象をとらえようとしている、自分があるの
みであったのだ。文献を読んでいるときの姿勢
と何ら変わりない。事実から乖離した仮説など
立てまいと、情念を徹底的に排除している、
まったくもって味気のないくらいの「理性的
な」自分がそこにはいたのである。
　しかし、思うに研究者とは、かくあるべきな
のだ。自分に悦びを与えてくれるストーリーを
創作することと、目の前の現象に妥当な説明を
加えることとは、明確に区別されねばならな
い。そして、まさにその妥当な説明を加えるこ
とを至上の悦びとする者こそが、真に学問の探
究者としてふさわしいのであろう。それには観
察対象に対する溢れんばかりの愛着が不可欠だ
ろうが(そしてそれは私の場合「地層」ではな
かったが)、愛着によって事実に忠実でない仮説が立てられてしまうことは、やはり避けられねばならないのだ。目的と
していたものとはまったく違った教訓を得ることとなったが、今回の旅は私に「研究」という営みの何たるかを少なか
らず教えてくれ、また「自分が研究の道を進んだとしたら」と空想させるには、十分なものであった。進むとして、分
野はまったく違うのだろうけれど。もし当支援事業の目的が「グローバルに活躍する研究人材の輩出」であったなら、
少なくとも私個人に起こったことを鑑みれば、ひょっとしたらその成果は20年くらい経ったのちに観察されることにな
るかもしれない。そこまで言ってしまうと事実から乖離した解釈だと揶揄されそうだが、若者の未来と超人的な風景に
は、時には夢のあるストーリーを与えるのも悪くはない。

地球探訪Ⅵ参加報告      熊越 祐介
地球探訪Ⅵの授業の一環で、2013年2月17日から同26日まで、アメリカ西海岸巡検に参加した。初日にLos Angels

発Las Vegas行の飛行機が欠航となり、長時間のバス移動を余儀なくされてしまった他は大きな問題が起きることもな
く終えることができた。その移動の翌日に苦労して撮った写真が下のものである。Grand CanyonのBright Angel 
Trailを下ることおよそ3時間半、Plateau Pointと呼ばれる、入り口から垂直距離で1600mほど下ったところにある地
点から、さらに600m下を流れるColorado riverを収めた写真である。時間に余裕がなかったためにわずか5分足らず
の滞在であったが、急峻な道を歩き(時に走り)抜いた成果として、心に残るものとなった。Grand Canyonは、2000m
以上もの隆起にも関わらず上部が水平な地層を保っている点や、乾燥した気候条件により、浸食の跡としての急峻な地
形がよく保存されている点などにおいて価値のある場所であるといわれる。今回の巡検で訪れた他の場所にも言えるの
だが、日本ではけっして見ることのできない、時に壮大で時に不可思議な景観を目の当たりにすると、自然と対比した
人間の小ささを実感した。しかしこれと同時に、例えばダイナマイトでも使うと量さえあればこの地形も崩すことがで
きるだろうと思うと、物理的に人間は小さくても潜在的可能性は大きいということに恐れをなした。

　他に訪れたDeath ValleyのDumont Dunesで
は、事前学習として取り組んだ、全球凍結の証拠
と言われるキャップカーボネイト層とダイアミク
タイト層の隣接を見学したが、ここで先生に幾度
となく指摘されてきた「事実と仮説の峻別」を心
に刻みつけようと思った。高校生の時に理系と文
系の区別の無意味さを感じ、宗教も科学も世界観
の一つであるという点で共通していると考えてき
たので、科学において仮説が一瞬でひっくりかえ
る可能性があるということは理解していたつもり
だったのだが、授業を通して実際の現場でその考
え方をきちんと適用できなかったことを反省した
い。そして、「絶対」の存在しない中探究を続け
る科学者という生き方も、改めて考えてみようと
思い始めた。
　また、留学についても判断材料が増えたことは
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大きな収穫であった。巡検最終日にCalifornia Institute of Technologyを訪れ、学生寮を見学し、実際にCalTechで学ぶ
学生と話をしたが、かれらの(自分と同い年とは思えない)堂々とした雰囲気や、生徒につく教員の数の多さを知り、日
本に長く居続けてはいけないという思いを強くした。同じ環境にとどまっていては様々なことが慢性化し、自分の中で
の大小さまざまな革新が妨げられやすくなるだろう。その対策という安直な意味においてでも留学は意味があるだろう
が、食べ物や文化の違いへの対応という負担を乗り越えてでも留学する価値があると見出したのは、CalTechの教授
Joe Kirschvink氏の一言である。

 “Half of my brain is made up of my friends at CalTech.”
　対話の形式などの違いもこのことに寄与しているのであろう。ともかくノーベル賞受賞者にこのように言わしめる環
境に身を置きたいと強く感じた。同じように思って東大に入った現在、同様の考えを持ち続けていることからもわかる
ように、事前にきちんと自分の要望と合致する大学を留学先に選ばねばならないのはあきらかであるが。単なる「ない
ものねだり」で留学を希望するのではなく、将来の自分への投資の一部として、確固たる意志のもとに希望する。
　この巡検を通して、自身では主に地形と食文化について日本を相対化してみることができたが、より長期の滞在では
さらにいろいろな分野での相対化が可能になるのであろう。どちらがいいと一元的に決めるのではなく、あくまで相対
視したときにどこが優れてどこが劣っているかを自分なりに把握できるようになって、国際社会に生きる人間としての
礎としたい。最後に、このような機会をくださった磯崎先生、石川先生、現地でお世話になった方々、名前も知らない
状態から10日間ともに過ごした参加者のみんなと、支援金をくださった機関に感謝の意を表したい。

地球探訪レポート     　熊谷 剛
　今回の地球探訪で、僕たちの班はプレゼン
テーション、見学案内所の作成でスノーボール
アース仮説について担当した。スノーボール仮
説の名付け親でもあるジョー・カーシュビンク
教授に実際にお会いできることを、見学案内所
に教授と一緒に撮った写真を貼るスペースを
作ってしまうほど楽しみにしていた。教授は少
し高い声で話す優しそうな人であった。
Caltechの彼の研究室には彼の研究分野である
磁気に関する名前を付けられた息子さん二人の
書道の作品が飾ってあった。Caltechは規模の
小さい大学で、教授一人に対して学生は約３人
らしい。彼は東大では教授一人に対して学生は
何人いるのかと聞いてきた。誰も答えることは
できなかったが、少なくはないのだろうと言っ
ていた。だからこそ地球探訪のような教授と近い距離で勉強する機会が大切であるということを強調していた。確かに
一年間を振り返っても、大人数で受ける講義が多かった。また講義の内容を鵜呑みにし、立ち止まって自分の頭で考え
ることはほとんどなかった。それが事実と推論を混同、または混同しやすいプレゼンテーションを行う要因のひとつと
なっていたのかも知れない。事実と推論の区別は、スノーボールアース仮説のおかげで深く頭の中に入った。
　スノーボールアース仮説の証拠は、Las Vegasの夜を楽しんだ次の日に見学した。氷河性堆積物（ダイアミクタイ
ト）の写真はプレゼンテーションや、見学案内書を作るときに何度も見ていたはずであったが、Nopah Rangeで大小
さまざまなダイアミクタイトをみることで、写真を見ているだけのときは石の大きさの違いが重要であったはずだった
にも関わらず、その大きさの違いに注意を払わなかったことを気づかされた。インターネット上の写真はスケールがわ
からないものが多かったが、今回の旅行中に撮った写真にはその対象物のスケールがわかるように比較できる大きさの
物や人を並べるようした。実際写真を見返したときにスケールの確認や、個人的には並べられた物や人をみることに
よってそれがどのような状況でとられたのか思い出すのに役立った。ダイアミクタイトの中でも大きめのものは高いと
ころから落ちて、埋まっているように見えるものもあった。スノーボールアース仮説というと四季の変化の顕著な日本
に住んでいると想像し難いものであったが、その証拠を実際に自分の目で見ることにより理解を助けられ、その壮大な
発想と、今まで自分たちが調べてきたものの実物をみているということに感動した。
　今回の探訪では、Alabama Hillsで先住民が描いたとされる壁画も見学したが、そこでされた話が印象に残ってい
る。ある人がこの先住民の文化がなくなってしまうだろうと考え、先住民と一緒に生活することによって、少しでも先
住民の言葉などを覚えて記録しようとしたということだった。これは考古学的なことであるが、地層学でも同じような
時間と労力をかけて、科学者たちは地質学的な事実を記録し、考えを組み立てていったのだろう。今回の地球探訪では
地層、岩石、地形といった見学対象を今までの科学者たちが考えたことに照らし合わせて見ていくだけのことが多かっ
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た。しかし一方で自らの足で見学対象にハンマーやルーペと共に向かうことで、自然と特徴的な岩石や生物の跡などを
見つけ、それをきっかけに友達とそれが何であるか議論することもあった。近くにはありがたいことに多くの優秀な大
学院生がいたので、彼らに質問することもできた。このようにして地球相手に事実をもとに推論していくことの楽しさ
と難しさを少しだけ経験した。
　この旅で学問に対するモチベーションもあがったので、今回の旅での様々な人のサポートを無駄にしないように今回
の経験を活かして学部２年目も有意義に過ごしていきたい。

地球探訪課題レポート　　     今村 桃子
　2月17日から26日までの10日間で学んだことというのはまだ自分の中ではっきりとさせられていないが、感じたこ
とというのは把握しきれない程たくさんある。最初に訪れたグランドキャニオンでは、目の前に広がる光景の大きさに
まず圧倒された。はっきりとした地層の重なりと雪が残る道、断層のずれ、プラトーポイントまでの長い道のりと過酷
な帰り道。グランドキャニオンという場所の理解に留まらず、実際に自分の足で歩きまわったことで自分の存在、ひい
ては人間の存在のちっぽけさを痛感した。共にプラトーポイントを目指していた仲間が先に行ってしまい一人になった
ときに、広い空と広い大地しか見えず自然の壮大さに怯んだことが印象に残っている。人の手が加えられていない場所
に立つと昔の人の気持ちがわかるようで、この過酷な自然環境の中この道をどんな気持ちで何を目指して昔の人は歩い
ていたのだろうかと思いを馳せてしまっていた。普段我々が電子機器を常用し電気に囲まれた生活をしていることを考
えると、全くの別世界に来たようだった。2日目に訪れたバリンジャー・クレーターは私の班が調べた場所だ。宇宙か
らの飛来物によって地球の年齢を知るという発想はなかなか持てないもので、解説は難しく理解しきれなかったし、理
解するために知らなければならない知識はまだまだある。実際にクレーターを見て感じたことは、やはり保存状態の良
さである。隕石衝突直後の深さ210mから現在の170mに至るまでにおよそ40mに相当する堆積物があるはずなのだ
が、それらも衝突の跡をあまり損なわずにいた。バリンジャー・クレーターの辺り一帯は赤いモエンコピ層が広がって
おり特に何もない。そのために強い風が吹きさらしていた。これは今回の実習を通して全般的に言えることなのだが、
バスでしばらく移動しても景色があまり変わらないといった印象がある。もちろん、山々が遠くに見えたり植物が点々
と生えている砂漠地帯に入ったり川が流れたり、朝日や夕陽を浴びることによってまた違う表情が見えたりもしたが、
気がつくと見覚えのあるような広大な景色が広がり続けているという風に記憶している。人々が住んでいない土地は特
にそうだ。そのために、真っ暗な道をしばらく進んでいたときに突如ラスベガスの明るい街が目に入ってきたときは、
とてつもない違和感を覚えた。まさしく「人工物」という感じである。ラスベガスという街は世界から集まるお客様か
らカジノでお金を落としてもらって成り立っている街であり、人が集まるようにホテル代は安く規制も緩いという。実
際に街の中を歩いてみると、自分たちの宿泊しているホテルの外装は高級ホテルのようで、どの店も電飾がまぶしく、
他の街では感じないようなリッチな気分や高揚感を抱かせられた。また、土地が広ければ道路は広く店もホテルも大き
く、このようなラスベガスに比べて東京はコンパクトで対照的だなと思った。この華やかなラスベガスの街から何もな
い環境に出るのは一瞬だった。デスバレーは広く、奥に見える山々よりも砂丘はとても小さかった。けれど、バスを降
りて砂丘へ向かうと砂丘は広く高く、それでもいくつかの山を越えることが出来たが、集団でなければこの砂丘を越え
ていくのは絶望的だろう。足は砂にとられて埋まっていき、靴の中には大量の砂が入った。大変憎い砂だったが、それ
でもさらさらと水のように流れていく様は本当に感動的だった。この晩は地元の方の開いてくれたパーティーに参加し
楽しく会話をした。印象的だったのはなんといっても部屋の内装。大きなお花やスプーン、フォーク、バイクに帽子、
国旗など様々なもので彩られていた上に、壁に
も様々な絵や文字、写真などが貼られていた。
住んでいる人の思い出がたくさんつまっている
ことが手にとるように分かり、温かみを感じる
とても素敵な部屋だった。日本では家の内装に
手を加えることはあまりなく、与えられた箱の
中に家具をどう配置するかによって「自分の
家」を創り出すことが多いが、それとは全く正
反対だった。歓迎してくれた方々も温かくもてな
してくださり、大変思い出深い時間を過ごせ
た。その後は、サンアンドレアス断層や映画の
撮影地となる奇妙な形のした岩がたくさんある
場所を訪れ、奇妙な動物を目撃したり壁画を観
察したりまだ岩となっていない石の層を観察し
たり岩に登って遊んだりと様々な経験をした。
どの地も素晴らしく常に空は青く広く空気は澄
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んでいた。お手洗いを貸してくださった方の家の前には掲示板があり、辺りに住む人たちでのミーティングのお知らせ
や地図などが貼ってあったのだが、その方の家しか目にしていなく山々に囲まれた何もない場所で生活するのはどのよ
うな心地がするものなのかと気になった。お仕事や家族はどうされているのか、食料はどのように調達しているのか、
たくさんあった自動車は何に利用しているのか、疑問がたくさんわいた。大自然の中で生活するというのは、気持ちの
良い環境に身を置くことへの憧れは確かにあるが私には想像も出来ないことだった。次に目にしたのは石油の油田であ
る。黒くどろどろしたものがぷくぷくと湧いているところや、大量の機械が石油を汲み上げている異様な様を目の当た
りにし、不思議な感覚になった。黒く気持ちの悪いものを必死に汲み上げることで経済がまわっているということが、
何とも滑稽で愚かに思えた。便利で豊かな生活を送り、自然を追いやって都市を満喫している我々だが、依然として自
然の恩恵に預からなければ生きていけないのだ。この光景は全ての人に見てもらいたい。最終日はカリフォルニア科学
博物館でのEndeavourの見学とカリフォルニア工科大学の見学で終わった。それまで地球について考えてきた目線が宇
宙へ向けられて思ったことは、人間って必死だなあという単純な思いだ。この巡検を通じて、砂や岩、地層が地球その
ものを語っていることやアメリカの食糧事情や、サービスの不徹底さ、経済力について考えさせられた。今回得た知識
はちっぽけなものであるが、これを機会に今後の自分の学習意欲に役立てたい。

