ジョ ン・ ミッチ ェル
「 地震の 原因と 観測 に関す る推論
ーなか でもリ スボン 大地震 につ いて」

リスボン大地震の五年後、一七六〇年英国王立協会の学術誌『フィロソフィカル・トランスアクション』には、同年
三月六日、十三日、二十日、十七日の読会として、六八頁にわたるジョン・ミッチェルの論文が掲載された 。
「地震
の原因と観測に関する推論ーなかでも一七五五年十一月一日都市リスボンを壊滅させ、ほとんどヨーロッパ全土
をさまざまに震撼し、遠くアフリカにまで伝播した大地震について」この論文は地震学成立の契機のひとつと評
価される
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ジ ョン・ ミッチ ェル

（永 冶日 出雄 ）

（ケンブリッジ、クイーンズ・カレッジ教官 ）

「地震の原因と観測に関する推論ーなかでも一七五五
年十一月一日都市リスボンを壊滅させ、ほとんどヨー
ロッパ全土をさまざまに震撼し、遠くアフリカにまで
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一 七 六 〇 年 二 月二 八 日 、 三 月 六 日、 十 三 日 、 二 十 日 、二 七 日

伝 播した 大地震 につ いて」
英国王立協会

序

〔第一項〕地震は地球内部における突然の爆発に起因する、と哲学者たちは普通説いてきた。この意見は地震
なる自然現象によく合致し、類似する事柄をもよく説明するように思われる。しかし、私見によれば、そうした
爆発の成因に関しては、いまだ推論が事実に充分裏付けられず、爆発によって出現する他の現象は言及されず、
それらと地震の関連も不明である。以下の論述はこうした課題に応えるものであるが、いかなる地震にもまして
一七五五年十一月一日かの怖るべき大地震により多大の事例と記録が遺され、われらの企図に好機が訪れたと言
える。
（原註）
（原註）こうした事実の多くは『英国王立協会哲学紀要』第四九巻に一括して記録される。また、それら
は他の事実も加えて『地震の歴史と哲学』に収録された。地震の研究に志す者にとって、後者も精読に価
する好著である。そこでは前述のような事例とともに、権威ある学者十人の詳細な地震論が提示される。
余輩の論拠は『地震の歴史と哲学』および『英国王立協会哲学紀要』に依拠するところ大であり、これら
の点検を意図される方々にも役立つであろう。そこでは扱われず、本稿の課題に必要な事項は別途論究せ
ねばならぬ。
〔第二項〕震動が大気の異変に起因すると、とときには説かれるけれども、地震の様相に照らし誤謬も甚だし
い。今後も地震が起きるたびに言われるであろうが、そうした論者の主張と異なり、地震の発生と大気の状態と
の間にはなんら確実で規則的な関連はない。たとえば、つねに地震は無風で静穏な天候のとき起きる、と言う。
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それと は異なっ て一六九 三年シチ リアでは 、
「南風が強烈 であり、地震の激烈な時刻 でも、ほかの時点でも吹 き
荒れた。」
（原註）
（原註 ）
『英国王立協会哲学紀要』第二〇七号、すなわち第二巻、四〇八頁。ローソープの摘要。
〔第三項〕ニュー・イングランドで一七二七年と一七二八年に起きた地震の記録にも同じような事例が見出さ
れる。報告者によれば、天候と地震の間にはなんらの関連も徴候も観測できず、地震はあらゆる天候、あらゆる
潮汐、あらゆる月齢のもとで起きるのである。
（原註）
（原註 ）
『英国 王立協会 哲学紀要 』第四〇 九号、す なわち第 六巻、第 二部、二〇二頁。イーメ ンの要約。
こう した権威 ある学者 に加えて 、ベルト ランが開 陳する意 見を誌そ う 。
「アリスト テレス、プリニイ、セ
ネカによれば、静穏な大気が大気が地震に先立つ。多くの場合そうであるが、必らずではない。すべてを
吟味して、この法則に合致する事例と背馳する事例を数え上げることはできない。逆に他の学者は暗雲、
雷光、突風が地震の前触れだと考える。」静穏な天候で発生した地震についてベルトランはさらに述べる。
「他方我らがこれまで検討した事例では、多くの地震が豪雨、烈風、曇天のもとで起きた。したがって、
大気の状 態に地震 の前兆を 見出すこ とは困難 である 。
（ベルト ラン著『 地震に関する歴史的・自然 学的覚
書』ハ ーグ、一 七五七年 。
）この 慎重な覚 書で彼は 、スイス の地震や これに関連する他地 域の震動につい
て、全貌を把握すべく、公衆に現地からの情況報告を求めている。全巻が堅固かつ厳密に論述され、特定
の体系に拘泥していない。
〔第四項〕こうした反証にも拘わらず、震動の瞬間に地震と天候の関連がしばしば感じられるとすれば、大気
に含まれる一定の要因によって、大地がかくも深甚かつ異様に変容し、震動に伴うさまさま様相が現れた、と判

