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みんなの地学2020（1）

子供だってジオ・エコ研究者
―地学教育は環境研究の最前線―

Even kids are researchers of geo-eco sciences 
̶Earth science education is the forefront of environmental research̶
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1.　地学の魅力：地球はシームレス
地震や火山，地層，化石などの分布は一見すると無
関係に見えるが，半世紀ほど前に提唱されたプレート
テクトニクスによって統一的に説明できるようにな
り，高校地学の内容は一新した．自然現象は関係しな
いようであってもつながりあっている．「地球はシー
ムレス（縫い目のない織物）」という言葉に代表され
るように，地球全体を総合的に研究することに物理学
や化学とは異なる地学の魅力がある．戦後の国際協調
のなかで地球観測が始まったこともあって，地球への
関心が高まり世界各地の大学に地球科学教室が誕生し
た．現在では，宇宙も含めた地球惑星科学となって発
展しているが，地学教育の認知度は残念ながら低い．
人間は有用鉱物だけでなく窒素肥料，水力発電，農
産物など，岩石や大気，水，生物など自然物の一部を
資源として利用する技術を開発することで，豊かな生
活を送れるようになり社会も発展してきた．しかし自
然環境の浄化能には限界がある．様々な自然物質の資
源化は地表付近の環境を変え，時に災害や汚染を引き
起こす要因となる．戦後の急激な人口増加や経済成長
の陰で発生した公害問題が解決しても，地下水資源の
過剰揚水は回復しない地盤沈下を引き起こし，化石燃
料資源の大量消費は温暖化や異常気象を誘発し，社会
や生態系に深刻な影響を及ぼしている．ペストやコレ
ラ，スペイン風邪，新型コロナウイルスなどの繰り返
される感染症も，生態系の攪乱が原因と考えられてい
る．人間活動は地球環境全体の仕組みに強い影響を及
ぼしており，地球環境問題となって子供たちが担う未
来社会に暗い影を落としている．問題解決には，人間
と自然が調和する持続可能な社会への変革につながる
学際研究（例えばフューチャーアース）が必要とされ
ている．その糸口は，「地球はシームレス」という感
性や理性の養成を担う地学教育が握っているのではな
いだろうか．

2.　地域をつなげる地学教育：地域もシームレス
地学が社会で必要とされる大きな理由は，資源，環
境，災害など人間社会の発展，安全安心，持続性に深
く関係するためだが，自然現象だけでなく石も生物も
水も，さらに人間や社会，歴史文化も地域性がたいへ
ん強いという特徴がある．ジオパークは地域の地球科
学的な価値を生かす試みだが，生物の保全と人間の共
生を目的とするエコパークや世界遺産も，地域資源を
教育に役立て地域社会の活性化を目指す点では同じで

ある．高校地学は固体地球や宇宙だけでなく，大気や
水も対象としているが，動植物や生態系は生物，地下
資源や世界遺産は地理で学習する．自然の各要素や人
間社会との関係は異なる教科で学習するが，そのよう
な分断は地球や地域にはなく，互いにつながってい
る．
しかし自然環境だけをみても，地域によって異なる
課題があるいっぽうで，自然を構成する各要素の関係
を実証するのはたいへん難しい．「地域もシームレス」
という課題に立ち向かうには，大学などの研究者の専
門的な知識や様々な技術を取り入れた調査や研究を実
施する必要があるだろう．しかしそこで得られる学術
情報が社会で生かされるためには，多くの人々の理解
を必要とするし，時間を要する研究もある．とくに環
境の予測には，長期的な観測や調査によってはじめて
結果が得られる各種のモニタリング研究が欠かせない
が，その継続は人的にも経費的にも困難を伴う．アメ
リカの酸性雨のモニタリングでは，学校や市民が参加
して国レベルで雨の採水が行われている．人々が協力
し，広い範囲のデータが毎年蓄積して行けば，雨の酸
性度（pH）だけでも大気環境問題の解決に資する有
用な知見が得られる．新たな分析項目が加われば，学
術的発見や問題解決のヒントも期待できる．試料だけ
でなく，地域でなければ得ることができないデータや
情報は無限にある．学校教育というと，既存の知識や
方法を生徒に伝えるという側面が強いけれども，子供
であっても研究者の役に立つ試料や情報を提供できれ
ば，教育と研究がつながり，協働する道が開かれる．
地域創生が叫ばれ，大学でも地域貢献が強く求めら
れるようになってきた．地方自治体が窓口になり，研
究者が子供や市民と連携して地域の自然を観測・調査
する中で，研究者は学術情報の獲得や新たな研究課題
を発見し，子供や市民は自然の恩恵や災害・環境のリ
スクを学習し，得られた学術資産を政策や産業振興に
反映できるようになれば，研究と教育と地域社会の間
にWin‒Win‒Winの関係が生まれる．そうなれば，
モニタリング的な研究の推進も地学教育への理解向上
も期待できるのではないだろうか．そのような可能性
をもつ対象の一つとして，水を考えてみよう．