～このゼミを通して感じたこと～   坂田 亮介
アメリカという国について感じたこと アメリカで10日間過ごしてひしひしと感じたことは、圧倒的大きさです。アメリ
カの大自然は日本では絶対見られないほどの壮大さを誇っていました。グランドキャニオンは広大なだけでなく深遠で
遠近感が麻痺しました。また、デスバレーはグランドキャニオンと同様に遠近感が麻痺するのに加えて、山脈に囲まれ
た盆地の中央に砂場があるような不可思議さに神の所為・自然の意思を感じました。カリフォルニアの平原では、360°
地平線というもの初めて見ました。大自然の中にいる自分を俯瞰すると、いかに一人の人間が小さな存在か気づかされ
ました。一匹の動物として自分はこの大自然を生きていけるのか。否。自分は社会によって今まで生かされていること
に気づきました。一人で生きていく術を身に付けようと思うと同時に、社会から受けた恩を恩返しすべきだという使命
感をおぼえました。また、アメリカの大自然を活用して行われる活動の規模の大きさにも驚きました。カリフォルニア
の大農園では、整然と等間隔にならんだ苗木は、さながら透視図法の消失点が見えるようでした。カルフォルニアの街
に外れで見た石油掘削機群も異様でした。広大な平原に見渡す限り、石油掘削機が上下して石油を汲み出していまし
た。石油掘削機が自動化していたこともあり、人間の気配を感じられず不気味でした。また、荒野の中に突然現れたラ
スベガスの巨大カジノ街は、全体がフワフワした雰囲気でした。中にいるときは、その高揚感に包まれて楽しい気分で
いましたが、外に出ると一気に気分が覚め、中にいたときの自分の高揚を異様だったと感じました。カジノ街は、いわ
ば麻薬の作り出す幻想空間。中にいるときは恍惚としていて、一歩外に出れば、異質で薄気味悪い空間でした。麻薬と
いう言葉を出したのは、麻薬もカジノも人を酩酊させ中毒にさせて金を巻き上げるところが同じだと思ったからです。
カジノの横を何回か通りましたが、明らかにカジノ中毒の人間が見られました。

アメリカに比べて日本の経済活動の規模の小ささを再認識しました。アメリカの経済活動の大きさは、単に広大な自
然や膨大な資源だけが原因ではないとも思いました。アメリカは金が大きく動くように努力しているように思います。
カジノ街の例で言えば、街の無料モノレールや、無料のショー、格安の美味しい食事などを町ぐるみで客を楽しませる
努力をしていました。日本にはこのような町ぐるみの活動はないことはないですが、やはり規模が小さいと言わざるを
得ませんでした。日本は土地が小さいからこそ、国ぐるみの経済活動体制を取るべきなのではないかとも思いました。
フィールドワークを通して学んだこと　 研究医を目指す私にとっては、研究者という意味で先輩である磯崎先生(引率)
から様々なことを学びました。先生は、研究する者はFactとInterpretationを区別しなければならないと何度もおっ
しゃっていました。我々がフィールドワークで実際見るものがFactであり、それ以外のものは全てInterpretationでし
かない、と。ある班が全球凍結のプレゼンテーションで、「一度氷に覆われた地球は、表面が氷で白くなり太陽光の大
部分を反射してますます温度が下がった。全球凍結から現代のような状態になったのは、全球凍結時にも火山からCO2
が排出されていってやがて高濃度になったCO2の温室効果によって地球が温められたからだ。」という説明しました。
班員によると、これはある本に書いてあったことをそのまま和訳したものだそうです。先生はこのプレゼンテーション
を批判しました。「Factは『実際に我々がフィールドワークで観察したこと。すなわち赤道で生成された岩石がある層
drop stoneとして存在し、その層が堆積した時代は赤道に氷河が存在した。』ことであり、CO2云々はInterpretation
でしかない。」とおっしゃり、さらに、先生はCO2ではなく、地球の磁場バリアと宇宙放射線が関係していること考え
てることを教えてくれました。（余談ですが、一回目の全球凍結のころに新核生物が、二回目の全球凍結のころに狭義
の意味での動物が出現したそうです。）先生は、「Factは信じてよいが、Interpretationは鵜呑みにするな」とおっ
しゃりました。Interpretationは自分で最も論理的だと思うものを選択する必要があります。大勢が支持しているから
ではなく、最も論理が通っているもの選ぶのが研究者の心だと学びました。
人との関わり合いを通して感じたこと このゼミを通して様々な刺激を受けると同時に、私は大学生活一年を振り返り、
自分がなんと享楽的な生活を送っていたかを考え、後悔しました。まず、私が最初に衝撃を感じたのは、このゼミで出
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会った仲間の意識の高さです。運動会に入りながらもESSで精力的に勉強していた熊越や、将来を見据えてアメリカに
インターンしていた石村、子供の頃から今までずっとNASAを目指して邁進してきた和地など、本来あるべき姿の東大
生と出会えたことに非常に感謝しています。大学に入学してすぐ運動会に入り、大学生活の全てを部活に捧げていた自
分としては、いろいろ感じることがありました。何か、目標に向かって努力するという姿勢は同じですが、東大生とし
てふさわしいのは私ではなく、彼らだと思いました。周りには、大学入ってから遊んでばかりという人間しかいなかっ
た私には非常に刺激を受けました。
　 次に刺激を受けたのはカリフォルニア工科大学の学生です。話を聞くと、日本では高校まで勉強が大変で大学から勉
強が楽であるという傾向と全く逆で、アメリカでは大学までは比較的勉強が楽で大学から勉強が大変になるらしいで
す。特にカリフォルニア工科大学、そこの学生がハーバード大学のことをmore relaxed とさえ言っていたので、東京大

学と比べて相当ハードだと思われます。宿題の量
も相当多いみたいです。日本で一番の大学に入っ
てタカをくくっていた私は、自分が井の中の蛙で
あることを実感し、日の丸を背負って世界と戦え
る人材になることを決心しました。
　全球凍結の提唱者であり、カルフォルニア工科
大学の教授であるJoseph Kirschvink先生から
承ったお言葉にも感銘を受けました。「東大生
とカルテク生の違いは問題発見能力である。自
主的、積極的に自らの興味のあることを見つけ、
それを掘り下げていけば、世界で活躍できる人
材となれる。」
　最後にこのゼミでお世話になったすべての方々
に感謝したいと思います。貴重な体験させていた
だきありがとうございました。

上はカルフォルニア工科大学のJoseph Kirschvink先生と撮った写真です。アメリカの大学の先生とお話する貴重な体験ができました。

地球探訪IV　        古澤 伸一
　今回の旅行が初めての海外渡航でした。日付順に特に印象に残っていることをピックアップしていきます。

グランドキャニオン。最初思ったことは“でかい”ってことと“平ら”だってこと。一気に隆起しては削られるということ
を繰り返しているので、崖になっている面と斜面が交互に存在している。高さが整っているので、平らな印象を受け
た。また、断層が走っているのも、地層の裂け目と左右の高低差から確認することが出来た。地層に関しても、崖に
なっているので境界面などが分かりやすく、勉強したことが分かりやすい形で示されていて納得できた。コロラド川が
見えるポイントまで歩いたが、日々の運動不足を痛感させられた。
　次に隕石クレーター（バリンジャークレーター）。これに関しては、最初に遠目からみたときは外側に押しのけられ
た砂が小さい山ぐらいに見えたので、近くに行って穴が開いていることにびっくりした。推定される隕石の大きさに対
して穴の大きさが非常に大きいので、当時の人たちが火山の火口であると勘違いしたのにも少し納得できた。穴の内側
に入ることはできなかったが、外側を回って感じたことは、穴からの風が非常に強いということ。吹き込んだ風が球面
によって方向を整えられて出て行く結果そうなっているのだろうか。

3つ目はデスバレー内の砂丘（デュモント砂丘）。風の力による臨界角の変化で、砂丘の断面が左右非対称になると
いうことがよく分かった。また、初日に行ったグランドキャニオンのココニノ砂岩層の斜線の出来方も納得できた。デ
スバレーは観光客があまりいない休まる場所だった。気温も高くなく、風も穏やかに吹いていたので非常に心が安らい
だ。ただ、やはり夏には摂氏50度を越える地域であるので、植物はみずみずしい緑色をしたものではなく、黒っぽい乾
燥したもので丈のあまり高くないものばかりであった。風で絶えず削られているので、粒子が非常に細かいのである
が、それを一番感じたのは他人のカメラが砂にやられて壊れていたときである。
　4つ目はデスバレー内にあるバッドウォーター。ここは、いわゆる塩湖になっている。当然、塩を食べてみた。かな
りしょっぱいということで、安心した。この塩は、水流が山々の間を通ってくるときにその地盤を侵食し、地盤内に
あったミネラル分（Na、Mgなど）が水に溶け込み、水中のClなどのイオンと結びつくことで出来ている。海に近い人
たち（日本人も）は塩を取りに行くなら海、という感じだが、大陸の内陸の人たちは塩は山にあるものというイメージ
らしい。岩塩の形成過程を見れたことで、今後より一層塩の旨みを楽しめそうである。

5つ目はNASA･･･には行けなかったので、代わりに行ったカリフォルニア科学センターのスペースシャトル
Endeavourの展示。宇宙は夢の塊みたいなところだと考えていて、宇宙飛行士になりたいと考えていたこともあるの
で、実物を見ることが出来て、光栄だった。スペースシャトルには必ず耐熱パネルがついているが（無いと大気圏で爆
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発する）それが日本の陶器を元に作られていることや、一枚で覆うのではなくタイル式に敷き詰めてあることで、陶器
を元に作られた欠点である破損しやすいということをカバーできる、簡単に取替えが可能であることなど学んだ。

最後にCalTech。海外の大学に言ったことも当然無かったので、初めてだったのであるが、最初の印象は“お洒落”で
ある。実際、生徒数は非常に少ない（東大と比べて）が敷地は広く、建物も日本の大学とは違った感じであった。
CalTechの生徒の方々と少しお話しする機会があったのだが、彼らの授業は週8コマ程度。ただし予習復習に必要な時
間が決められていて、勉強時間は非常に多い。平日は5時に起きて勉強と言っていた。素直に見習わねばと思った。

次に、少し地学的なことからリサーチということに対して実感した教訓について。
これはドロップストーンという現象がもたらした
地形である。ドロップストーンとは、海底にた
まっている砂などの形成中の地層に上から巨大な
岩が落ちてできた地層のことである。まず、なぜ
上から落ちてきたと言えるのかであるが、地層が
局所的に変形（曲がっている）していることか
ら、上からの圧力がかかったことが分かる。さ
らに、非常に局所的であることから、褶曲などの
現象ではなく、集中的に圧力が加わったことが
わかり、これにより上から降ってきたことが分か
る。次に、何故巨大な岩が海の真ん中の地層に
降ってくるのか、ということであるが、これは流
氷内に岩が包まれており、それが溶けることによ
り岩が落ちたと考えるのが最も妥当である（ド

ロップストーンが1,2箇所ではなく、世界各地で確認されていることより）さらに、この地層自体が温暖な海で、かつ地
磁気がほぼ赤道上の地層と同じ向きを示すことより、赤道上にも氷河があったと考えられ、これが地球全面凍結の証拠
と言われている。ここから学ぶべきスタンスは２つあると考えていて一つは現象の原因を徹底して追究する、原因の原
因まで言及するということ。もう一つはミクロな視点とマクロな視点の二つを同時に考えること。ドロップストーンと
いう局所的な現象からマクロな視点である地球全面凍結まで説明するということはこれに当たる。この二つはリンクし
ていて、地質学の場合、原因の原因を探っていくとだんだんとマクロになっていくことが多いように思える。これは学
問ごとに違うのだろうが、問題のサイズにとらわれすぎることがないようにしないといけない、ということに関しては
同じように思われる。

「地球探訪６に参加して」     山口 光男
今回この地球探訪６に参加してとてもよい経験が出来た。まず初めにこの授業を取った経緯を軽く説明します。
僕は二年生の夏学期に開講されていた、磯崎先生の担当する惑星地球科学（理科生用）を履修しました。そこで固体

地球や地球表層環境の歴史を学ぶともに、冬学期に開講される地球探訪の存在を先生から宣伝された。それを聞いて私
はとても興味を持ち、地球探訪を履修することにしました。以下、アメリカ見学の概要を順に大まかに振り返ります。

1日目は行きの飛行機が１時間遅れて、さらにロサンゼルスからラスベガスへ行く飛行機がキャンセルされてしまっ
たので、ロサンゼルスからラスベガスまでバスで行くことになった。そのせいで、グランドキャニオンの宿に着くのが
深夜になってしまったが、無事辿り着けただけよかった。

２日目は終日グランドキャニオンをブライトエンジェルトレイル沿いに見学した。グランドキャニオンではその雄大
な景色に感動しつつ、浸食地形や古生代の地層の出来方を先生の説明を聞きながら観察した。トレイル沿いを降りなが
ら、岩のスケールの大きさやそれらが形成される年月を思うと圧倒された。山頂から１０００m以上降りてコロラド川
の見えるプラトーポイントまで登り降りしたのは、大変だったがグランドキャニオンをまさしく「体感」したような気
分だった。３日目の朝は早めに起きて、朝日に照らされるグランドキャニオンを見た。その後はメテオクレーターに向
かった。メテオクレーターは突然地面にでっかい穴が空いていて、その存在感はすごかった。直径５０m程度の隕石
で、直径１．５km程のクレーターが出来るのだからその隕石のスピードの凄まじさを想像させる。この隕石の成分が元
になって地球の形成年代が推定されたというのに意義を感じた。メテオクレーターや博物館を見学したあとはローウェ
ル天文台に向かった。ローウェル天文台は冥王星を発見したというのが最大の売りという印象を受けた。太陽系の惑星
間のスケールを歩いて体感するというのがおもしろかった。その夜はラスベガスに宿泊した。ラスベガスはとてもきら
びやかした街で見ているだけで楽しかった。

４日目はデスバレーで氷河性礫岩（ドロップストーン）とキャップ炭酸塩岩を観察した。地層が斜めに堆積していたの
でこの地層が火山岩ではなく堆積岩であることをうかがわせた。基本的には砂の層が堆積していたが、たまに巨石が突然
地層に埋まっているのも見られた。しかもその礫の直下だけ歪んでいて、まさに巨石が砂の層に落下したことを思わせ
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た。自然を観察して考えることの大事さを感じた。また氷河性堆積物の直上にキャップ炭酸塩岩が大量に堆積していたこ
とから、二酸化炭素が速いスピードで取り込まれたことを示していた。このような事実を組み合わせてスノーボール仮説
が組立てられたことを知ると同時に、自然が残した事実とそれを解釈して説明することを分ける重要性を認識した。