断するよりも、地震を惹起した要因が大気になんらかの作用を及ぼした、とより堅実に推論したい。
〔第五項〕以上の憶説を退け、我らは地震の成因が地下に宿ると想定したい。そして、自然に実在すると確信
できる要因、地震という異常な作用のあらゆる様相を現出させる要因を探究するのみに止めたい。目指す要因と
はすなわち地中の火炎である。これなる火は大量の水と出会って突然奔出して、膨張する大量の蒸気を産出する。

一

節

（ 第 一 部）

余輩が論証を志すのは、地中の火炎こそまさしく地震の成因であって、以下はその論証である。

第

〔第六項〕要目第一。震動が発生したあと、僅かな時間だけでなく、数年にもわたる長い間隔を挟んで、同一
の地点で地震が繰り返す。
〔第七項〕いづれの事実も既存の地震記録から充分確認できる。ジャマイカ一六九二年、シチリア一六九三年、
およびリスボン一七五五年における大地の震動と衝撃は、ときには短い間隔、ときには長い間隔をおいて数ヵ月
間反復された。（原註一）一七四六年十月二八日から一七四七年二月二四日までにリマでは、全市を破壊した最
初の大地震地震のあと、四五一以上の震動が生じ、その多くは比較的微弱であった。
（原註二）
（原註一）これらは『英国王立協会哲学紀要』を参照のこと。
（原註二）アントニオ・ドゥロワ著『ペルーへの旅』第二部、第一巻、第七章。
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〔第八項〕同一の地点において長期の間隔で地震が再発することも、歴史によって充分立証される。コンスタ
ンチノープルおよび小アジア各地は、幾多の世代にわたり地震の反復に苦しんだ。シチリアも同様であって、神
話時代の遺物すらそれを伝える。リスボンにおける震災は一七五五年が初めてではない。イギリス人が拓殖した
ジャマイカでも、頻発する震災に苦しみ、最初そこに住んだスペイン人は倒壊を怖れて、平屋の木造家屋だけで
我慢した。リマ、カラオ、それらの隣接地域も六十年間二度にわたり地震でほぼ全滅して、倒壊せぬ建物は皆無
に近く、その都度津波にも襲われた。当地における震災としてはこれが唯一の事例ではなく、一五八二年から一
七四六年までに激烈な地震が十五以上、相当な震動が無数に生じたのである。最初そこに拓殖したスペイン人が
高楼を建てるのを見て、埋葬塔を築くのかと、原住民は尋ねたと言う。
（原註）
（ 原註 ）
『ペルーへの旅』、
『地震の歴史と哲学 』、
『 英国王立協会哲学紀要』に はこうした事例がさらに 多
く収録 される。 また 、
『地震 に関する 歴史的・ 自然学的 覚書』に よれば、スイスで は九六〇年の間に地震
が一三〇回起きた。
〔第九項〕要目第二。これらの地域は火山に隣接し、地震の頻発に常時曝される。そして、激しい噴火には大
抵地震が伴う。