3.　自然と人をつなぐ水と地域指標
液体の水に覆われた地球の成因は，昔から地球惑星
科学の中心課題になっているが，環境研究においても
水は重要な対象である．海や陸から蒸発・蒸散した水

特集：地学と子どもの夢
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蒸気は雨や雪となって地表に降下し，河川水や地下水
となって流動しながら地球全体を循環している（図
1）．この水循環というプロセスのなかで，水は大気
や生物，土壌，岩石などの様々な物質と相互に作用す
る．人間が資源として利用している水は，河川や湖沼
などの地表水と地下水であるが，地球を廻る水循環の
なかで，この二種類の水の量と質は地域によって大き
く変化する．その違いは人間社会だけでなく，生物や
生態系にも強い影響を及ぼしている．河川水は地形や
地質，地下水は地層や岩石の割れ目などの地下構造が
その流動に大きく関係している．両水に含まれる成分
の多くも，流域の岩石鉱物に由来する．このように，
量や質など水の基本的な性質や流動の理解には，地学
の知識が欠かせない．高校地学では地層や堆積，大気
について学習するが，水については海洋が中心で陸水
（淡水）の学習は少ない．
洪水に伴う土石流，地震に伴う砂層の液状化，地下
水の過剰揚水に伴う地盤沈下など，地学現象は水災害
や地下水障害に深く関わっている．しかし水害や干ば
つ，水資源に関する問題では，降水量や水利用量など
水の量的な情報が重要となる．水質問題では，各種排
水や有害物質による汚染など，水と人間や生物との質
的関係が研究の中心になることが多い．このため水循
環という考えが重視されても，水と相互に作用しあう
地学要素にまで踏み込み，生物や人間社会も含めた全
体の関係を明らかにする学際研究は進んでいない．生
活に欠かせない地域資源である水の恩恵が持続され，
洪水や渇水，水質汚染のリスクを未然に防ぐには，水
を介して地質や生物，社会とのシームレスな関係を実
証する研究が重要となる．そのためには，どの物質に

も共通に含まれる指標を利用することが一つだろう．
水は多くの元素を含んでおり，現在では数十種類も
の元素の濃度を分析できる機器も現れている．放射性
同位体だけでなく，安定同位体比という元素の指紋的
な性質をもつ指標も，多くの元素について測定できる
ようになっている．自然物も人工物も元素で構成され
ているので，それらの組成や同位体比を測定し互いに
比較することで，自然の各要素と人間社会とのつなが
りが追跡可能になってきた．
水（H2O）は水素（H）と酸素（O）で構成されるが，

両元素の安定同位体比は地域性が大きいので，水循環
の指標として利用されている．カルシウム（Ca）や
マグネシウム（Mg）は水に含まれる代表的なミネラ
ル成分であるが，両元素の濃度の和は硬度と呼ばれ，
まろやかさなど味覚の指標になっている．CaやMg
も含め，淡水には岩石の化学風化を通してもたらされ
る多くの元素が溶解しており，降水時などを除けば元
素組成は安定している．ストロンチウム（Sr）とい
う元素の安定同位体比は，岩石の年代や岩石が形成し
た時の環境を反映して大きな変化があるため，地球科
学研究で広く利用されている．岩石中の Srは風化さ
れやすい Ca鉱物に主に含まれているので，水の Sr
同位体比の分布は岩石の値を反映し，地質図とも良い
対応関係がある．生物は環境水と同じ Sr同位体比を
示すことから（Nakano, 2016），水だけでなく生物や
農産物の産地指標としても利用できることがわかって
きた（Nakano et al., 2020）．安定同位体比など岩石
の地球化学的データは環境研究の礎になると考えられ
ている（中野，2020）．