5日目はデスバレー内の砂漠に行き砂丘に登った。風上か風下かで砂の堆積の仕方が異なるというのが、砂丘の頂上
に立つとよくわかった。砂丘の頂上から周囲を見渡すと、とてつもなく広い砂漠・乾燥地帯にポツンと私たちがいるの
がわかり、自然のスケールを体感して何か不思議な気分だった。砂丘のてっぺんから下に向かって走って下るのが童心
に帰ってとても楽しかった。また砂の中に手や足を入れると、ひんやりしていて砂の感触が伝わってきて気持ちよかっ
た。その日はTalc City Hillsというとこで化石採取もした。その地帯だけオルドビス紀の化石がたくさんあった。見つ
けた化石を持ち帰るために石をハンマーで割るのにコツがいた。

６日目はオーウェンズバレーでローンパイン断層を観察した。ローンパイン断層は自分が担当して調べたとこなので
実際に現地で見たときは感動を覚えた。西側のシエラネバダ山脈とオーウェンズバレーの平地と青空のコントラストが
とてもきれいだった。現地の研究者の説明や専門的な単語もわかるのが多かったが、まだまだ理解しきれていないこと
もあった。ローンパイン断層からやや離れたとこにある大きな花崗岩の塊が多くあるとこにも行った。そこではロック
クライミングをしたが、自然にできた地形を登って高いとこに行くのはとても気持ちよかった。上から見下ろした光景
や向かいの岩山の景色が印象的だった。

７日目はカリゾ平原でサンアンドレアス断層を観察した。ウォレスクリークでは川の跡が二回直角に曲がって流れて
いて、まさに断層運動が起きたことが伝わった。その後石油が地面から漏れているとこも見た。石油の掘削機も周囲に
点々と存在していた。

８日目はカリフォルニアサイエンスセンターと世界トップレベルの理系大学であるカリフォルニア工科大学（カルテッ
ク）を見学した。サイエンスセンターはかなり広かった。スペースシャトルエンデバーの実物が飾ってあり、宇宙開発の
ロマンを感じることができた。その他の展示では地球を海や砂漠や北極などエリアごとに分けて紹介していた。他にも宇
宙関係や都市の技術や問題についての展示もあった。日本の科学館とは異なり、何かしら手を動かしたりする体験型の展
示が多く、子供も楽しめるように工夫されているのが印象的だった。カルテックでは、スノーボール仮説を初めに提唱し
たカーシュヴィンク先生が案内してくれた。カルテックは学生数の割にキャンパスが広い印象で伸び伸びとした雰囲気を
感じた。学生寮ではカルテックの学生と少し交流した。日本の学生と比べるとしっかりした印象を受けたし、学生寮とい
う環境でお互い刺激を受けられるのは強みだと思った。９、１０日目はほぼ飛行機での移動で終わった。

このアメリカ見学を通して一貫して感じたことは、アメリカ西部の自然のスケールの大きさだ。グランドキャニオン
の地層がむき出しになっているのもそうだし、ベイスンアンドレインジの盆地と山の対比も印象的だった。それと同時
に自然と人工物の対比、人間の小ささというのも感じた。人間は広大な自然の中で頭を使って道路や車を作って、街を
作り生きて来たのだなと改めて実感した。あとは実際に実物を見て学習するのはとても印象に残るしおもしろいものだ
なと思うと同時にその大事さもわかった。自分が一生懸命調べたり写真で見てきたものを実際に目の前にしたときの感
動は大きい。アメリカの国や文化というのを、街を歩いたり買い物したり人々とコミュニケーションを取ったりする中
で、少し知れたのも良い経験だった。

この授業は前期教養のものなので、専門がまだ
決まってなくバックグラウンドが多少異なる学
生が多かった。その中で海外留学を具体的に考
えている人や研究職を考えている人もいて刺激
を受けることが出来たことも良かった。
またカルテックを見学することでアメリカの大
学の雰囲気や学生の考え方の一部がわかり、将
来留学するときのことを具体的にイメージしや
すくなった。もっと英語のコミュニケーション
の練習が必要だなとも思った。
最後にこのような授業を用意して熱心に説明や
引率をしてくださった磯崎先生や現地で案内を
してくださった教授・研究者の方々、一緒に参
加した石川先生、院生の方々、この地球探訪を
履修したみんなに感謝します。この経験を今後
役立てるようにがんばっていきます。

ベストショット：どれを選ぶかけっこう迷いましたが、他の人と被らなさそうなものにしようと思いました。この写真
はオーウェンズバレーのローンパイン断層で撮りました。後ろがシエラネバダ山脈です。山と青空と平地のコントラス
トのキレイさが、僕がその場で感じたものに近いところが気に入っています。
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北米の大地形を巡って得たもの    古川 頼誉
ぼくはこの巡検より前に、2回だけ海外に行ったことがある。1回目はオーストラリアでのホームステイ。はじめての

海外生活で、自分の世界が地元から一気に拡張されたような気分を味わった。2回目はアメリカ北東部(シカゴ・ボストン)
旅行兼大学巡り。大学のオープンキャンパスで高校生が感じることを多分ここで感じたのだろう、なんとなくここに来た
いと思った。どちらも後の自分に強く影響を与えたものだったが、今回もその例外に漏れることはなさそうだ。北米大陸
南西部の大地形ならびに各種施 設を回るゼミ「地球探訪 VI」はとても多くの経験を与えてくれ、その中で様々なことを考
えることができた。写真で見るのと現物で見るのとは全然違うことを出発前に磯崎先生から何度も聞いたが、最初から最
後まで本当にその通りだった。まず、行程の一番初めに訪れたグランドキャニオン。初日にして、最も体力を消耗した場
所 であった。頂上からPlateau Point Trailまで、高低差
1.2km以上に及ぶ道を一日掛かりで降りて登った。海抜
高度 2,000mの崖上部にバスが到着し、そこから崖を下
り始めるとすぐに、前日降った雪が赤色の地面を覆って
いるのが見て取れた。砂漠に雪という組み合わせは、雪
国と東京にしか住んだことのない自分にとって奇妙に
映った。集団で崖を下りつつ、磯崎先生の話に耳を傾
け、見学案内書のグランドキャニオンの解説を眺める。
すると今歩いている場所は古生代に堆積してできた地層
を観察する。すると、険しいだけだった崖が、(地質学
的にも感覚的にも)何かしら意味を持ったものに見えて
きて、感動が増す。多少なりとも、その崖が形作られて
きた歴史に思いを馳せることができるようになる*1。た
だ「すごいなあ」とだけ思って終わらすのではない、と
はこの事だと思う。また同時に、案内書には書かれてい
るけれどもただそれだけだったもの、知識・情報でしか
なかったものが、実感を持って理解されることに気付
く。これはグランドキャニオン以降何度も起きた。
　自分たちの班が調べた Lone Pine 断層と Carrizo 平原ではそれが特に強く意識されて、面白みもずっと大きかった。そ
の極みが、巡検最終日である 24日のCalifornia Science Center見学、即ちスペースシャトルEndeavourを見たことだ。
20年にわたって地球と宇宙を往来し、テレビで幾度もその飛び立つ姿を目にしたシャトルが目の前にあるのは信じがたい
ことだった。ジェット推進研究所の見学が中止になった 代わりの訪問だったが、こっちで良かったと強く感じる。上記の
ような体験に加えてもうひとつ大きな収穫がある。それは学内のいろいろな人々との交流だ。大学に入ってからの自分の
交友範囲は、クラスと1つのサークルにほとんど限られていたうえ、教員が喋るだけの授業ばかり取っていたので、大学が
なんとなくつまらないといつも感じていた。そんな中たまたま見つけて取ってみたのが地球探訪である。アメリカに行け
るからという単純な理由で出てみたのだが、今までの大学生活にかけていたものがちょうど入ってるものだったとは予想
していなかった。まず、教授・TA との距離がとても近かった。科学者として、今後の日本を背負う者としてのあるべき姿
勢を学んだ。自分と同じ前期教養課程の仲間たちとは、いろいろな背景を持っていることに気づき、普段の学生生活では
話すことの無いようなことを話せた。それと同時に、今まで自分が受け身の姿勢でありすぎたことをいたく感じた。今年
一年があまりおもしろくなかったように感じたのは、自分があまりにも不活発だったからなのだった。進学振り分けの点
数を気にして授業を選んだり*2、おもしろいかもしれないことを面倒だと思ってやらず終いにしてしまったりしていたの
だ。来学期からはこうした授業にも積極的に参加するなどして、もっと活発な学生生活を送ろう。地球探訪に参加する目
的は、単純にアメリカに渡ってアメリカを見てくること以外に、今まで縁の遠かった地学に本物の地形付きで触れるこ
と、加えて今回の体験を自分の進路を考える際の参考にすること、というのが主なものだったが、これらの目的以上のこ
とを今回の巡検で得たと感じる。ただ、最後の目的についてはどうだろか。進学先や将来について尋ねられたとき、ぼく
はいつも「宇宙に行きたい」と答える。行きたい、と言っても宇宙飛行士になって自分を宇宙へ飛ばしたいという意味で
はない。宇宙に関わること̶‒理学か工学か̶‒をしていきたいのだ(だったら最初からそう言えば良いのだろうが、心持ち
として宇宙に行きたいということなので)。地質学の面白さを身をもって知り、本物のスペースシャトルを見てしまった今
回の巡検で、自分の方向性は定まるどころか、却って悩みが深まってしまったような気がする。進学振り分けまであと半
年しか無いのにこれは困った。今回の体験がまだ整理仕切れていないので、早くそれを終わらせて自分のやりたいことを
見定めようと思う。巡検に一緒に同行した先生方、TAの方々、教養課程の仲間たちを始め、巡検中に案内や手助けをして
くれた多くの方々に感謝したい。 *1それができるという意味で、地質学者はたぶん世界でもっとも地球を楽しむことの出来る人達なのだと思
う。それを目的に地質学 を専攻してもいいかもしれない(って言うと怒られる?) *2 その割にあまり点数が取れていないなんてことは言えない。
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地球探訪　報告書       森田 楓
　 母なる大地は不変だと思っていた。街は変わった。再開発によって木
造の一軒家は姿を消し、ショッピングセンターになった。人も変わっ
た、と師匠は言う。今の人は気概に乏しくなったね、と。しかし、大地
はずっとそのままの姿だと漠然と思っていた。
　 デスバレーでは、氷河性堆積物の層が見られる。古地磁気の測定によ
り、その地層が赤道付近で形成されたこともわかっている。つまり、赤
道付近にも氷河が発達していたことになる。これが、地球全体が凍結し
ていたとする考え方の根拠である。もしそうなら、年代に0が8つもつく
遠い昔、地球は真っ白く見えたことだろう。今からはまったく想像もつ
かない大地の有様である。
　 グランドキャニオンでも、現在とはまったく異なる様子がうかがえる
地層がある。ココニノ砂岩層である。この層には、同じ方向に斜めの線
が入っている。これは、砂丘が固まってできたものだ。つまり、垂直に
削られた壮大な景観を呈するここも、大昔は砂丘だったのだ。劇的な変
化である。グランドキャニオンでは、前日の12時間バス移動など無かっ
たかのように、4時間睡眠もものともせず、時差の矯正という目的も兼ね
て、本格的な登山者たちとすれ違う中、ジュース1ガロンを持参する猛者
も交えて、厳しいアップダウンの十数kmエクストリームハイキングが行
われた。朝と夕方を比べてもちろんグランドキャニオンの姿に変化はな
かった。近くに住むおばあさんに聞いても、小さいころと比べて変化は

ないと答えるだろう。開拓民が初めてこの谷に遭遇したときの姿も、今と同じだったに違いない。変化は、人間の歴史
などゼロに近似できるくらい非常に長いスパンで起こったのだ。
　 そのスケールに比べたら、21世紀の大きな問題とされている地球温暖化も小さなものに感じられる。温度上昇は、
たった100年間で、たった0.7℃程度なのである(下図)。問題は、あまりに高度に複雑化して、緻密になってしまった社
会ではないだろうか。“ちょっとした”気温変化だけでゆらいでしまうところに、繊細なガラス細工を重ねられる。現代
の生活には、それを切られると生活が立ち行かなくなる生
命線が多すぎる。その中の太い一本がぶっつんと切られて
しまったとき、世界同時危機が到来する気がしてならな
い。もし何らかの理由で食糧生産が激減したら。人口が70
億を超えたと推定される中、世界食糧危機のパニックが考
えられる。そこで、柔軟性という視点が必要ではないか。
より高度化すると同時に、多少の変化や想定外の出来事に
も揺らがないおおらかさも持ち、強くなるべきである。個
人レベルでいえば、エクストリームハイキングや多少の変
化(10日間サンドイッチ生活)や想定外の出来事(飛行機の欠
航)を乗り越えた私たちは、確実に強くなった。多くのこと
を学び、力を得た私たち。さぁて、いっちょ、世界を救い
ますか。

【私の一枚】Sierra花崗岩の見学　被写体の人物はどこでしょうか。見つけた
とき、嬉しさと同時に岩のスケールの大きさへの驚きも得られる写真です。個
人的には、ここを登って戻ってきたという達成感も思い出されます。
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主題科目「地球探訪」で学んだこと    神崎 友裕
地球探訪を通して、私はいくつかのことを学んだが、その内容は多岐にわたった。まず、惑星地球表層の実態を学ぶ

ことがこの授業の目的として挙げられている以上当然であるが、地質学的な項目について多くのことを学ぶことができ
た。これまで、私は浪人をしていた頃に１年間予備校で地学の授業を受けたのみで、座学による知識としての地学しか
知らず、実際に巡検などに出向いてその実態を知ることはなかった。実際に見ることで個々の知識が結びつき、岩石を
中心とした惑星表面の諸現象や物質循環についての具体的なイメージをつかむことができた。その一方、地質学とは直
接に関係の無い分野でも、多くの学びを得ることができた。旅程の後半でハンドルを握ってくださった敏腕ドライバー
のフェルナンドさんや、様々な点でお手伝い頂いた院生のみなさんとの交流もまた私にとって非常に貴重な体験であっ
た。これらのことについて、これからそれぞれの項目に分けて記述していこうと思う。

l 堆積岩の形成の具体的なイメージ、地球表面の物質循環への理解
今回の旅行で最も得たものは、堆積岩の形成の具体的イメージである。これまで、物質が海底や河底に堆積し、固着

する事で堆積物が形成されることを知識として知ってはいた。しかし、今回の旅行では具体的に①堆積途中の堆積物、
②固着途中の堆積物、③堆積岩を一度にまとめて観察する事ができ、非常に有益であった。堆積途中の堆積物は、５日
目のデスバレーの巨大砂丘で観察する事ができた。前々日のココニノ砂岩層の観察により、一方向に卓越した風や水流
があるところで堆積した堆積物には斜交葉理が見られることを学んだが、ここでは斜交葉理が形成される過程を直接に
観察する事ができた。さらに、堆積速度の違いが一枚一枚の葉理を積み重ねていくことも観察できた。