だが、確認できる 世界

〔第十項〕小アジアとコンスタンチノープルはサンテリーニ山の近隣とみなされる。エトナ山、ヴェスヴィウ
ス 山、ヘク ラ山、等 々の近隣 地域につ いても同じように 充分な証左がある 。
（原註 一）
全土において、ペルー、チリ、そして南米の西部ほど地震が多発し、火山に脅かされる国を余輩は知らない。
（原
註二） アンデス なる名称 で知られ 、南緯四 五度から北緯数度へ至 る長大な山脈 、
、さらには全メ キシコの約五千
マイルを貫通する山脈に火山の連鎖が秘められる。
（原註三）

（原 註一 ）
『英国王立協会哲学紀要』第二巻、ローソープの摘要に多数の事例が誌される。
（ 原註二） ペルーで はところ により、 一週間が 地震なし に経過す るのは稀である、 とブゲルは語る 。
『地
震の歴史と哲学』二〇五頁。
（原註三）南米諸国の地図、コンダミン著『マラニヨン河の旅』、アコスタ著『インディオ自然誌』など
を参照のこと。
〔第十一項〕要目第三。大地は地震の際ときには左右に揺れ、大幅または小幅に波状をなしてときには突進す
る。そして、大抵波動は、左右への揺れよりも強烈である。
〔第十二項〕左右への震動については確証するまでもない。波動に関して幾多の地震記録が参照できる。もっ
と も明白な 二件とし てジャマ イカにお ける一六八七 ー一六八八年と一六九二年 の記録を見よう 。
（ 原註）一六八
七ー一六八八年当地におけるある貴紳の証言によれば、地震が進行するにつれて、大地が波濤のように隆起する
のを目撃し、その結果山頂の樹林が数マイル遠くへ移動したのを識別できた。また、一六九二年の記録にも誌さ
れる。
「転回し、膨張する海のように、大地が隆起して膨張し、そのため住民は辛うじて立居を支えた、と。
（原 註 ）
『英国王立協会哲学紀要』第二〇九号、すなわち第二巻、四一〇頁。ローソープの摘要
〔第十三項〕同様にしてとくに顕著な事例が、ニューイングランドの地震において観測された 。（原註）一七
五五年十一月十八日の異変をある貴紳は証言する。大地が波のように隆起して、樹木の上部を十フィート押し飛
ばし、みずからも震動に揺いで辛うじて身を支えた、と。
（原 註 ）
『英国王立協会哲学紀要』第一巻、一頁等。
〔第十四項〕一七五五年十一月一日 リスボンでの地震において同様の異変が観測されたことは、この震災に関
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する多 数の記録 からも確 認可能で あり、若 干の証言によって明 確に肯定できる 。
（原註）波動 は異質の震動より
も遙かに遠い距離にまで伝播して、ドイツ全域、アルプス地方、デンマーク、スウェーデン、ノールウェイ、英
国諸島の全域にわたり、河川の異常な流れや教会施設の落下が認められた。
（原註 ）
『英国 王立協会 哲学紀要 』第四九 巻および 『地震の 歴史と哲 学』の特集を参照のこ と。なかでも
前者三一五頁の記述に注目されたい。「世にも怖るべき地震がリスボン全体の基底を突然の急速な震動で
揺るがした。ついて瞬時を挟んで変動の本質が変って、突然荒石に乗り上げた荷車のように、あらゆる建
造物が押し倒され、ほとんどすべての住居や教会が壊滅した。
なお 、ポルト における 波状の変 動につい ては 、
『英 国王立協 会哲学紀要 』第四九巻、四一八頁を 、ジブ
ラルタルにおけるそれについては『地震の歴史と哲学』三二二頁を参照されたい。
〔第十 五項〕 要目第 四。地震が 頻発する 地域では、震動が同一 の地点で惹起し、同一の地 点へ進むのが観測さ
れる。（証言で確かめるかぎり、）
、震動が進む 速度も同一である、と付 言したい。ただし、国によ って震動の速
度は非常に異なる。
〔第十六 項〕一七 五五年リ スボンで最初の大 地震に継ぐすべての震動は 、当初と同じく北西から 襲った 。
（原
註一）この主張は、当地で地震の歴史を執筆中と自称する人物によってなされた。他の証言もすべてこの事実を
裏付ける。なぜなら、ある人々は北からと、他の人々は西からと言うが、いずれも反証にはあたらず、むしろ逆
である。また、震動が伝播する速度は、すくなくとも轟音の速度と同一である。なぜなら、すべて震動は轟音の
直後に現れるか、轟音と同時に生じる。（原註二）リスボンで最初の衝撃を受けた瞬間と他の離れた地域で揺れ
を感じた瞬間の時差が、まさに震動の速度であって、計量すれば毎分二十マイル以上の距離で突進したと思われ

