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日野７小 6 年生卒業旅行	 

2003.3.1-2	 
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日野－高遠	 地学の旅（2003 年 3 月 1 日）	 

	 

誠也：わーい，バスが出るぞ．何を食べようかな．	 

彩香：誠也君，気が早いなあ．後で景色のいいところで食べましょうよ．	 

誠也：なあに，この地図．そうか，今日のルートだね．それにしても海と陸地	 

	 	 	 の境がわかりにくい地図だなあ．	 

彩香：それは，海の底の地形もあらわしているからよ．	 

誠也：そうか，海の底の深さも全部分かっているんだね．	 

*****************	 八王子インター	 	 今日の命題？？	 ****************	 

誠也：さあ，いよいよ高速道路に入るぞ．	 

先生：地図を見てごらん．中央高速道が八王子から大月を通って甲府まで，西	 

	 	 	 の方向に進んでいるでしょ．	 

誠也：うん．JR 中央線と同じだな．	 

先生：そう．でも，甲府から諏訪湖（すわこ）までは，北西に折れ曲がってい	 

	 	 	 るよね．	 

彩香：ああ本当だ．西から北西に向かっている．	 

先生：さらに，諏訪湖で北に向かう長野道と別れて中央高速は左に大きくカー	 

	 	 	 ブしているのがわかるかい．	 

誠也：えーと，南南西に向かっている．どうしてこんなに大きく曲がっている	 

	 	 	 んだろうね？？	 

彩香：うーん．わかんない．先生，どうしてですか．	 	 

**********************************************************************	 

先生：日本は面積の 70％が山地だよね．そのような場所で，君たちが道路をつ	 

	 	 	 くるとしたら，どのような場所につくるかね？	 

彩香：はーい，平らなところにつくります．	 

先生：でも，山の中で平らなところがあるかな．	 

誠也：谷だったらいいんじゃないかな．	 

先生：そうだね．山でさえぎられる場合は，みんなが日光で通ったイロハ坂み	 

	 	 	 たいに坂道にするか，トンネルを掘るしかないよね．高速道路の場合は，	 

	 	 	 自動車のスピードが速いので急カーブはつくれないし，坂道をきつくす	 

	 	 	 ることはできないので，トンネルを通すことが多いんだ．今日の高速道	 

	 	 	 路でいちばん長いのは笹子（ささご）トンネル．次が小仏（こぼとけ）	 

	 	 	 トンネルだよ．バスのスピードが時速 70km だとすると，あとはトンネ	 

	 	 	 ルの中にいる時間をはかれば，トンネルの長さが計算できるよね．	 

誠也：ううっ．酔いそうな話．	 
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彩香：あ，そういえば，高尾山に登った時に，小仏峠という標識がありました．	 