砂丘は風に対して左右非対称に形成される。風上側が強い風に浸食され、風が弱まる風下側に砂が堆積するからで、
このため徐々に砂丘は移動していくと考えられる。また、足を踏み入れると崩れ落ちる砂の尾根から、砂丘の風下側の
面の傾きが安息角になっていること、風上側の面は風に押されて安息角よりもさらに急になっていることがわかった。
これらのことから、斜交葉理の傾きがその堆積物の安息角程度になることを理解した。また、ココニノ砂岩層の葉理の
厚さがほぼ一定に見えたことから、砂丘の上部と下部では一般に堆積速度にあまり差が無いと考えた。このことは実際
に確認しなかったが、機会があったら簡単な実験をして確かめてみたい。また、季節など、風の強弱が変化する原因が
あり、このことによって一枚一枚の葉理が出来ることも学習した。

固着途中の堆積物は、６日目に干上がってしまったオーウェン湖底で観察する事が出来た。オーウェン湖はほんの
100年前に涸渇したばかりで、その縁では水際の線や甌穴の生々しい跡が見られ、水位の急速な低下を実感した。ま
た、先住民が遺していったペトログリフがかつての豊かな姿を偲ばせた。近くには貝類の化石を含む礫や砂の層が見ら
れる露頭があった。手で触ってみると、まだ軟らかくパラパラ崩れるものの、未固結の礫や砂の間に細かい粒子が入り
こんで結着している様子が分かった。また、磯崎先生のお話を聞くなかで、沖縄にはカルシウムが沈着し、ほんの半世
紀前に米兵が落としたコーラ瓶すら固結するほど固結の速度の速い場所があると聞き、そちらも是非一度観察してみた
いと思った。堆積岩は、旅程の様々なところで観察した。最も大規模に観察できたのは２日目のグランドキャニオンで
あるが、歴代の受講者もきっと自らの足で見た堆積岩の偉大さを記録しているだろう。むしろ、私の印象に残ったの
は、事前学習で担当していた４日目のデスバレーの先カンブリア時代の終わりの氷河性堆積岩層である。ここでは、ド
ロップストーンが海底の泥層に勢いよく落ちて葉理が歪んだ様子を観察できた。グランドキャニオンで観察した、ハー
ミット泥岩層に出来た大きなクラックに砂が入りこんだ様子も含め、ただぼんやりと堆積岩を眺めて分類するだけでな
く、その堆積している様子をよく観察し、そこから堆積当時の環境を推測することを学習した。また、氷河性堆積物層
の上位にあった炭酸塩岩層は化学的に堆積したと考えられるが、顕生代以後の生化学的に堆積した炭酸塩岩と化学的に
区別することは期待できず、化石の有無が最も有効な方法であることを知った。

l 火成岩の岩体の観察
６日目のアラバマ・ヒルズでは、花崗岩の岩体に触ったり、殴ったり、よじ登ったりしてその様子を観察する事が出

来た。これまでの火成岩に対するイメージは均質で連続的な塊のようなものであったが、その予想に反して実際には節
理が発達し、割れ目や裂け目だらけでどこまでも上まで登っていくことができた。だから、いつ行き過ぎて滑落者が出
るだろうかと内心ひやひやしていた。高校地学の教科書で玄武岩の柱状節理の写真を見たことはあったが、冷却の過程
で節理が発生することが火成岩一般によくあることを知ったのは初めてだった。また、グランドキャニオンで大規模な
垂直の裂け目として観察した堆積岩の節理は固結のときの体積変化でできるのに対し、火成岩の節理は冷却による体積
変化によってでき、火成岩の熱輸送に対する特性や冷却のされ方によって規則的かつ特徴的に出来ることを学習した。
また、別の場所では日本で一般的に見られる御影石とよく似た花崗岩を観察する事で、太平洋の両岸に現れた造山運動
の類似性についても理解した。とくに、デスバレーで正断層を作った力が日本海を開いた力と同様のものだったことは
興味深く、大陸の分裂や肥大についての理解を深めることができた。その他にも断層の形成や褶曲の様子の観察など、
興味深いものは非常にたくさんあったが、地学とは直接に関係しないところでも強く印象に残ったものがあった。
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l フェルナンドさんとの対話
日本では英語以外に第２外国語を履修する事が大学におい

て一般的であり、そのため私はロシア語の授業を履修してい
る。しかし、サークルで南米アンデス地方の音楽をやっている
関係で、２学期からスペイン語の授業も履修している。

今回の旅程では４日目から運転手の担当がフェルナンド＝
カサスさんに変わった。フェルナンドさんはこの授業の担当は
初めてで、初日にはいきなり燃料の給油を忘れて我々を長らく
待たせて少し不安になった。しかし、途中なんどもあった蛇行
する山道では積極的に攻める腕を見せて下さり、徐々に受講者
の信頼を勝ち得ていたと思う。さらに、８日目の午後には別の
仕事で一旦抜けるなど、多忙な様子も垣間見た。

とても好奇心の強い性格で、巡検にも何度もついてきては
磯崎先生の話を興味深く聞いている様子が印象的であった。特
に、５日目のダーウィンでのパーティーではハンバーガーのご
相伴に与りつつ、（主に女子）学生との会話で友好を深めてい
た。学生の間ではアジア系の女性が好みなのだという噂があっ
たが、将来彼にまたきっと素敵な出会いがあること、そしてい
つかまたこの授業を担当して下さることを心から願っている。

フェルナンドさんとの対話を私がこれほど重視した理由
は、彼がヒスパニック系だったからである。聞いてみると、生まれはロサンゼルスだが第一言語はスペイン語だとおっ
しゃっていた。私はそれを聞いてスペイン語運用能力を少しでも上げようとスペイン語で積極的に話しかけてみたが、
全然上手く行っていなかったと思う。それでもフェルナンドさんはスペイン語を教えようとして下さり、そのおかげも
あってそこから３日間でスペイン語会話能力は目覚ましく向上した。実際、残りの日程では挨拶だけは全てスペイン語
で通した。私は幼少期にロサンゼルスの幼稚園に１年間通っていたことがあり、担任の先生がヒスパニックの女性だっ
たことをはっきりと覚えている。そして今回、改めてヒスパニックの人々との親近感を感じることになった。それ以上
に教員以外の誰かとスペイン語で会話した経験は、スペイン語学習のモチベーションを大幅に向上させることになっ
た。ただサークルで必要だからスペイン語を勉強するのではなく、会話する楽しみを知り、彼らのことをもっと知りた
いという欲求が生まれたことで今後はもっと主体的な学習が出来るのではないかと思う。また、いつか来るだろうロシ
ア語話者とのファースト・コンタクトに備え、ロシア語の学習も手を抜かずにより高みを目指していきたい。

l 院生の方々、そして将来の進路
私は随分と以前から漠然と理学部地球惑星環境学科を志望していた。初めは古生物に興味があり、地球型惑星の表層

で起こる現象一般を知ることに興味が移った。その一方で、教養学部前期課程にいる間は進学先のことについて出来る
だけ考えずに語学中心のカリキュラムを組んでいた。しかし、ご縁あってこの授業を受講し、特に就活真っ盛りの院生
の方々と会話する中で、初めて学部や院を卒業した後の自分自身の進路を意識する事になった。実際に地学の研究をし
ている方々にお会いする中で果たして、これほど未知だらけで深く多岐にわたる分野に進んでも、自分ひとりでどれほ
どのことが出来るだろうか？という恐怖も覚えた。一方で、蓋盛さんのように地学とは全く関係ない分野に進んでいく
方を知ることで、地学を学習し、地球についての理解を深めることが必ずしも目標ではなく、むしろそうして得た研究
手法を別の分野で活かすこともまた重要であることを学んだ。それが、一般教養科目としての「地球探訪」を開講する
目的だったのだと思う。

地球探訪VI        山崎 健一

私はこの「地球探訪VI」の授業を、グランドキャニオン等をただ見に行くのではなく、地学的な観点から深く学習
し、それから訪れるということに魅力を感じたのでとることを決めた。私の班では、デスバレーに特徴づけられるベイ
ズン＆レインジの地形の成り立ちについて学習し、授業で発表した。その中で学ぶことも多かったが、実際にこの巡検
に行って学んだことはスケールが違った。詳しいアメリカ大陸の歴史から、アメリカの風土まで幅広い、数多くのこと
を実体験を通して学ぶことができた。その中から特に印象に残った3点のことについて簡単に書きたいと思う。

1点目は自分の実体験として知っていることと、本や写真等で見たことがあることの違いを改めて思い知らされたこ
とだ。先述したように、私の班ではアメリカ西部の南北方向に長い山脈と盆地が東西に連なるベイズン＆レインジの成
り立ちについて資料をまとめ発表していた。その作業の中で、デスバレーについてある程度知っていたつもりだった
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が、そのデスバレーを自分の目で見た時、そのことは間違っていることに気がついた。私はデスバレーという名前やそ
れが持つ特徴は知ってはいたが、デスバレーそのものを知らなかった。少し話が逸れるが、特にそこで感じた思いとし
ては、どうやってベイズン＆レインジの形成について定説を打ち立てることができたのかという驚きだ。私がそこで周
囲を見渡したが、山脈と地平線しかなかった。科学者が事実を一つ一つ積み上げ、そのベイズン＆レインジが東西に広
がっているという考えを生み出したというのはわかるが、他の研究者を納得させるような理論を構築したことに尊敬を
感じる。今まで、物理の実験などで理論の証明等をしたことはあったが、それには答えが実験する前からあった。しか
し、デスバレーには答えはなかった。答えのないものを追い続ける科学者がどんなに大変で、面白いかを垣間見た気が
した。これは現地で実際にデスバレーを見たからこそ感じられたことだ。今の時代、映像や情報を手に入れようと思え
ば、たいていインターネット等ですぐに得られる。しかし、やはり自分の目で見て確かめないと本当のことは何もつか
めないということを教えられたような気がした。これからは、何事もわかった気にはならず自分で見て考えるようにし
たい。

二点目はアメリカの大きさや自然に圧倒されたことだ。アメリカ西部の年間降水量は50mm以下と少ないため、断層
や隕石クレーターがかなり綺麗な形で残っている。そのことを活かし、今回の巡検では日本では降雨や河川による風化
でかき消されてしまうような大陸の活動を見学しに行った。そのような景観が固まっていて巡検には適切だと言われて
いたが、アメリカ合衆国本土からすると短い距離でも、バスでの移動時間は長く、アメリカの大きさを実感した。ま
た、デスバレーとグランドキャニオンは、日本では考えられない広さの国立公園で、デスバレーは福島県ぐらい、グラ
ンドキャニオンは福岡県ぐらいの面積がある。到底、日本で考えられない規模でこの事実にも驚かせられた。もちろ
ん、自分の足で全てを見尽くすことができない、見尽くそうとも思えない広さで戦慄を覚えた。さらに、多くの土地
が、特にネバダ州近辺の乾燥している地域で、余っていることにも驚かされた。日本では住宅街や畑になっていない土
地は山奥の森林程度がほとんどだが、アメリカでは広大な盆地がほぼ手つかずの状態で残っていた。だからこそ、国立
公園をいくら広くしても、アメリカは困らないのだとは思うが、日本の狭い土地にぎっしり建物が乱立していることと
比較すると考えられない。このような、圧迫感がない土地があのアメリカ人の気風の一部を作っているのではないかと
思わされるほどだった。

三点目は、学んでから物事見て考えることの大切さを知ったことだ。観光名所として有名なグランドキャニオンの地
層の歴史を勉強してから私たちはその絶景を眺めた。そのため、外見的なインパクトと同時に、古生代の地層が綺麗に

見えているという学問上でも価値のあるものを見ている
ことが理解できた。多くの観光客が見た目だけで感傷に
浸り、注意を払わないような細部まで見学できたことは
私たちにとって、とても有意義なことだ。なぜならグラ
ンドキャニオンとは何かと聞かれ写真を見せるのではな
く、言葉で説明する方が情報を的確に伝えられるよう
に、私たちが見るべき対象の細部まで調べることの大切
さを学んだからだ。これからは、ただ表面上のことに左
右されるのではなく、テレビや新聞などから得る情報
も、自分で考えてから理解するように努めたいと思う。
結局、この巡検で、物事の論理を考えて体系的に学び、
どこまでが事実でどこからが仮説なのか等を、自分の目
で見て、自分で考えることの重要性を学ぶことができ
た。また、アメリカという異国の地で自分は何ができる
か、将来何をするべきかを考えさせられる大変良い機会
となった。さらに、お互いに良い刺激を与え合う素晴ら
しいい仲間にもであった。この巡検がこれからの自分の
糧になることは間違いないと思う。
最後に、今回の巡検に参加させていただき、素晴らしい
経験をすることができたのは、磯崎教授を始め、石川助
教、磯崎研究室の院生の方々のご配慮や助けがあったか
らだ。このことに対する感謝の気持ちを忘れずに、この
稀有な機会で得た知識や経験をこれからの人生に活かせ
るように努力したいと思う。

私のベストショット：グランドキャニオンのブラトーポイントから見えるコロラド川ブライトエンジェルトレイルを
地層を見学しながら下り続けること約3時間半、やっと着いたブラトーポイント。疲れている割に、すごく 感動しては
しゃいでいた。そしてこの写真家から原生代の不整合や古生代の地層も見える。
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地球探訪６ アメリカ巡検報告書 デスバレー訪問 