4.　水を使った環境研究，地学教育，水管理
コップ一杯の水でも，多くの元素の組成や H，O，

Srの安定同位体比を分析でき，フリーな地図作成ソ
フトウェアも利用できるようになってきた．こうした
手法を用いて学生の卒業研究も実施されており，岡山
県や茨城県，秋田県，香川県では，河川水の元素組成
や安定同位体比の地図が全県レベルで作成されてい
る．水質地図を地質図や土地利用図などと比較するこ
とで，水と岩石と人間活動との関係を子供や市民でも
目で見てわかるようになってきた．水質地図は水環境
診断だけでなく水資源評価にも利用できるけれども，
様々な水で構成される地域の水循環を研究者だけで明
らかにするのは困難である．国や県が管理する河川の
水は比較的自由に研究できるのに対して，水田の水は

図 1 水循環と大学，学校，地方自治体の協働を示す模
式図．

特集：地学と子どもの夢
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農家，地下水は井戸の管理者といったように，土地所
有者らの協力がなければ採水や調査が難しいためであ
る．とくに地下水は，その保全の基本となる地下水位
などは現地でなければ計測できない．逆に言えば，研
究者は地域と協働することで，入手しにくい研究に有
用な試料や情報を獲得できることを意味する．
学校教育では，平成 14年から問題を解決する資質
や能力の養成を目的とする総合的な学習（以下，総合
学習）が実施されている．総合学習や環境教育では，
現象や事象を実感する体験学習や野外学習が重視され
ている．水は市民や生徒の興味や関心を集めやすく，
科学を生活や地域とつなげて考える対象として適して
いる．しかし，安定した気温は風のない日陰で計測す
るように，蛇口から出てくる水もしばらくしないと水
温が一定しないことがある．採水においてもボトルの
共洗いなど，目的に沿った計測や処理を理解する必要
がある．小学校の理科では，高学年から気温や水に関
する学習が始まる．酸性やアルカリ性などの化学的性
質のほか，砂や泥を運ぶことや，水道や下水，気象や
水循環についても学習する．温度計は気温や水温の計
測に利用されるが，現在では小学生でも酸性度や電気
伝導度などを測定できる簡易機器が市販されている．
これら機器を利用することで，データをきちんと収集
し，測定値の意味を理解するといった子供の探求的・
研究的な資質の養成だけでなく，学術的な発見も期待
できる．
地表水と地下水はつながっており，流域の水循環の
なかで両水を公共水として一体的に管理する水循環基
本法が 2014年に施行された．しかし水資源は偏在性
が強く，水利用や水循環の仕組みも地域性が大きいこ
ともあって，具体的な水管理計画は地域に委ねられて
いる．総合学習の中で，生徒が計測する水温などの情

報や採水試料が大学の研究材料となり，流域の水循環
の解明が進めば，水管理に有用な科学情報の獲得や環
境リテラシーの向上も期待できる．

5.　福井県大野市の水循環研究と学校教育
大野市は，環境省の名水百選に選ばれた澄み切った
湧水のまちであり，水循環基本法のモデル都市として
も知られる．市民の大半は四方を山に囲まれた

図 2 大野盆地と河川および地下水の流動（破線）黒丸
は湧水が多い河川地点．

図 3　大野市「水の学校」の学習風景．

図 4 （上）市街地地下水の水温変化図．破線部内は湧水
量が多い地域で，水温変化は 3℃程度以下と小さ
い．（下）2017年の大野の日平均気温変化（約
30℃）と木本観測地点における井戸水の水温変化
（0.5℃以下）．年平均気温（13.2℃）は井戸水の水
温（13.9℃）とほぼ一致している．