る。
（原註三）
（原註一）
『英国王立協会哲学紀要』第四九巻、四一〇頁。
（原註二）
『英国王立協会哲学紀要』第四九巻、四一四頁 。
『地震の歴史と哲学』三一五頁。
〔第十七項〕ニューイングランドの地震記録によれば、確認できる地震五件のうち、三つは同一の方角、すな
わち北西から現れた。（原註一）他のふたつは定かでないが、やはり同じ方角からと推測される。それらの速度
はリスボンの場合より緩やかであり、轟音と衝撃の時差、さらには前述の波動によって知られる。
（原註二）
（原 註一 ）
『英国王立協会哲学紀要』第一巻、九頁。
（原註二）地震が伝播する速度が、他の場合よりかなり緩慢なときがあるけれども、大気に起因するので
はけっしてない。大気に震動が伝わる速度は、音響の速度に比し、緩急いずれでもない。すなわち、毎分
約十三マイルの速度である。
〔第十八項〕ジャマイカにおける大地震はすべて海から襲来し、漁港ポール・ロワイヤルを経て北方へ向った、
と記録される。それらはリスボン地震の速度よりさらに急速であった。
〔第十九 項〕一七 五〇年ロ ンドンの 地震は東 から西へ進行したとされる 。十七世紀にも同じよう な出来事で落
下騒ぎになったことを聞き及ぶ。地震のとき計量器店に偶々居合わせた人物は、すべての天秤が東から西へ揺れ
るのに気づいた、と話してくれたからである。
〔第二〇 項〕イタ リアのヴ ァレ州ブ リーグで感 じるあらゆる震動は、みな 同じ方角、つまり南方か ら発した。
〔第二一項〕要目第五。リスボン大地震の後には各地で小規模な余震が感じられた。
〔第二二項〕スイスでの余震。フランスとドイツの国境における余震。バルバリ諸国での余震、等々。
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〔第二三項〕 これまでに提示した想定は事実に美事合致すると思われるが、地震の成因が地中の火炎であるこ
とにはなお疑問が残るであろう。外部の空気と接触せずに、火の発生が可能であろうか。これに答えるべく、余
輩は瑞々しい植物を例証として、それらが山積みされ、発酵によって燃えることを指摘しよう。外部の空気が無
用な場合には、浸入が上手に遮断される。だが、限度を過ぎた事例、本稿の課題に即した多くの事例を挙げよう。
〔第二四 項〕火山 の火が大 気の空気 を吸収し 、多年の歳月にわたり保存 し、増殖するとは、ほと んど想定でき
ない 。（なぜなら、蒸気がつねに強風によって消散し、空気の浸入はかならず妨げられる 。
） そこ に 別 種の 火 、
地震の成因とみなされるのと同一の火が実在する。課題に即したより明白な事実をつぎに述べる。
〔第二五 項〕一七 五五年十 一月一日 の地震の際 ポルトガル海岸では、煙 と光を伴う火炎がコラレス 近くで発し
たと言われる。また、幾度か余震のときには、煙と同じく海から近づく霧に伴って、硫黄の微かな臭気が漂った
と され る 。
（原註）
（原註 ）
『英国王立協会哲学紀要』第四九巻、四一四頁等。
〔第二 六項〕ニ ューイン グランド の地震記 録を参照すると、ポスト ンより四十マイルのニュ ーベリイでは地割
れによって荷馬車数台分もの砂と灰が噴き上げられ、砂は硫黄の臭気を微かに帯びて、燃える石炭に供すると、
碧色の炎を放った。
（原註）
（原 註 ）
『英国王立協会哲学紀要』第四〇九号、すなわち第六巻、二〇一頁、イーメンの摘要。