石村 脩
　まず始めに、今回プログラムに参加するにあたってお世話になった磯崎教授及び東京大学のスタッフの皆様に心から
感謝申し上げます。
1. デスバレーにみる氷河性堆積物とキャップカーボネイト　
 今回巡検でまわったデスバレーでは５-７億年前の地層に氷
河性堆積物の上に炭酸塩岩の地層が重なって堆積している地
層を確認することができる。氷河性堆積物とは氷河によって
運搬され堆積した堆積物である。特徴として、迷子石と呼ば
れる氷河によって運ばれた大型の礫が含まれている。右写真
が今回巡検で撮影した迷子石の写真である。大型の石が堆積
する際に落下し、その下の部分の地層が変形された様子を見
ることができる。また、この地層に含まれる古磁気を計測す
ることにより、この地層は赤道付近で堆積したものであると
いうことが判明している。
　 次の写真は炭酸塩岩と氷河性堆積物が接した部分のもので
ある。この炭酸塩岩は浅瀬で出来たと思われるものであり、
成分としては炭酸マグネシウム及び炭酸カルシウムが含まれ
ている。これが表すのはこの地層が堆積した際、周りの環境
は温暖で、かつ周囲の二酸化炭素濃度が高かったということ
である。（写真に映っている地形は、断層によって地層がず
れ、炭酸塩岩の地層と氷河性堆積物の地層が接しているよう
に見える部分であるが、実際にこれらの地層が断層によって
ずれ、接しているように見えているだけである。)
 以上の、寒い環境において生成される氷河性堆積物の地層
と、温暖環境下において生成される炭酸塩岩の地層が接して
いることから、その間に非常に大きな環境変化があったとい
うことが推測され、それを説明する為に提唱された一つの説
が、この時期に地球の表面全体が氷に覆われる、全球凍結が
発生したと言う説である。
2. ジョン・カーシュビング教授
　 先に述べた、仮説を提唱したのが現在カルフォルニア工科大学に在籍するカーシュビング教授である。カーシュビン
グ教授のお話を聞く中でもっとも印象に残ったのは、メンバーの一人が質問した「世界でトップを走るカルフォルニア
工科大学の学生と比べ、東京大学の学生にはいったい何が足りていないのか」という質問に対する答えであった。教授
曰く、東京大学の学生には十分なだけの問題解決能力が備わっている、しかし、問題を発見する能力は不足している。
ということであった。カルフォルニア工科大学の学生は大学に入ってすぐに研究室で研究に携わる機会がある。そして
一人の教授が担当する学生は数人で、学生は教授からより密で細かい指導を受けられる。しかし東京大学ではこのよう
な機会はカルフォルニア工科大学に比べて少なく、これが大きな要因の一つではないだろうかとのことであった。私個
人の意見としては、カルフォルニア工科大学の教育体制には一長一短があり、今の東京大学ならではの利点があると
思っているが、自身がカルフォルニア工科大学の教授であり、息子は東京大学の学生であると言うカーシュビング教授
の指摘は、自身が今後東京大学においてどのような活動をしていったら良いのか、何も行動しない状態では何が足りな
いのかといったことへの理解の大きな指針となるものであった。
3. 感想
このツアーに参加して私が得たものは非常に多い。アメリカという広大な国を肌で感じたこと、フィールドワークの基
礎を学んだこと、参加した他のメンバーとの友情（この報告書は、ちょうどメンバーとの打ち上げの前に書いてい
る）。一つ一つあげればきりがないであろう。しかし最も大きなものは、事実と推論を分けて考えるという思考方法を
磯崎先生に指導していただいたことであると感じている。事実から求められる推論はあくまで仮説であり、今後新たな
事実の発見や、解釈が生まれることにより一転してしまうことがあり得るものだということだ。この事実と仮説を分け
て考えるという思考は、今後自身が研究を行ってゆく上で、先入観によって理解がゆがめられてしまうことや、間違っ
た理解をすることを防ぐのに大きな役割を果たすであろう。磯崎先生には心からの感謝を述べたい。
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地球探訪レポート　(2013/02/17～26)   川端 野乃子
　 日本で頻繁に叫ばれる自然保護活動は大概森林などの緑を保全することを意味する。そういう日本でのものの見方に
慣れきった私にとってアメリカで目にする「自然」は異色だった。デスバレーでの雲一つない空。申し訳程度にまばら
に生える植物。砂、そして岩。そこで撮った何枚もの写真を見返しても、黄土色ばかりで代わり映えがしない。

初めてグラウンドキャニオンの岩肌を見たとき、そのあま
りの迫力に息をのんだ。ありふれた感動の言葉は釣り合わな
い気がした。しかし同時に、一枚の巨大な写真を眺めている
感覚になったのも事実である。目の前にあるものが本物とは
思えなかった。よくグラウンドキャニオンを眺望すると人生
観が変わるという人がいるが、人生観なんてものはそう簡単
に変わるものではないと思う。確かにそこで見られる自然は
見事なものではあるが、見ることによって得られるものはほ
んの一部に過ぎない。アメリカの大地のスケールの大きさ
は、歩いて、触れて、考えて、五感を最大限に使わないと到
底受け取ることのできないものだった。多くのものは遠くに
見えるから美しい。コロラド川が見下ろせるというプラトー
ポイントまでの白い道は、崖の上からは何かの映画のワン
カットかのように見えた。しかし、そこまでの数マイルの道のりは、決して優美なものではなかった。靴にこびりつく
赤茶色の泥、滑りやすい雪、切り立つ岩壁、崩れやすい足場。息を切らして歩きながら、4000万年もかけて深さ
1200kmもの峡谷を作ったコロラド川を恨んだ。そして、その時間の重みと自然の持つエネルギーにおののいた。遠く
に見えるものは美しいけれど、いざ近寄ってみるとその陰にある泥臭さや煩雑さに気付く。学問においても同じことが
言える。中学レベルの知識しか持たずにこのゼミに参加したわけだが、グラウンドキャニオンの峡谷を歩き、古生代の
地層がいかにして形成され現在の姿を見せるようになったかについての説明を聞くうちに、たちまち地学の面白さに魅
了された。今ある事実を説明するために、様々な角度から検証が試みられ、解釈がなされる。そしてその解釈から新た
に見えてくる事実もある。例えば、リムのふちを取り巻くカイバブ石灰岩からはサンゴやウニの化石が発掘されたた
め、地層形成時の環境は温暖な海であったと推測できる。石の色が明るいから水は澄んでいたはずだ。でもそういう
すっきりとした筋道は、まだ私が地学という学問を遠目に見ている段階に過ぎないからこそのものでもある。近くに
寄っていけば、きっとそこには仮説と推論が入り乱れる複雑な世界が待っているのだろう。このことは、デスバレーを
訪れ、スノーボールアース仮説について学んだ時に痛感した。スノーボールアース仮説とは、赤道域で氷河堆積物が形成
されたこと、その氷河堆積物の上にキャップカーボネイト（熱帯地域で形成される）が見られること、という事実を説
明するために、地球全体が氷で覆われた時期が2度あったとする仮説である。全球凍結のプロセスとして、二酸化炭素
の地殻固定による温室効果の減少が地球の寒冷化を促進したのだという説明が紹介され、私はすぐに納得してしまっ
た。でもその後の説明で、二酸化炭素の温室効果の威力自体が疑わしいということや、二酸化炭素の地殻固定が起こっ
た原因がまだ解明されていないことなどを知り、分かりやすい説明は簡単に信じてしまいたくなるけれど、単純なもの
が正解とは限らないということを痛切に感じた。いつかコロラド川を見たいとそう願いながら、舗装されていない道を
ひたすらに進む。それは辛くて骨が折れることかもしれないけれど、でも実は、プラトーポイントに辿り着くことより
も、自分の身をもってその道をかきわけていくことに、面白さと本当の意義があったりもするのではないか。そう考え
ながら旅行中に撮った、似たような茶色系統の写真を眺めていると、それら1枚1枚がもはやただの写真ではなくて、辿
り着くまでの苦労や眼前の景色への高揚感を伴ったものに
なっていることに気付いた。
　 最後に、この旅行で最も印象的だったことについて書いて
おきたい。「落差」が大きいとき、それは記憶に残りやす
い。もちろん日本とアメリカでの自然というものの景観の違
いも、大きなギャップ（落差）であったことには違いない
が、それも、ラスベガスの街を見たときの衝撃には敵わな
かった。グラウンドキャニオンの静けさの中で、自身の存在
の小ささを思い知り、メテオクレーターでは、人類自体が地
球の歴史の中でほんの一時のものに過ぎないということを実
感し、ローウェル天文台では、その地球自体も宇宙を構成す
る一要素以上のものではないということを悟った。それなの
に、その直後に、何もないところから少しずつ作られてきた
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人工物の極みを見せられては、心の中に静かに広がっていた空
虚感も吹き飛んでしまう。ラスベガスの街の灯りは夜空に浮か
ぶ星のようだった。思えば、artificialとnon-artificialのコント
ラストは旅行を通して毎日のように目にしてきた。人の手が加
えられていない広大な大地と、その中に真っ直ぐのびる、舗装
された道路である。連日、バスの中から窓の外の景色を眺めな
がら、自分が次第に道路を好きになっていくのを感じた。壮大
な景色ならまだしもなぜ道路なんかを愛しく思うのか、我なが
ら不思議だったが、それはおそらく人工的にきれいに整えられ
た道路を見ると、孤独感や無力感が緩和されたからだろう。
artificialとnon-artificialの対比があったからこそ、自然を前に
すれば人は完全に無力だとか、逆に、人の力をもってすれば自
然をたやすく改変できるとか、そういう極端な思考に走らずに
済んだ。素晴らしい10日間をサポートして下さった全ての方
に、心から感謝しています。

地球探訪　レポート      川畑 慎太郎
今回私が全学ゼミ『地球探訪』に参加したのは、地球の原始の姿を見たかったからである。今年度夏学期に同じ磯崎

教授が開講していた「惑星地球科学Ⅱ」を受講し、地球の歴史について興味を持った。その時磯崎氏が今回の研修旅行
について宣伝され、そうした地球の歴史を実際にこの目で見られる機会があるのならぜひ参加したいと思った。

今回の旅行は、私のそうした知的好奇心を全て満たすものではなく、正直なところもっと色々な所を見て回りたかっ
たという心残りはあるが、当初の目的には十分応えてくれるものだった。日本の地質の歴史はせいぜい7億年ほどで地
層も十分に残っておらず、地層から本格的に地球の歴史を学ぼうと思うとどうしても大陸に出向かなければならない。
今回私がその大陸で見たものは、歴史の浅い島国育ちの私には初めてのものばかりで私を大いに興奮させ、同時に地質
学という学問の本当の姿も学んだ。この度の調査で観察したものは、主に古生代(5.5億年前～)以前の地層と、約5万年
前に地球に衝突した隕石のクレーター跡、そして現在活動中のサンアンドレス断層である。いずれも46億年の歴史の中
で地球に起こったことを、一側面ながら教えてくれた。

例えば、最初に訪問したグランドキャニオンは、18.4億年前(原
生代初期)～2.5億年前(古生代末期)までのおよそ16億年間の地層が
堆積していて、その平行に堆積された様とコロラド川が浸食してで
きた崖が絶景を作り出している。普通の観光客ならばこれを見て
「すごい」で終わりだが、地質学的な観点を持つと、地層の堆積
の様子からその当時そこがどんな環境にあったかがわかる。写真
を見ると、このうち原生代の地層は縦になったり大きくひしゃげ
たりしているのに対し、古生代の地層は水平に堆積していることか
ら、原生代の終わりの時期にこの場所が断層運動の影響を受けた
ことがわかる。それに対し古生代の地層は水平に堆積していて、岩
石の種類も砂岩、泥岩、石灰岩と多岐にわたる。このことから古
生代にはこの場所は海岸ないし海底にあり、岩石の種類から水深
が推定できる。またこれらの岩石のうち途中にある1つの砂岩だけ
は層が斜めに堆積している。このことからこの地層は他の砂岩の
ように海底で堆積したのではなく、陸上で風の力によって堆積し
たことがわかり、筋の向きから当時の風向きを割り出すことがで
きる。さらにこのことからこの地層が堆積した当時ここは乾燥し
ており、乾燥気候となる大陸西岸に位置していたことがわかる。
このことから、この当時の大陸の位置関係が推定できる。(もちろ
ん実際には他地域の岩石以外にも沢山の証拠も基に推定される。)

このように、面前の地層の様子から当時のその場所の環境、気候また地殻の動きを推定していくのが地質学であり、
これまで学んだ地理学や化学など、様々な分野の知識を総動員することで詳しい推測が可能となる。高校で地学を専攻
せず、地学を単なる地層見学の科目と思い込んでいた私は、引率教授のガイダンスもありこのような地質学の本当の姿
を知ることができた。地質学は決して単なる暗記科目ではなく、他分野にまたがる様々な知識を縦横無尽に利用してい
く科目であった。1年生の終わりを迎えるにも関わらず、未だ進路先が決められない私にとって、これは将来の選択肢を
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5日目に訪れたデスバレーでの巨大砂丘です。



広める大変有益なことであった。また化石採取に関しても、それは決して化石を黙々と採取るだけの淡白な作業ではな
いことを実感した。まず化石産出地域であっても化石を発見すること自体が非常に難しく、見つけてもそれをハンマー
を使って採取するには多大な労働力と注意力、集中力が要る。化石を壊さないように採取するのはベテランの引率教授
でも難しく、それだけに化石採取に成功した時の達成感は何とも言えないものであった。

この研修で学んだ最後のこととして、地質学者に限らず、科学者全般にわたり守るべき原則がある。理系分野の科目
はいずれも、目の前の現象からそれが引き起こされた原因を追究していく学問である。その為、目の前の事実とそこか
ら考え出された仮定ははっきり区別して考察しなければならない。最適な説を確立するには書物や他人の説明を鵜呑み
にせず、本当にそれが可能なのか常に自分の頭で考えながら批判的に考えていかなければならない。これが教科書に書
いてあることをただ覚えればよかった高校までの学習と大きく違う点で、これから専門課程、大学院、更には研究者と
して歩んでいくためにはこの姿勢が必要不可欠である。文章を読むことなど出来て当然のことで、今回旅行に行くに当
たってパンフレットやプレゼンテーションを作成するにあたり、自分は英文の書物を30ページ以上翻訳し、それだけで
満足感に浸っていたがとても甘かった。そんなことは出来て当たり前である。そこからいかに事実に忠実になって論理
的な説を立てられるかで科学者の真価が問われるのである。

この研修旅行で学習したことは、単なる地層観察や岩石、化石採取のコツだけではなく、こうした科学者としての基
本的態度もあり、大変有意義であった。これらのことは、大学の小さな講義室に居たままでは決して会得できないもの
ばかりである。科学者を志しながらも進路に迷い、そのいろはを何も知らなかった私は、この10日間とても有益な体験
をした。

地球探訪レポート　　　      村上 由樹
　 はじめにこのアメリカ巡検を通して、今までアメリカという国に対して抱いていたイメージと実際に今回見たアメリ
カが全く違うもので、正直感動の連続だった。私はこの旅が初の海外であったが、アメリカ西海岸の自然を目の当たり
出来たことは幸せだったと感じる。また事前学習も含めて、知らないことを追求する楽しさを再確認することができ
た。大学一年という比較的早い段階でこのような貴重な経験をさせていただいたことに感謝したい。
　 まずは、アメリカの自然の雄大さについて書きたい。私がアメリカに訪れる前に抱いていた自然のイメージは、みせ
ものとしての自然があってその近くにはすぐ街があるといったような観光目的も含まれたものであった。しかし、今回
訪れたところは全くそのようなものではなかった。実際に訪れたのはグランドキャニオン、バリンジャークレーター、
デスバレー、オーウェンズバレー、シエラネバダ山地、カリゾ平原などの場所であるが、それらはどれも人間がほとん
ど手を付けていなく、それ故訪れるのもある程度の労力を必要としたが、その分得られた感動は大きかった。
　 今回一番印象に残ったデスバレーを振り返ってみたい。デスバレーと一言でいっても指す地域の範囲は広い。デスバ
レーはベイズン＆レインジという山脈と盆地が交互になっている地形が顕著にみられる場所である。約二日間、デスバ
レーで過ごしたのだが、そこで見られた両側に永遠と広がる山脈は想像をはるかに超える雄大さであった。これらの山
脈がどうしてできたのかは北米プレートと太平洋プレートが東西に引っ張られるというプレートテクトニクスの考え方
による。またプレートは動き続けているため年間1から5センチ程度動いているらしい。プレートという実際の生活では
感じられないような動きであのような山脈、そしてバスで走ったり泊まったりした盆地ができたのかと思うと感慨深く
なった。