特集：地学と子どもの夢
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80 km2ほどの大野盆地で生活しており，とくに盆地
北西部に人口が集中し井戸も多い（図 2）．この地域
の地下水（以下，市街地地下水）は機織りなどに利用
されていたが，1970年代から 80年代にかけて大規
模な井戸枯れが起こり，あわせて水質汚染も発生し
た．市では盆地全体の地下水調査を実施すると共に，
地下水保全や湧水文化の再生に向けて様々な試みを実
施してきた（大野市，2011）．その一つが市民による
地下水位観測である．市では 32地点に観測井戸を設
けて水位を観測しているが，16地点では市民が毎朝
手動で観測している．その結果は市役所に報告され，
井戸の横に設置した看板に表示されている．この水位
観測は 1976年に始まり，朝の洗顔と同じように生活
の一部となっており，地下水保全が文化となって町の
礎を築いている．

2013年度からは，地域創生の一環として，大学や
研究機関と連携した研究が始まった．その一つに小学
校と連携した調査研究がある（中野・帰山，2018）．
市が小学校に依頼し，総合学習の時間を利用して，4
年生が自宅の水道水（≒地下水）の水温を測定し，
50 mlのポリ容器に採水している．採水した水につい
て多くの水質項目の分析が行われ，地下水の流動や自
然環境，人間活動との関係が明らかになってきた．
小学生が測定した水温の分布（水温地図）を解析す
ると，水温の季節変化が大きい地域と小さい地域に分
けられることがわかった（図 4）．この結果は，地下
水が気温の影響を受けていること，つまり土地利用や
人為影響を受けやすい浅層の地下水であるという，こ
れまでの結果を補強するものであった．ところが興味
深いことに，水温変化が小さい地域は湧水量が多い地

域と大略一致する．香川大学が実施している水位観測
地点の自動水温測定の結果によれば，深層の地下水の
水温は時間変化が小さく，年平均気温とほぼ一致する
（図 4）．このことから，水温が一定の地下水が大量に
湧出する地域では，季節変化が大きい気温の影響を受
けにくく，水温変化が小さくなると考えられた．大野
市の水道水は日本一おいしいと言われているが，一般
においしい水の条件とされる 10～15℃程度の水温に
収まっている．しかし，大野の年平均気温はこの 40
年で 1℃ほど上昇している．小学生の水温観測の結果
は，温暖化がこのまま進めば井戸水や湧水に影響が現
れることを示唆しており，地下水保全には地球環境に
も目を向ける必要があることを示すことになった .
おいしい水の要件は，水温に加えて炭酸とミネラル
成分が適度に含まれることとされている（小島，
1985）．日本大学の卒業研究によれば，湧水に最も多
く溶けている炭酸イオンの炭素は，主に地下の有機物
に由来することがわかってきた（石井，2018）．この
有機物炭素は温室効果ガスである大気中の二酸化炭素
を起源とするので，現在その実態の解明に向けた検討
がなされている．ミネラル成分にも違いがあり，市街
地の中心を南北に流れる木瓜川や善導寺川によって，
地下水の水質は東西で異なっている．岡山大学による
地下水の Sr同位体比分析の結果（岸本，2018）も東
西で異なる傾向を示しており（図 5），水質の違いの
一つは帯水層の地質によることが判明しつつある．盆
地の地質は第四紀層と一括されているが，井戸水を用
いた水質の検討を進めれば，経費や人力を要するボー
リングなどを実施しなくても，帯水層の詳細な地質図
を作成できるだろう．

6.　水循環を保全し研究を発展させる地学教育
水循環基本法が目指す流域の健全な水循環の実現に
は，地下水が生まれる場所や地下での流動，河川との
関係についても目を配る必要がある．市街地地下水の
涵養域は主に南部の扇状地であることが，水文モデル
研究から指摘されていた．水素・酸素同位体比の地図
からは，市街地地下水は東西での交流がほとんどない
まま，南から北に向かって流動している姿が実証され
た．扇状地はコメのほか特産のソバや里芋などの農業
が盛んな地域である．農産物の Sr同位体比は産地偽
装防止に利用できるとされているが，研究の進展と共
に多くの地域指標情報が集まってくれば，それらを用
いた農産物のブランド化なども期待できるかも知れな