〔第二七項〕一六九二年ジャマイカ地震のある報告者かつぎのように語る 。「ポール・ロワイヤル漁港をはじ
め 、島中の 各地では （地割れ から噴出 したらしく 、
）硫黄 状の可燃性物質が発見さ れ、火に近づけるや、蝋燭 の
ようにともり、燃えた。
」
〔第二八項 〕「それまでセント・クリストファーでは地震のたびに膨大な可燃性物質が噴出し、大層困惑した
ものの、以後の地震では噴出が止み、困惑は鎮まった。
（原註）
（原註 ）
『英国王立協会哲学紀要』第二〇九号、すなわち第二巻、四一八頁。
〔第二 九項〕な おまた、 さらに記 録される が、一七二〇年アゾーレ ス諸島のひとつ、テルセラ 近海で火山島が
出現 し、噴出 の余波を 受けて家 屋数軒が 揺らいだ 。
（原註一） 火山島は直径約三リーグ （十マイル）で、円形に
近く、驚くほど大量の軽石と溶解物が露出した。この二千年間にエトナとヴェスヴィウスより噴出した量を遙か
に上回るであろう。これを惹起した火が外部の空気と接触せずに燃えたのは、幾世代もではなく、わずか数年で
あることが、これにて推測できる。アゾーレス諸島の各地に同様の事例が存することも注目に値する。
（原註二）
そこに地中の火炎が秘められる徴候はほかにもあり、いくつか地域では煙や炎が立ち昇る。これらの島々は激し
い地震の頻発にも悩まされる。
（原註一）
『英国王立協会哲学紀要』第三七二号、すなわつ第六巻、第二部、二〇三頁。イーメンの摘要。
（原註二）
『地震の歴史と哲学』におけるアゾーレス列島隆起の項目を参照されたい。
〔第三十 項〕証左 となる事 例はほか にも多数見 出され、トスカナ群島のサ ンテリーニ島近くには海 底火山から
噴出した小島が幾つか存在する。それらのひとつが一七〇八年に噴火し、それに伴う様相が王立王立協会紀要に
詳し く記録さ れる 。
（原 註）その 小島は深 さ百フォソン（一八三 メートル）の海底から隆 起し、地震とともに出
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現し、いまも屹立するのである。記録によれば、サンテリーニ島自体も本来同じように海底から隆起した。その
ほか古来の諸島に加えて、新たな島々が隆起した、と過去千九百年間相継いで伝えられ、それらの噴出にはかな
らず地震が伴ったであろう。
（原註 ）
『英国王立協会哲学紀要』第三一四号、三一七号、三三二号、または第五巻、第二部、一九六頁 。
ジョーンズの摘要。
〔第三一 項〕同じ ような事 例は、一 七五〇年フィ リッピン群島のひとつ、マ ニラで起きた。このとき も激烈な
地震が襲い、マニラをはじめ群島各地を震撼した。
（原註）
（原註）
『英国王立協会哲学紀要』第四九巻、四五九頁。
〔第三二項〕さらに付言すれば、多くの場合なんらかの火山から噴出した膨大な軽石が、ときには海面に漂い、
ときには遠方の海岸へ流れており、大海の奥底に火が実在することへ疑問の余地はない。
（原註）
（原 註 ）
『英 国王立協 会哲学紀 要』第三 七二号、 すなわち 第六巻、 第二部、二〇四頁、ま たは同書四〇二
号、第七巻、第二部、四三頁。イーメンの摘要。
〔第三三項〕高く信頼できるこれらの例証によって、火山の火が地震を惹起すると、我らは結論できる。とはい
え、火山の近隣でしばしば起きる地震が、火山自体の火に起因することを、前提するのではない。なぜなら、さ
きに例示したセント・クリストファーのように、火山はそこで形成される蒸気に発散させ、むしろ震動を抑制す
るはずである。
〔第三 四項〕同 じような 現象を肯 定できる 事例が、アンデス山脈 でもしばしば見出される 。
（そこでの出来 事を
語る）アントニオ・ドゥロアによれば、「カルガイラソ山に係わる被災のように、火山の新たな噴火の際に、大