そして、バッドウォーター。ここは北米で最も海抜が低い場所であり海抜下86メトールである。また気温が高く暑い
ときは摂氏50度もいくという典型的なベイズン(盆地)である場所。実際に歩いたが、地面は塩の結晶で真っ白であり、
上を見上げるとタートルバックという亀の甲羅のように見える隆起した山が壮大な景色を作っていた。海抜下でも海に
なっていいないということはそこに水が流れ込んでいないということであるが、それはまわりが高い山々に囲まれてい
るこの地形ならではのことである。しかし、何かしらの原因でそこに水が流れこむとそこは海になる可能性もあるとい
う。日本海も昔はそのような盆地であり、水が流れ込んでできたとかんがえられている。そういう意味でも、時間的な
意味を含めてバッドウォーターは雄大な印象を与えた。

デスバレーで最後に訪れて歩いたのはサンドドューン。ここでは、砂丘の両側で砂の質が違うこと、そして将来地層
として堆積する際に斜めに線が入ること実際に歩いたり、風の向きを感じたりして理解することができた。砂丘はテレ
ビで見ただけでは大きさとかもよくわからないし、実際に歩いてみないと分からないことが多々あった。ところで、デ
スバレーの名の由来だが、西部開拓時代この盆地に迷い込んだ開拓民が、なかなか出られなくてやっとのことで脱出し
た際に「グッバイ・デスバレー」と言い放ったのが由来である。我々が、歩いたのはデスバレーのほんの一部であると
考える納得である。
　 次に勉強に対する思いがこの授業を通して変わったので書いておきたい。まず私は地学に関する知識は皆無と言って
いいほどない。事前学習ではバリンジャークレーターとそれに関して隕石について調べたのだが、隕石が一体何なの
か、どうして重要なのかとか自然に疑問がわいてきてそこから派生して興味を持って調べることができた。勉強が楽し
いと思えたのは大学に入ってから初めてと言ってよく、これが本来の勉強だと思えた。久々に新しいことを知る喜びを
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感じた。
　また巡検を通して海外に出ることで自分の知らない世界がまだまだた
くさんあるのではないかという胸がわくわくするような気持になった。
このまま日本にいたのではもったいないという気持でもある。院生の人
が車内で話しておられたが、環境が人を作る。つまり、今回みたあのア
メリカの雄大な自然がアメリカ人というひとをつくり、同じように私は
日本の自然、環境の中で日本人になっていったということ。そういうこ
とは今回アメリカ人をみて感じたし、これからまだまだそういう色々な
人の中で生きていきたいと思った。そのためには語学を真剣にする必要
がある。今までは目的の無い勉強だったが、今回で目的ははっきりした
ため、あとはやるだけなので、頑張りたい。
　最終日にはカリフォルニア工科大学を訪れたが、日本の大学とは雰囲
気が違った。国際的で生活の中心は勉学といった感じ。しかし、それで
いて堅苦しくなくのびのびした様子が見受けられた。勉強は高校までで
十分だと思っていたが、こういうところで勉強してみたいという感情が
湧いたのは大きな収穫であった。
　最後に一番印象に残った写真をはって終わりにしたいとおもいます。
これはグランドキャニオンの一番頂上でとった写真です。アメリカで初
めて訪れた地がグランドキャニオンでその雄大さに心打たれ思わず撮っ
てしまった。グランドキャニオンでは、頂上から下っていく経路を取っ
たのだが、スタート地点に行くときにこの景色が見えておどろいた。他
にも感動したものは多かったが一番初めに衝撃を受けたのがこの景色で
あり、これからも忘れることはないだろうと思いこの写真を選んだ。

地球探訪に参加して    　 和地 瞭良
この巡検に参加して、得るものは大きかったと心から思う。ここでは、とりわけ印象に残った３つの点について述べ
る。
　一つ目は、自分の愚かさを知ったこと。
　 僕は、幼い頃から宇宙を志していて、将来は天文学者かNASAの技術者になりたいと思っていた。当然、書物や雑誌
も宇宙関係のものに偏り、専攻も宇宙工学か天文学にしようと思っていた。さらに悪いことに、そんな自分の決断を疑
う気などさらさらなく、そんな状態がかれこれ10年間くらい続いていた。この地球探訪のゼミを受講したのも、NASA
のJPLにいけるとシラバスに書いていたからで、地球惑星科学に興味があったからではなかった。しかしながら、グラ
ンドキャニオンやデスバレーで、磯崎先生のお話を聞いて地球惑星科学の面白さ・奥深さを垣間見るにつけ、地球惑星
科学が、宇宙工学や天文学に劣らぬほど重要でスマートな学問であることに気づくと同時に、自分が地球惑星科学、
もっと言えば宇宙に関わりの薄い学問全体に対し、いかに傲慢な態度を取ってきたかを痛感した。おそらく、今まで依
存してきた価値観を排することを恐れるあまり、他のことに対し盲目になってしまう傾向が僕にはあるのだと思う。月
並みな感想であるが、先入観や自分の趣向に捉われず、様々な物事に真摯に取り組むことの重要性を実感した。
　二つ目は、日本という国の素晴らしさを再認識できたこと。
　 グランドキャニオンやデスバレーの光景を見たとき、素直に感動したのを覚えている。「地球が生きている。」そう
感じた瞬間だった。しかし、同時に感じたものもあった。それはのどに刺さった魚の小骨のような、大きな痛みを伴う
ものではないが、それでいて気にせずにはいられないものであった。どこに行っても青い空、あまりに広く通り一遍の
大地。そんなアメリカ西海岸の大地が、日本という東洋の小さな島国で生まれ育った僕の精神風土と相容れなかったの
だろう。普段は煩わしさの対象でしかない、夏の暑さ・冬の寒さ・年中降る雨がどこか懐かしく、自分の人格の一つの
重要なファクターを形成していると実感した瞬間であった。普段全く意識しない「日本の良さ」を実感できたのも、繊
細で脆弱な日本の景色と対極にある、アメリカ西海岸の豪快で壮大な景色を見たことに起因するので、この巡検に参加
してグランドキャニオンやデスバレーといった壮大な景色を目の当たりにすることができて本当に良かったとおもって
いる。
　 三つ目は、自分よりも遥かに学問に真摯に向き合っているカリフォルニア工科大学の学生と、言葉を交わすことがで
きたこと。アラバマ出身の学生が言っていたことを引用したい。

“Harvard and MIT are more relaxing environment. Caltech is much more severe. 
I would like to try my strength.”
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　日本の大学とは比べ物にならないほどの、質の高いスパルタ教
育をしていると言われるアメリカの大学。その象徴とも言うべ
き、HarvardとMITがそのように言われているのを聞いて、彼の
向上心に頭が下がる思いがした。一方で、話しているうちに、自
分が、Caltechの学生に必ずしも劣っているわけではないことも
実感した。長期休暇の使い方は、自分の方が勤勉な生活をしてい
るように思われたし、高校までの勉強量は自分を含め日本の学生
の方が遥かに多いように思われた。また、先ほど述べたアラバマ
出身の学生も航空工学を専攻する予定らしいのだが、戦争に対す
る倫理観については自分の方が深く考えている印象を持ってお
り、正直彼がロッキード・マーチンなどの企業に就職しないこと
を願うほどであった。（もちろん、アメリカと日本の国民性が強
く影響しているのは言うまでもない。）しかしながら、今まで通
りの生活を両者が送ったとして、どちらが優れた技術者・科学者
になるかは火を見るより明らかである。これからの３年間を「東
京大学」で過ごすのかを含めて、これからの自分のあり方を根本
から変えなければならないと思った。
　以上、とりわけ印象に残ったことを３つ述べてきたわけだが、
今の気持ちを忘れ、元通りの生活に戻ってしまっては、何もして
いないのと同じである。最も重要なことは、「今の気持ちを忘れ
ず、心に刻み続けること」、そして「今の気持ちを行動に移すこ
と」の二つである。ロサンゼルス空港に向かうバスで磯崎先生が
仰っていたように、国民の血税を大量に使っている以上、「東

大」および「東大生」は日本を背負う責務がある。自分も入学する以前から、このことを頭では知っていたが、痛切に
実感していたかというとそんなことは決してなかった。自分の将来の為に、そして日本の将来の為に、勉強に真摯に向
き合おう。そして、将来日本を、世界を背負えるような能力と人間性を身につけよう、いや身につけなければならな
い。そう思わせてくれるような巡検だった。

（以下は電子メール版のみ）
　 このゼミは、僕が今まで所属したあらゆる集団の中で、もっとも「意識の高い」集団だったといえると思います。僕
と同じように、留学しようと思っている人、日本や世界をなんとかしたいと思っている人。まさに考えを「共有してい
る」と思う瞬間が数多くありました。１０日間という短い間でしたが、本当にありがとうございました。僕は、生協書
籍部・図書館２階によく出没します。見かけたら声をかけてください。引率してくださった磯崎先生と石川先生には、
大変感謝しています。貴重な経験をありがとうございました。

アメリカ西南部見学旅行を終えて  　　中島 美咲
　 この見学旅行を終えて日本に帰ってきたとき、見える景色や音、人の量から、10日間見て触って感じてきたものが現
実味のないもののように思われた。2日目に訪れたグランドキャニオンでは、古生代の地層をその歴史をさかのぼりな
がら歩いた。折り返してからしばらく一人で歩いていたのだが、しーんという音が聞こえてきそうなほどの静けさの
中、自分の足音と上がった息づかいだけが聞こえて、堂々とした姿で立ちはだかる3億年のという年月をかけて積み重
なった地層を前に、自信がなくなった。コロラド川が浸食したおかげでこの地層が見られるわけだが、もう少し緩やか
に浸食してもよかったのに、と勝手な考えを巡らせていた。
　 レポートの最後に載せたのは、5日目に訪れたデスバレー公園内の砂丘の写真である。景色を楽しみ、動こうとすれ
ば足が砂に埋もれ、靴に砂が入ってきてもがいていると、バスへと戻る皆とだいぶ離れてしまった。遠くに見える皆の
姿がアリのようで、つけられた足跡は数時間もすれば消えてしまう。人間ってちっぽけだなぁと感じた。1872年の大地
震による4~5mの横ずれと1~2mの縦ずれ断層を中心としてできたローンパイン断層を見学したとき、断層の大きさに驚
くとともに、当時の地震による被害を想像していたたまれない気持ちになった。私たちが見ている独特な地形は、その
形成に伴い生態系や人々の生活に大きな影響を与えているのだと、恐ろしくもあった。この見学の後、写真を見返した
ときに、その力の差を表しているような気がして、印象に残ったのでこの一枚を選んだ。
　 ところで、7日目に道路横の石油採掘現場に立ち寄った。石油がわき出ているのを見たのは初めてで、なかなかの衝撃
であった。ひとつひとつの採掘機はそれほど大きくなかったが、見渡す限り規則的に動く機械だらけで少し気味悪かっ
た。パイプも細いものだったが、大量のこの機械を使って採った石油は、アメリカ全土のエネルギーをまかなうための必
要不可欠な資源なのだ。その後にふと旅行中にあまり電車を見かけなかったことに気付いた。街の中心地か、そうでなけ
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れば貨物列車だけだった。アメリカの自動車用道路は
広く、車線数も多くて、店に入れば駐車場も広い。車
で移動する人々にとって都合のよい街づくりがなされ
ているようであった。あの採掘機でとった石油が、
輸出されることなくアメリカだけで使われ、それでも
なお資源を輸入しなければまかなえない理由がなん
となく分かったような気がした。
　 最後に、10日間、ほとんど毎日フィールドワーク
を通して歩き回っていましたが、いつでも先頭を歩く
磯崎先生の健脚ぶりに驚くばかりでした。トラブルも
なく、私たちが安全に、楽しく見学できるよう調整
し、サポートしてくださった磯崎先生や石川先生をは
じめとするみなさんに本当に感謝しています。また、
みんなと授業や見学旅行を通して驚きや感動を共有で
き、本当に良かったです。ありがとうございました。

地球探訪レポート       羅 悠鴻
 僕の選ぶこの一枚

 矮小感。それを一番伝えられる写真を僕は選んだ。

　磯崎教授の話のあと、僕は後ろからついてくる足音を感じながら
引き寄せられるように盆地の中央に向かっていった。山並みという
明確な境界があるにもかかわらず、果てしなくつながっているよう
にさえ見える塩の道。ふと後ろを振り向くと誰もいず、聞こえてい
た足音は自分の足音であったことを悟る。暗くなりかけていること
もあって、みんなの姿は、遠い彼方で視認できない。かろうじてフ
ラッシュの光が、ぽつぽつと光っているのがわかる程度。山並みは
あっても、どこまでも続くように見える大地の中で、自分の無力
さ、そして卑小さを一番感じた瞬間だった。
　ほかの場所で地層の観察をしたあとでもあり、この場所で朽ちれ
ば自分は一介の有機物として堆積し、化石として発見されればよい
ほうで、ただ大地の一部に成り果てるのかと、ため息が出た。空間
的にも、時間的にも、いかに小さな存在にすぎないのかを否応なく
意識させられた、そんな場所であった。
感想
　参加して一番良かったと思ったのは、磯崎教授や石川助教の深い
知識に裏打ちされた明快な説明を聞きながら、それぞれの場所に行
けたことだ。何も知らずにその場所へ行くのと比べ、やはり感動の深さが違う。また、実際にその地を見ながら聞いた
説明は、強烈に目の前の景色と結びついて、僕の中で一生のものになったのだと思う。隕鉄がクレーターの中で見つか
らないバリンジャー隕石孔が、火山性のものではなく隕石クレーターだとわかるまでの論争や、赤道を含め地球全体が
凍りついたとする全球凍結仮説とその原因をめぐる論争の説明は中でも面白かった。初めに動かない事実があって、そ
れをどう説明するか、どれだけ論理にかない、人を納得させることのできる仮説を作り上げるかとういう考え方の順序
を強く意識することになった。磯崎教授が一般に通用している「常識」に風穴をあけることを生きがいにするタイプの
研究者であったことも大きかったのだと思う。ただ、グランドキャニオンのココニノ砂岩における斜交層理は、卓越し
た北風によってできた砂丘の形がそのまま堆積してできたという説明には、説明をわかりやすくするための配慮なので
あろうが、論理の飛躍があるという感触を禁じ得なかった。十分性がないのはほとんどの科学一般についてそうであ
り、地質学とはつまるところ仮説をバージョンアップさせつづける学問であるのはわかっているが、それでもやはりど
うしてその仮説が一番論理にかなっているのか、を調べたくなった。論理の鎖を飛ばすことのない、具体的でかつ体系
的な勉強こそ、学問の礎となるのだ。地学においても、もちろんその他の科目においても。
　 最後になりましたが、この授業を開催し随行していただいた磯崎先生と石川先生には心から感謝しています。ありが
とうございました。
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Of Man and Nature    Hanlu ZHANG 張 含露
On the way  to the Death Valley, we came to discuss how to make a living if  we go back to nature. Truly, Death Valley  is 
not an ideal place for man to live, simply  by  judging from its name. Lack of  food and water, and lost in the vast desert, 
ancient  explorers must have suffered both physically  and mentally  while struggling to survive. However, even in a 
relatively  milder and more agreeable environment, life could still be hard for us civilized man. We may  have to combat in 
bare feet with a bear for territory,  or climb up a tall tree for what we can barely  discern as food. Apparently, we lack 
practice and experience in dealing with such primitive conditions.