図 5 市街地地下水の Sr同位体比図．木瓜川と善導寺川
を境に，東西で Sr同位体比が異なる傾向が見ら
れ，帯水層の地質の違いを反映している（岸本，
2018）．
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い．
市街地地下水の維持のため冬期に扇状地で水田灌水
が実施されているが，水質成分には農業活動の影響が
認められる．早稲田大学や岡山大学の研究からは，水
田土壌は多くの元素を吸着し，地下水の水質浄化に重
要な役割を果たしていることがわかってきた（本田，
2017）．石川県立大学は土壌を中心に研究しており，
農産物との関係や里芋の食感についても検討してい
る．こうした研究を進めることで，農地での水循環と
関係づけて，農産物の品質や土壌の母材である土砂も
含めた地学的な検討が進むと期待される．
ラドンという放射性元素を用いた琉球大学の調査か
らは，盆地最西部を流れる赤根川の水量が亀山南部で
増加する要因が，地下水湧出によることも明らかに
なってきた．市街地の中心を流れる木瓜川もラドン濃
度が高い．亀山が北に向かって流れる地下水の障壁と
なり，西の赤根川と東の善導寺川や木瓜川に湧出する
といった，地下水と河川水の交流の姿が見えてきた．
水の恩恵が持続するには，降水に関する情報も重要
である．近年各地で豪雨被害が頻発しているが，大野
市でも夏期の豪雨が多くなってきたと言われている．
市の本願清水は淡水型イトヨ生息地の南限として国の
天然記念物に指定されているが，豪雨による急激な水
位上昇に伴って強い水流が発生し，遊泳能力が弱いイ
トヨが流されるなどの事態も生じている（杉川，私
信）．亀山山頂の越前大野城が盆地霧に囲まれて浮か
ぶ「天空の城」は，大野市の観光の一つになっている．
霧は大気中に存在する様々な微粒子に水蒸気が集まっ
て発生するが，目に見えない雨滴や氷晶核がさらに合
体することで雨や雪になる．霧の発生は全国的に減少
しているが（持田，2010），霧や降水は流域の水循環
の出発点と言える．国際原子力機関（IAEA）は地球
上の水蒸気の動きを明らかにするため，世界各地の雨
を半世紀以上も集め，その水素・酸素同位体比を計測
し続けている．降水についても市役所の屋上に IAEA
推奨の降水採取装置を設置し，同位体比も含め各種の
大気物質の分析を開始している．大野市は東ティモー
ルの水道敷設に貢献しており，水を介して人と人がつ
ながり助けあう「結いのまちづくり」を推進している．
世界各地で調査している研究者と一緒に市の水循環を
調べながら，外部の知を学校や市民の教育に取り込ん
で行けば，地域と世界のつながりを学びあえるだろ
う．
地方自治体の多くは少子高齢化が進んでおり，大野

市も例外ではない．しかし教育の目標は持続可能な社
会づくりに貢献する人材育成にある．少し長い目で見
れば，そのような人材こそが地域活性の推進役になる
だろう．小学生が計測したデータや採水した試料で
あっても，大学での環境や地学の研究に貢献すること
や，両者が協働することで市の水管理の基盤となる水
循環の姿が明らかになってきた．水温測定は年度が進
むにつれ生徒の関心も高くなり，恒例行事になりつつ
ある．小学生が中学生や高校生になり地学を履修する
ようになっても，水への関心が継続され，環境観測が
さらに発展することを視野に入れた活動を目指した
い．こうした試みが地域創生にどこまで貢献するかは
今後の活動にかかっているけれども，地域のなかで研
究と学習を融合しうることに地学教育の特性があるの
ではないだろうか．子供のもつジオ・エコ研究者とし
ての可能性を生かし育てることも，地域に根ざし地に
足がついた地学教育が向かうべき一つの方向と考えて
いる．
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