地が激烈な衝撃を受けるため、周辺の村々がすべて転覆され、壊滅に至る。この衝撃は地震と呼ぶにはやや適せ
ず、火口が生じたあとは、ほとんど爆発を伴わぬ。また、震動が感じられるにして、きわめて微弱なのである。
それゆえ、火山がひとたび出口を得るや、物質は燃え続けるのに、衝撃を止める 。」（原註）したがって、そこ
での大地震は同じ地域でより深層に潜むむしろ別の火によって惹起すると思われる。大地震と同時に発生し、震
動を伴う火山の爆発は、大地震の原因ではなく、むしろその結果であろう。すくなくとも大地震が相当の地域に
わたる場合そうと思われる。これなる推論はいまだ充分明白と思われぬであろうが、地震の発生地域へ本稿の課
題を進めるにつれて、よき理解を得るであろう。
（原註）コンダミンの報告どおり、カルガイラソ山が往古から火山であった可能性は、余輩が依拠するド
ゥロアのフランス語訳の表現にも見出せない。つぎの論文で言及される四つの山についてもおそらく同様
である。火山が雲居にあるアンデス山脈では、どれをも確認するのは難事である。だが、これらすべてが
休火山であって、新たに噴火したと想定しても、それらは多数の火山がなお隠されることを、近隣の火山
とともに、一層暗示するにすぎぬ。古来覆われる莫大な雪を、爆発によって融して水に変化させ、洪水で

三

節

周囲の一帯に甚大な被害を及ぼすまで、火山はなんら存在の徴候を示さない。

第

〔第三五項〕火山の近隣に地中の火炎が若干存在するとなぜ仮定するか、と問われるかも知れぬ。これを証する
ものとして、古い火山の近隣に新たな火山が噴出する事例がしばしば起きる。さきに言及したカルガイラソもこ
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れに合致する事例である。一七四六年十月二八日の夜周囲の山脈で四つの山が新たに噴火したため、リマとカラ
オが被害を受けた。
〔第三六項〕同一の地域に共存する多くの火山がそうした事例を提供する。たとえば、アゾーレス諸島では四十
以上の山があるいは過去に、あるいは現在も煙と炎を噴き上げる。アンデス山脈に属する多くの火山については
すでに述べた。エトナ、ストロンボロ、ヴィスヴィアスとともにソルファトラもみな近隣に位置する。コンダミ
ンによれば、ヴィスヴィアス一帯と同じく、フレンチェからナポリに至る全道程で溶岩が確認できた。アイルラ
ンドの場合もヘクラ山に加えて、若干の火山だけでなく、多くの地点でほか硫黄性の蒸気が発散する。しかも、
こうした事例は多数に及び、明白な徴候を帯びて単一の火山から発するものがすくないので、近隣に以前から火
山が隠れるか、地中の火炎は潜むと思われる。
〔第三七項〕地球の内部構造を熟慮すれば、火山の近隣に地中の火炎がしばしば潜む可能性は、一層大きいと信
じられる。これについて通念以上に認識されることが、以後の論述を理解頂くため必要であり、敢えて読者に一
定の説明を提供したい。
〔第三八項〕種々の様相から判断するかぎり、地球は偶々集積した物質の塊で成り立つのではなく、規則的で一
様な諸地層から構成される。これらの地層は数フィートあるいは数インチの厚さを超えぬものもあるが、厚みの
顕著な相違なしに、ときには数マイル以上の幅と長さにわたる。同じ種類の地層は総じて同一の性質を有するが、
まったく異なる種類の地層にしばしば隣接する。たとえば、陶土の地層を考えてみよう。その上に石炭の地層を
置く。さらに粘土の地層を、その上に鋭い小砂の地層を、さらに粘土を、さらに砂をさらに石炭を重ねてみよう。
大抵は数ヤードの厚みを超えるものではない。とはいえ、同種の物質が数百ヤードの深さにまで及ぶ事例もある。