This  is what the trip led me to think about. We were exposed to the nature in the wildest and most original way. We hiked 
down the canyon, and climbed up sand dunes; knocked rocks with hammers, and tasted salts on the ground. There, I 
learnt from my  personal experience how great the nature is, as well as how helpless one becomes when confronting with 
nature.  The human-like figure down the meteor crater was only  visible through telescopes; the shout on the vast land 
went  nowhere before vanishing into the air. The way  to the top of  a mountain seemed endlessly  long; the huge rocks 
seemed never to be climbed over. Even an insignificant tar pit made us sink. We are like a grain of  sand, obscure and 
tiny. We are like dusts in the wind, drifting to wherever it sends us to. 

The nature is invincible, and is worth of  reverence. 
However, when we sigh for its greatness,  we should 
also be aware that nature forms its shape slowly  in 
most cases. Other than earthquakes, hurricanes or 
some extreme climate changes, the erosion of  the river, 
the weathering of  the rocks, together with the 
deposition of  the soil take place on a scale of  billions of 
years. In comparison, the history  of  modern human 
began only  50,000 years ago. And in this sense, it is 
more amazing to see what breakthroughs man has 
made.  There are people who grew crops and fed the 
family, who paved the Route 66 and ran cars on it, who 
studied fossils and deduced the earth history,  and who 
sent  life to space and detected the universe. Even in 
the unconquerable canyon we built the lane all the way 
down to the plateau point;  in the fatal valley  we offer 
not only water but also motels to stay.

This  seminar taught me about knowledge of  geology, but it also told me to try  and to be confident  of  success. It  brought 
me to somewhere that I only  read of  on books, and allowed me to achieve what I thought impossible. When looking back 
at those miraculous experiences, I am glad that I made it. Where I have attained and what I have gained are most 
treasurable memories to me. And I hope next time I could challenge more on my own.

On the other hand, I  act not  only  as an individual,  but also as a member of  the earth citizens. Still, I feel the obligation to 
make daring attempts and step boldly  forward. Despite great difficulties versus nature, mankind has managed to create 
this  prosperous world. And now it  is our generation to make the world even better.  We,  UT students, are said to be the 
brainpower to lead the world, and it is essential for us to provide novel ideas and make critical decisions. I wish this trip 
could become a springboard to me. It will remind me to think wisely  and act steadily. It will give me power, and 
encourage me to fulfill my  duty  as an earth dweller. Our geology  trip has ended, but our trip to inspire the world has just 
begun.

地球探訪レポート     長谷川 遼
　今回の巡検の下調べとして自分たちの班はサンアンドレアス断層を選びました。サンアンドレアス断層は僕の希望で
もあったので有り難かったですが、僕がサンアンドレアス断層について調べようと思ったのは、サンアンドレアス断層
について「少し」知っていたからです。高校の地理や地学の授業で、プレートや断層の仕組み、サンアンドレアス断層
の場所などは知っていました。このような「少しだけ」知っていたことが、巡検を通じてどう変わって見えるのかが楽
しみでした。
　僕はこの巡検が初めての海外だったのですが、アメリカに行ってみてすぐに、断層に限らずアメリカについての「少
し」の知識が今までとは違って感じられるようになりました。例えば日常生活では、「アメリカでは人々がスーパー
マーケットにいく頻度は日本より少なく、一度に多く買い込む」ということを耳にしてはいました。しかし実際にスー
パーにいってみると、店舗が予想より遥かに大きかったり、水のボトルやパンなどの一つ一つの品物が大きかったりし
て、宿を移動しながら小分けで食事をとりたい時の苦労を実感できました。
　サンアンドレアス断層については実際に目にしたことで、知ってはいたが気にしていなかった部分、あまり実感でき
ていなかった部分がより鮮明に理解できるようになりました。例えばサンアンドレアス断層が北米プレートと太平洋プ
レートの境にあることは知っていました。しかし実際にその境界はどうなっているのか、曖昧なものなのか一目で分か
る地形があるのかということについては、この授業に参加するまではあまり気にしていなかったように感じます。地図
の上に引かれた線を見て、理解したと思い何となく満足していたように思いました。実際に行ってみて、バスの中で
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「今プレートの境界を越えた」と言われてみたり、境界を歩いて登ってみたりして初めて、サンアンドレアス断層の理
解に少し近づいた、というより今まであまり理解できていなかったことを感じました。
　サンアンドレアス断層が年に数センチ動いている、ということに関しても同じでした。このことを下調べで知っては
いました。しかし同じ班だった森さんの発表で、サンアンドレアス断層はゆっくりではなく一度にずれており、年平均
すると数センチになるということをまず知ります。そして現地に行ってみて、ずれの中に実際に身を置いてみることで
ずれの幅を（数字の上で知っているだけでなく）実感することになります。今まで知っていると思っていたことは本当
に知っていると言えるものだったのか、もっと深い理解ができるのではないか、と考えるきっかけになりました。
　そして、今までの理解をもっと深くするためにどのように勉強するかということについて考えたとき、磯崎先生の二
つの言葉が印象的に感じられました。「事実と解釈は分けて考えなければならない」と「他人の言うことを鵜呑みにす
るな」です。何が実際に存在するもので何が人々の考えていることなのかを区別し、他人が考えている部分には疑いの
余地がある、ということだと思いました。
　この二つをあわせて勉強について考えると、基礎を
勉強した後に最後には自分一人で考えて自分の意見を
出す、ということになります。これは覚悟の必要なこ
とだと思いました。例えばサンアンドレアス断層につ
いてもっと詳しく勉強したいと思った時に、決して疑
えないものは現に存在する地形のみであり、論文のう
ち人間の解釈に当たる部分は全て間違いかもしれない
ことになります。磯崎先生の説明自体も全てが正しい
とは限らない、ということになります。自分だけで意
見を出して持ち続けることの難しさや、意見を出すた
めの基礎の勉強の重要さも感じましたが、それ以上に
磯崎先生自身が、先生の説明を生徒は１００%信じて
はならないという前提で説明をしていたように自分に
は思われ驚き、凄いと感じました。
　この巡検で、今までに無い経験ができました。磯崎
先生を始めこの巡検を企画してくれた方々、また一緒に参加したみなさん、ありがとうございました。

アメリカ巡検リポート　　　    林 隆太郎
　私は今回の巡検で初めてアメリカに行きました。以前より、アメリカは最も興味のある国（地域）でしたが、自らの
行動力の不足のために訪れることはありませんでした。とくに、西海岸のカリフォルニアに非常に興味があったので、
今回のアメリカ西南部巡検は絶好の機会でした。なぜ、アメリカに興味があるのか、とくに西海岸に興味があるのか。
この理由に学問的な理由はありません。アメリカが世界一の大国であり、私の趣味に合う文化や慣習をもつ国だからで
す。さらに、温暖で晴れの日の多い気候が好きだからであります。今回の巡検で、リアルなカリフォルニアを目の当た
りにし、体感することができ、非常に満足のいく十日間であったと実感致しております。
　 ちょうど就職活動のまっただ中でもあり参加前は迷いもありましたが、ロサンゼルス空港に着くやいなやアメリカの
空気に夢中になっていました。しかし、同時にハプニングも起きました。ロサンゼルスからラスヴェガスへの飛行機が
故障により「キャンセル」となったのであります。さらに、私を含めて四人分のスーツケースが紛失しました。引率の
磯崎先生は事態の修復に相当必死だったと思います。学生はのんきに空港を楽しんでいました。Δ航空が用意した２５
ドルの金券でお土産を買ったり、ご飯を食べていました。結局、代替えの飛行機は手配されなかったため、ラスヴェガ
スまでバスを使って移動することとなりました。また、ロサンゼルス空港で二人分の荷物は見つかったものの、私とも
う１人の荷物はとうとう手にすることができず、ラスベガスまで持ち越しになりました。陸路でラスベガスまで移動す
るのは、確かに時間はかかりました。しかし、飛行機で移動したのでは決して見られない車窓を眺めながらの移動は最
高の一言でした。日本では見ることの出来ない延々と続く荒野に「アメリカに来たんだ！」という興奮が高まるのを感
じました。今思えば、今回の巡検で一番興奮した時間だったかもしれません。ラスベガスに着いたころにはすっかり暗
くなっていました。ここで、一人は荷物を受け取ることができましたが、私の荷物は見つからないままでした。ただ、
過去に個人で旅行したときにも荷物の紛失は経験していたので、あまり気にしませんでした。「ここは天下のアメリカ
だから、なんでも調達できるだろう」と考えていました。ラスベガスからグランドキャニオンまでの途中にウォルマー
トへ寄りました。ウォルマートに行くのも今回の巡検で個人的に楽しみにしていました。世界最大の小売り業者であ
り、日本でも経済ニュースで時々耳にするからです。単純にどんなところなんだろう？とわくわくしました。ここで、
衣類を調達しました。ウォルマートの感想はというと、期待ほどではありませんでした。というのも、巨大スーパー
マーケットは日本でもイオンが非常に台頭しているため、かなり慣れてしまっているからだと思いました。むしろ、日
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本のイオンのほうが施設としては充実しており、もはやテーマパークと言っても良いくらいです。しかし、ウォルマート
を見ながら、これがもしかしたらイオンのオリジンとなったのだろうか、と考えました。消費者の購買意欲を高めるた
めに、売り上げ数を超える量を棚に並べるマーケット戦略の起源などをしみじみと考えさせられました。アメリカ人の
こういった、ゼロを１にする発想力にはあらためて感動させられました。日本人は１を百にしたり、洗練する能力は極
めて高いと思いますが、ゼロから１を生み出す力は苦手ではないかと思います。その裏には、失敗を極度に恐れる性
格・社会や、他人と違うことをすることや考えることを忌み嫌う性分が関係していると思います。統率された組織力を
作り出す日本人の能力は素晴らしいと思いますが、もう少し多様性を認められる社会になればと私は思っています。そ
のためには、心に余裕をもつことも大事なのではないか、と思います。「こうでなければならない」と一様に評価を画
一的に決めてしまうのではなく、せめて「無難なことをいえばこっちだけど、そういう別の選択肢もあるよね。どっち
が上とか下とかではなく、自分はどっちが好きかという問題だよね」という感覚がもっと広がれば窮屈な社会にならな
いのではないだろうか。などと私はよく考えます。電車にしろ定刻通りに来なくても良いと思います。２４時間営業の

コンビニも無くても生活できると思います。いつも自
分の欲求を満たしてくれる便利さを追求しすぎる結
果、本当は自分の生活やハプニングに対する免疫がど
んどん不便なものへと退化しているように思われま
す。
　 しかし、恐らく日本人は変わらないでしょう。とい
うよりも、変える必要もないですし、変えるべきでは
ないと私は思います。なぜなら、この「マメさ」が日
本人のアイデンティティだからだと思うからです。国
際社会において、日本人が武器とするものはこの組織
力に他ならないでしょう。それは、近年非常に高い結
果を残しているサッカー日本代表がよく具現化してい
ると思います。常に周りをよく観察し、周囲のために
献身的な行動をすることを暗黙の了解とし、皆がそう

行動するからこそ他国には真似のできない組織力を実現しているのだと思います。
　 ならば、自分はどうか。私の弱点はまさにこの点に尽きます。周囲の中での自分の立ち位置を認識できていません。
言うなれば、天動説の中で生きているようなものです。しかし、人間社会も正解は地動説です。自分が社会の中のどこ
にいるのか客観的に把握し、自分がそれに見合う行動をする。そして、それがもっとも整理されているのが日本社会で
あります。私はこのままでは、日本社会で非常に生きづらいでしょう。学部で静岡大学を卒業後、磯崎先生の研究室へ
入りました。この一年間、地質調査や日常の学校生活において、とくに、この点において注意を受け続けてきました。
しかし、なかなか改善されません。とても難しい。しかし、私は大学院を修了するまでに、必ず「気づかい名人」にな
りたいと考えております。私は、産業としては何の役にも立たない地質学を学ぶとともに、どこの社会においても役に
立つ「気づかい」を学んでいきたい。
　 以上、つれづれなるままに書いた文章に対し、磯崎先生よりきっとお叱りを受けることだろうと思います。しかし一
言、「感謝しています」ということをお伝えしたのであります。

Basins & Rangesで感じたリフト帯のダイナミクス
 小川 直人

　Grand Canyonから、Meteor Craterを見学しLas Vegasへ至り、そこからDeath Valley、Alabama Hillsなどがあ
るBasins & Rangesを通り抜け、Sierra Nevada山脈の南端を越えてLos Angelesへ向かった地球探訪。この巡見で、
私は初めてアメリカ大陸を訪れた。旅全体を通して最も印象付けられた点は、日本と比して、アメリカは自然も街もス
ケールが比べ物にならないほど大きいという点だ。真っ平で地平線が見えるColorado高原。行く先が霞んで見えるほど
直線なFree way。田舎道にもかかわらず片道２車線の幅広い道路。1 Gallon (3.78 L) のジュースや牛乳が並ぶ、商品
も売り場面積も広大なスーパーマーケット。日本の、山地から平地へと変化の激しい地形や、限られた平地にひしめき
合っている生活とは全く異なっていた。
　 滞在した７日間で、様々な場所を訪れて、日本では見られない特徴をもつ地形を数多く見た。その中で特に強く印象
に残っているのは、Las VegasからLos Angelesへと至るBasins & Rangesである。
　 日本は、太平洋プレートがオホーツク海プレートに、フィリピン海プレートがユーラシアプレートに沈み込んでいる
プレートの収束境界である。一方、Basins & Rangesは大陸プレートが拡大しているリフト帯である。先カンブリア時
代、古生代の固い地層が拡大したため、南北方向に連なった急峻な山脈と、同じく南北方向に開けた盆地が交互に見ら
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れる。バスの車窓からは、大陸プレートが拡大し、地層が崩れたためにできたとされる、turtle backと呼ばれる地形を
見ることができた。プレートの動きが日本と全く異なるため、これらの地形は日本で見ることができない。
　 訪れたBasinsの中で印象に残っているのはBadwaterである。Death Valley国立公園のなかにあるBadwaterは、海
抜  -282 ft（ -86 m）と海水面よりも低くなっている。これは、地殻が引き伸ばされて、薄くなったためと考えられて
いる。海から遠く離れ、また、周りが山々に囲まれているため、海とつながっていない。年間の降水量も48mm と少な
いため、湖になることもなく地表を晒している。Badwaterに降り立った時、山肌に海水準を示す “Sea Level” と書か
れたプレートが取り付けられていた。80 m以上も上にあったそのプレートは、自分がどれだけ低い場所に立っているの
か、プレートの拡大がどれほど特異な地形を生み出しているのか、まざまざと感じさせた。
　 Rangeで印象的だったのは、2000 m超の山脈全体が露頭のようになっていて、地層の縞模様が見てとれたことだ。
この光景は日本では見ることができないので、とても感動し、印象に残った。Basins & Rangesは降水量が少ない砂漠
地帯である。そのため、雨水による浸食の速さは遅く、地殻変動によってつくられた地形が浸食で大きく削られていな
い。また、乾燥した気候のため植物はほとんど生えない。車窓から見る植物も、bushやサボテン程度である。そのた
め、山肌が植物や、草木が風化させてつくった土砂で覆われることなく、固い岩盤の地層が遠くからも見ることができ
た。浸食を受けず、植物や土砂に覆われることがないため、2000 m 超の山脈全体の地層が見ることができた。もし日
本だったら、河川によって山は浸食を受けるだろうし、草木が繁茂し、それらがつくる土砂に覆われてしまい、山全体
の地層を見ることはできまい。山脈全体の地層が見えるというのは、日本では絶対に見ることのできない、乾燥した砂
漠ならではの壮大な景観であった。
　 水が少なく乾燥した、栄養素に乏しい土地のため、人はほとんど居住しておらず、農地としても利用されていない。
井戸のある、もしくは湧き水の出るオアシスに小さな集落がある程度である。ほぼ全ての土地が荒野として、住宅地や
農地として、人間に利用されることなく、自然そのままの地形を保っている。そのため、扇状地が、正に扇の形そのま
まで見ることができた。日本においては、例えば甲府盆地の扇状地は、住宅地やぶどう畑として、人間に余すところな
く利用されており、その形状を明瞭に観察することはできない。教科書どおりの扇状地を見たのは初めてだった。知識
として識っていたものが、実際に目の前に存在するというのは感動的であった。
　旅の途中、U. S. Geological Survey (USGS) のangelaさんがBasins & Rangesを案内してくれた。Angelaさんは
私達をとある山の上(Range)に案内してくれた。そこには黒い玄武岩が広がっており、これはかつて噴火した熔岩が固
まってできたものだと説明してくれた。basinを挟んだ向かい側の山脈に目をやると、その山脈の尾根の一部にだけ黒い
玄武岩があるのが見えた。このことは、熔岩が噴出し、冷えて固まった後で地面が引き裂かれ、basinができたことを物
語っている。basinの向こう側に見える山々が、自分の立っている山とはかつてはつながった大地だったこと。それがプ
レートの拡大によって引き裂かれ、今では数
10 km も離れた山に分かれてしまったこ
と。これらの証拠を突きつけられたようで、
山の向こうに見える黒い玄武岩に、暫し見
入ってしまった。プレートが本当に拡大した
ということを実感できた。
　 地球探訪の旅で、”best shotを一枚撮
る”という課題が出されていた。自分のbest 
shotは次の写真である。これは、Death 
Valley国立公園内にある巨大な砂丘と、その
奥にみえる扇状地とturtle back構造、連な
る山脈、と４つのものが１つの写真に収まっ
ている。砂丘がDeath Valleyの乾燥した気候
を表し、はっきりと見える扇状地が人間の少
なさ、土地の不毛さを表す。Turtle backは
Basins & Rangesが地殻が拡大してできた
ことを示す。その背後にそびえる山々は植物や土砂で覆われておらず、地層を見ることができ、日本と全く異なる環境
であることを象徴している。砂丘の奥にはゴマ粒のように小さく車が４台写っている。車のスケールにより、この写真
がいかに広大な景色を写したものかが分かる。これらのことがこの１枚に凝縮されているので、この写真が私の地球探
訪のbest shotである。
　地球探訪でBasins & Rangesを訪れることで、turtle back、引き裂かれた玄武岩という地殻が拡大した証拠を目に
し、明確な扇状地、山肌全体に見える地層を見ることができた。これらは日本では見ることができず、また個人旅行で
なかなかじっくり観察する機会がないものだった。このような貴重なものを見て、また、解説を受けることができたの
は得がたい経験だった。

27



アメリカ巡検報告        　　佐藤 裕史
2013/2/26

1 巡検の目的
日本国内では見ることの出来ない大陸特有の地質学的特徴を観察することで、地球上で起きる自然現象への理解を
深めると同時に、異なる文化圏での生活や、現地の研究者・学生との交流を通じてグローバルな視点を養い、将来の
日本国を担う人材としての素養を養うことが今巡検の目的であると理解する。

2 巡検日程
2/17

ロサンゼルス空港着・グランドキャニオンへ移動
2/18

グランドキャニオン見学
2/19

バリンジャークレーター見学・ローウェル天文台見学
2/20

デスバレー内 Dumont Dunes 観察・同バッドウォーター見学
2/21

デスバレー内砂丘見学・同ビジターセンター見学・パナミンテバ
レー見学・ Darwin にて化石採取・同付近で共同研究者と交流会

2/22
ローンパイン断崖層及び扇状地の観察・シエラ花崗岩観察

2/23
カリゾ平原にてサンアンドレアス断層の観察

2/24
カリフォルニア科学センター見学・カリフォルニア工科大学見学・現地
研究者と夕食会

2/25
ロサンゼルス空港へ移動

2/26
成田空港着、解散

3 印象に残った一枚
　見渡す限り平らな塩の大地が、雲間
から差し込む夕日に照らされている光
景は、非常に感動的であった。地形の
雄大さはアメリカ的であるが、その上
を走る白い塩の道と、夕日の明かりは
日本的な美しさを感じさせる。
　自然の美しさを実感すると同時に、
地球スケールで考えたときに自分が如
何に小さい存在であるかを思い知らさ
れた。日頃数学的に自然をとらえてい
ると忘れがちなものを、この風景は思
い出させてくれる。

4 巡検を終えて
　 今回の巡検では、今までの人生で経験したことのないものに数多く出会い、自らの見聞を広め国際的な感覚を養うと
言う意味において、非常に有意義な 巡検であった。
特に、次の二つの点について深く考えることが出来た。一つは、日本という国で生きることが出来る素晴らしさであ
る。巡検中には、日本ではありえないような不便を強いられたり、トラブルが発生したりした。例えば、空港でのサー
ビス体制や廉価な食料品の不充実、治 安の悪さなどである。広大な国土と多様な人種を抱えるとはいえ、アメリカは歴
とした先進国である。しかし、それでも日常生活に関わる多くの面において、日本ほどのクオリティを達成できてはい
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図 1: グランドキャニオン:ブライトエン
ジェル遊歩道からの風景

図 2: デスバレー公園内の砂丘

図 3: Caltech キャンパス内
図 4: 夕暮れ時のバッドウォーター



ないと感じた。日本の生活レベルが世界最高の水準であるということは、一般的な事実として様々なところで述べられ
てはいるが、実際に他国で生活し、そのことを身をもって知ることが出来た。同時に、そのような国に生まれ、生活で
きるということが如何に幸運なことであるかということを再確認することが出来た。明治維新以降、日本は主に欧米式
の生活様式を取り入れることで発展を続けてきた。その中で、日本独自の優れたシステムも多く生み出されてきた。今
後は、高性能な工業製品だけではなく、「日本式」の優れた生活様式を世界 に向けて積極的に発信していくべきではな
いか。今回の体験は、そのような考えを強く抱くきっかけとなった。もう一つは、自らの研究に対する姿勢である。今
回は多くの地質学的に重要な地形や地層の観察、サンプルの採取を行った。自然現象を取り扱う学問において、このよ
うな活動は必要不可欠である。なぜならば、如何に完璧な理論モデルを構築したとしても、それが実際に観測される事
実に基づいていなければ、全く説得力をもたない空想と同じになってしまうからである。しかし自らが専攻する天文学
について考えてみると、事実の観測が十分には行われていない・行うことが出来ないと感じた。天文学で扱う現象は、
その大半が人類の存続期間内に到達することのできない、非常に遠方で起きている。すなわち、実際に現象が起こった
場所まで行って間近で観察したり、サンプルを採取して分析をしたりということは基本的に不可能である。我々が手に
することが出来るのは、様々な情報が縮
退してしまっている、非常にあやふやで
不正確な天体の「光」だけである。その
ような学問を今後研究していくうえで、
どのような姿勢をもつことが重要なの
か。巡検中には、他者の意見には常に
疑ってかかることの大切さがしばしば述
べられていたが、私は、自分の意見に常
に疑ってかかることも非常に重要である
と考える。確実な事実の観測が難しい天
文学においてはとくにそうだが、自然科
学の分野においては、それまでの常識が
突然崩れるということが起こる。する
と、その事実に依っていた理論体系はと
きに大幅な修正を迫られる。そうなった
とき、もし自らの理論に絶対の信頼をお
いて研究を進めてしまっていると、そこ
から軌道を修正するのは至難のわざにな
る。常に自分の理論に対し疑念を抱き、様々な可能性を考慮にいれておけば、大きな事実の転換があったとしても、柔
軟な対応が可能になるはずである。しかし、他人の意見を疑いの目で見ることは比較的容易だが、自分の考えに疑って
かかることは困難である。人間は誰しも自らを恃んでしまいがちであり、自分では慎重に理論立てしていると思ってい
ても、実際には論理的飛躍や、暗黙の仮定をおいてしまっていたり、過剰な信頼を寄せてしまう傾向にある。これを克
服するためには、自らの専門外も含めた、幅広い分野の知識を身につけ、多角的な視野をもつことが必要だ。そういう
意味で、今回の巡検では、地質学という全く専門外の分野の知識に触れることが出来、私の研究活動にとっても大いに
プラスになったと考える。自らの生活面についても研究面についても、今回の巡検は非常によい刺激になってくれたと
思う。この経験を活かし、今後の就職活動や研究活動、ひいては自分の人生を、より一層質の高いものにしていく所存
である。最後に、授業に無関係な私の巡検参加を快く承諾してくださった磯崎先生、巡検中の様々なバックアップをし
てくださった石川先生やスタッフの方々、そして一緒に参加した学部生・院生の方々に感謝の意を表して、結びとした
い。ありがとうございました。THANK YOU!

地球探訪の感想        蓋盛 拓海
　 先日の地球探訪はアメリカ西部の様々な場所を訪れ見聞を広めた。自分が訪れた場所は、アメリカ西部という広大な
アメリカの中のほんの一部分ではあるけれども、世界中心であるこの国を訪れたことは、来月から国家公務員として働
く自分に大いに刺激となった。
　 私は自身の修士分野の地質学とは全く別の道に進むため、私が今回のアメリカ巡検で興味を覚えた物や場所は、地質
そのものではなかった。私の興味の対象は「アメリカの国のあり方が日本という国とどう違うのか」であり、むしろ地
質を含めたアメリカ西部という空間と、その中に内包されている種種雑多の物事全てである。国家公務員として、世界
に 負けない日本を創るために、なによりも先に世界一の国とはどのようなものなのかを知る事が重要だと考えた。その
ため、アメリカという国土が如何にして「アメリカ人」を育てているかについて考えることによって、相対的に日本人
のあり方を考えるというモチベーションをもって今回のアメリカ巡検に臨んだ。
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今回のアメリカ巡検で
撮った写真の中で、
もっとも印象深かった
のがこの一枚である。
　なぜグランドキャニ
オンでも、ラスベガス
の町並みでも、クレー
ターの跡でもなく、こ
の風景をもっとも印象
深かった一枚に挙げた
のかと言えば、これこ
そがアメリカ人を作り
上げた原風景だと感じ
たからである。
　人間とは認識の動物
である。そして認識と
は外界の反映である。
人間は環境を認識する
が故に環境によって創
られ、そして自らにと
り最適な環境へと作り

替える。日本人は日本という環境によって創られる、同様にアメリカ人はアメリカという環境によって創られる。
この荒涼とした大地は、アメリカ人が西部開拓時代に見た風景のままである。そして西へ西へと押し寄せる当時のアメ
リカ人の目に写ったに違いない。
　 この荒涼とした外界こそがアメリカ人を創ったのである。これは日本人を創った環境と全く違う。地平線まで続く荒
野の外界こそが、アメリカ人の自律の精神を作ったのである。見渡す限り何もなく、何者にも頼ることのできない領域
に住まう彼らにとって必要なものは、合理的な考えであり自主自律自衛の精神である。この思考がアメリカ人全体を貫
く軸となって、抽象的には現在のアメリカという国家として現れ、具体的には当然そこにはアメリカ人自身をしばる法
体系として現出している。
　 昨今アメリカ社会で大きな問題となっている、銃規制の問題、国民皆保険の問題、大きな政府の問題。これら以外に
もあるアメリカを取り巻く問題は、日本人には不思議に映る。これらの銃規制や国民皆保険などの制度は日本人の目に
は当然の事柄であるからだ。
　 何故アメリカの社会でこれらの問題が紛糾しているのか、アメリカという社会が今後どのように変化していくのか、
を根本的のところで理解するためにはやはり、上に示した写真の中に写る荒涼とした大地、更にはこのような大地の上
に社会を築いたアメリカ史の変遷を突き詰める作業が必要になるのだろうと感じた。
外界としての環境が、そこに住まう人間を創り、国家を作るという構図は、何もアメリカだけに留まらない。EU、中東
の国々、アフリカ諸国、東南アジア、そして何かと関わりのある中国と韓国、これらの国々には、これらの国々を作っ
た環境と歴史が存在している。
　 世界の国々がどう考え、国際社会の中でどう振る舞うのかを考えるには、個々の国々が置かれた外界を理解する必要
があるだろう。
　 さらに国家公務員の主な業務は、法案を作ることにある。新しい制度の法律を議論するなかで、外国の制度とそれを
規定する法律、運用法、その法律が及ぼした影響、を参考にすることはよくある。しかし、たとえ他国で成功した制度
や法律であっても、それをそのまま日本に移植したとして成功するとは限らない。それは各々の国家を創ったそこに住
まう人々の外界、認識、そして国家にとり最適な法律だからである。
日本人の認識の先に作り上げた法律体系に接木するためには、他国の法律がどのような認識の元に作られたかを知った
上で、我々日本人が上手く扱えるように改変する作業が欠かせないであろう。そうしなければ、その法律は上手く機能
しないばかりか、日本にとって害悪なものになりかねない。
　 今回のアメリカ巡検では、日本とは全く違う風景に触れることで、アメリカとはどういう国なのか、そして日本人と
どう違うのかについて思索を巡らせるいい機会となった。
　 来月から国家公務員として法律によって国民に奉仕する立場として、どのような法律が国民に必要なのか、また今後
日本人にとってどのような法律の必要性があるのか、今回の経験を元に考えていきたい。
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