稀有な例外を別として、これらも各々一貫した塊ではなく、厚み一フィートから三フィート弱にすぎぬ多数の薄
層に細分できる。
〔第三九項〕こうした地層への水平状分割に加えて、地球はさらに分割・細分される。亀裂が細く僅かな事例も
あるが、ときには数多く、相当の幅に及ぶ。上側と下側がかなり破壊されても、亀裂を見出せぬ地層もある。往
々にして柔らかな粘土の場合であって、上にある物質の圧迫をおそらく柔軟性に受け入れ、本来の亀裂を埋める。
しばしば鉱山で例示されるように、上側の地層と下側の地層に通じる割れ目へ、粘土あるいは柔らかな物質から
成る地層が介入し、媒介するのである。
〔第四十項〕これらは上下いずれの地層でもときに亀裂をなすが、長大となるのは稀である。貴金属の鉱石は太
い鉱脈を帯びるけれども、我らにとってむしろ例外的な観察と言える。なぜなら、それらは大抵測り知れぬ地底
にあって、さまざまな種類の地層を数多経由する結果なのである。
〔第四一項〕地球の構造により、すなわち上側の地層と下側の地層の間で亀裂が連結しないことにより、それら
地層がほとんど砕かれることも加わって、
どの部分においても大地は地面に垂直な方向には容易に分割されない。
（原註）だが、水平な方向には地層相互が密着せず、難なく分割する。
（原註）金属を蔵する深い割れ目についてさきに述べた事柄は、本項の結論に該当しない。それらは大地
の垂直な部分とも、水平な部分とも相当に異なるからである。往々にして粘土の地層や柔軟な物質がそこ
へ混入する。多くの場合それらは、一貫した地層を構成するかのように、両側の岩盤に密着し、塵芥、鉱
石、剝げ石などで充たされる。
〔第四二項〕地表よりある程度深い地層にもおおむね多くの水が含まれる。しかも、海底より下の地層には、あ
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るいは海からの流入によって、あるいは地層間に含まれる水分によって、かならずそうである。
〔第四三項〕地球の地層はときに大きく屈曲し、急速な上昇または下降によって、ある地点では隆起し、他の地
点では陥没する。広い領域で見れば、そうした上昇と下降はたがいに相殺し、ほぼ水平に存在する一式の地層と
みなしてよい。とはいえ、高地にある山岳地域の地盤は大抵こうした様相が顕著であって、一般にそうした地域
が下部の地層で形成されるため、水平から傾いた地層となる。（原註一）かかる様相は以下のような仕方で表す
こともできよう。種類と色彩の相異なる用紙数枚を貼り合せ、中央が尾根になるよう折り曲げてほしい。両翼を
押さえてそれを水平な面に戻し、盛り上がった部分をすべて切り取る。そして、中央の部分をさらにやや高くし
たい。これこそ遍く世界に存在する山岳地帯とその周辺をほぼ的確に表現するのである。
（原註二）

〉し かし 、しば し
Fig.3

（原註一）多数の現象から確実と思われるのは、それら山岳地帯が大地低部の地層から成るのみならず、
とき には 火 山を 含む 高 嶺す ら大 抵低 部 の地 層か ら形 成 され たこ とで あ る 。
〈図 解
ば他の事例も見出され、そうした高地を基盤とする丘陵が、隣接するより高い地層から形成され、その重

は模型として例示される諸地層の断面を表す。この断面は水平線に垂直な山稜の高
Fig.1

量により地面を押し下げて、深皿のごとく構えている。
（原註二）図解
さへ傾斜する。
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〔第四四項〕大地のこうした形成から帰結するのは、土や砂や鉱物が長大な山稜における大規模な隆起と同様、
地表の狭小な箇所にも見出されるはずであり、実際に確認されるのである。前述のとおり南米のアンデス山脈
では火山 の連鎖が 五千マイ ルにも拡がる。 疑いもなくこれらの火山は みな同一の地層から派生 した 。
（原註）
シエラ山脈はアンデス山脈と並行して同山脈と海の間を縦走する。これらふたつの山脈は相互に見渡せる距離、
中間では二十リーグの幅でおよそ千リーグ以上にわたり連なる。
（原註）スペイン人に採掘された金銀の鉱山は、
両山脈に並行し、過半の長さ及ぶ地域で発見された。
（原註）アコスタ著『インディオ自然誌』
〔第四五項〕同じ事柄が北米でも確認できる。セント・ローレンス河へ流れる湖では、東側に長い山脈がほぼ並
行に連なる。そこから海岸（セント・ローレンス湾）に至る方面は、ほぼ全域を通して同一の地層で一様に形成
される。
（原註）
（原註）ルイス・エヴァンスによる北米の地図と解説を参照のこと。
〔第四六項〕大英帝国でも同様であって、の事例があり、北東から南西へ連なる山脈に、南北への隆起が認めら
れる。（原註）世界を見渡せば、同様の事例が幾多存在する。こうした変動をさまざまな状況から推測すれば、
多数の地で惹起可能であり、若干の地域では確実に発生するであろう。
（原註）これに関して疑問の余地のない証左を余輩は数多く有するが、本稿の限度を遙か超えるので、こ
こでは省略せざるをえない。
〔第四七項〕しかしながら、山稜のもっとも高い部分、ならびにそこから両側の山裾に至る地層の傾斜が、まっ
たく一様であると、読者はいかなる事例でも推論されぬように！なぜなら、ときにそこには相当の不均等も存し、

それが大きな際には全体の方向とは反対に地層が小さく屈曲するからである。そうした場合地域全体における発
掘を把握できず、本稿で述べてきた様相を確認することが困難となる。
〔第四八項〕長大な山稜から相当の距離までは、大半の地層がほとんど同じ平面にある。また、一般に山岳地域
は下方の地層から形成され、同じく一般に盆地は上方の地層から形成される。
〔第四九項〕かくして山岳地域では同一の地層が縦にも横にもおのずから拡張する、と帰結できる。こうした事
例はイギ リスやフ ランスに おいて白 亜質・燧石質 の地域に認められ 、
（少数の地域にみられる水 路、粘土、土砂
の介入は別として）縦横それぞれ約三百マイルの地帯を構成する。
〔第五十項〕山稜における地層の隆起に加えて、大地の構造にきわめて顕著にして、きわめて普遍的な様相が見
られる。それは地層の陥没であって、鉱夫が普通それを陥穽と呼ぶ。すなわち、亀裂した地層の片側が、他の側
の地層よりも低く沈下する。こうした地層で亀裂の両側に高さの相違が生じ、重大な変化として地震発生に至る
要因の若干をついには惹起するのである。

- 19/20 - 20/20 -