先生：よく覚えているね．高尾山から相模湖（さがみこ）に抜けるのもよし，	 

	 	 	 小仏峠から景信山（かげのぶやま）に登って，さらに尾根づたいに陣馬	 

	 	 	 山（じんばやま）までのルートもとてもよいハイキングコースだよ．と	 

	 	 	 ころで，高尾山は日野からみると目立たないけれど，本当は東西に長い	 

	 	 	 んだよね．だからハイキングコースも東西に延びていることが多いんだ．	 

誠也：だから，中央高速も東西に延びているのですか．	 

先生：その通り．実は高尾周辺だけでなく，関東の西側の山は大体東-西から	 

	 	 	 西北西－東南東に延びているんだ．ところが，笹子トンネルを抜けて甲	 

	 	 	 府に近づくと，天気がよければ突然視界の前方に大きな山脈がそびえて	 

	 	 	 いるのが見えてくる．南アルプスだ．君たちは日本で富士山（3776m）	 

	 	 	 の次に高い山は知っているかね．	 

誠也：知らないなあ--	 

先生：南アルプスにある北岳（きただけ）という山だよ．3192m ある．北岳は	 

	 	 	 白根山（しらねさん）という 3つの高い山の一番北側にある山の名前だ．	 

	 	 	 甲府から見ると，標高が高いのでいつも白い雪を頂いているんだ．北岳	 

	 	 	 が見えるといいね．来ただけのことはあったと愛田先生にも報告できる	 	 

	 	 	 しね．．．白根山なんて知らねーナア，とはあとで言わせないよ．	 

誠也：・・・・・	 

彩香：運転手さーん，もっとバスの中をあっためて下さい．	 

先生：そういえば，地球の内側からあっためるものとして，火山があるよね．	 

	 	 	 富士山は火山だけれども，白根山は火山ではないんだよ．	 

彩香：火山でもないのに，どうして山は高くなるのですか？	 

先生：いい質問だね．ノートを水平にしてその両端を持って真ん中に向かって	 

	 	 	 押してみてごらん．曲がって山ができたり，谷ができたりするだろう．	 

	 	 	 日本のような活動的な大陸は，いつも太平洋の方から水平に強い力がか	 

	 	 	 かっているんだ．そうすると，押し曲げられて，山脈を作るんだな．	 

誠也：へー，そうか．でもそのことと，道路が甲府で折れ曲がっているのと，	 

	 	 	 どういう関係があるのですか．	 

先生：オーケー，話を戻そう．東西に延びていた関東西部の山が甲府に近づい	 

	 	 	 たとたん突然南アルプスによってさえぎられるようになっているのは，	 

	 	 	 南アルプスが，南北に延びているからなんだ．いまから 130 年近く前に，	 

	 	 	 日本にエドムンド・ナウマンというドイツの鉱山技師が来たんだ．彼は	 

	 	 	 この山の並び方の突然の変化を見て，とても驚き，また興味を持ったん	 

	 	 	 だよ．	 
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彩香：ナウマンて，ナウマン像のナウマンですか？	 

先生：ピンポーン，その通り．地図を見てごらん．甲府から東の山地の並びが	 

	 	 	 ほぼ東西なのに，南アルプスがほぼ南北であることがわかるだろう．だ	 

	 	 	 から，中央高速道は南北に延びる南アルプスと八ヶ岳の間の低いところ	 

	 	 	 を通っているんだ．	 

誠也：それで中央高速道が甲府で折れ曲がっているんですね．	 

先生：そうです．じつは，甲府の西から諏訪湖を通って新潟県糸魚川（いとい	 

	 	 	 がわ）市にぬける谷には，日本列島を横断する大きな断層が走っている	 

	 	 	 んだ．断層って聞いたことあるよね．大地がある面に沿ってずれている	 

	 	 	 んだ．その面を断層と読んでいる．その大きな断層は，甲府の南は静岡	 

	 	 	 まで延びている．そこで，糸魚川－静岡構造線と名づけられているんだ．	 

	 	 	 ちょっと長い名前なんで，糸静線（いとしずせん）とも呼ばれている．	 

	 	 	 ところで，この地図をみたとき，山の並び方のほかに，諏訪湖から静岡	 

	 	 	 にぬける糸静線を境に東側と西側でなにか違うことが見えないかね．	 

彩香：そういえば，東側には伊豆（いず）や富士山などの火山がありますが，	 

	 	 	 西側にはありませんね．	 

先生：ほう．なかなか鋭いね．もう少し正確にいうと，この断層の東側，つま	 

	 	 	 り関東の西側には，富士山や伊豆の火山のような新しい火山だけではな	 	 

	 	 	 く，地図には示されていないけれど，少し古い時代の火山がたくさんあ	 

	 	 	 ります．ナウマンはこの地帯は地面が割れて大きな溝になって沈んだた	 

	 	 	 めに，地下からたくさんのマグマが噴出したと考えたんだよ．いまから	 

	 	 	 およそ 1000 万年くらい前の時代の話なんだ．そのような地帯をフォッ	 

	 	 	 サマグナと名付けたんだ．ところで，火山といえば，三宅島（みやけじ	 

	 	 	 ま）のように噴火のときにいろいろと災害をもたらすけれども，でも地	 

	 	 	 熱発電や温泉，それにきれいな景色や豊富なわき水などの恵みも与えて	 

	 	 	 くれるんだよ．日本には火山がたくさんあるんだよ．	 

誠也：ああ，温泉に入りたいなあ．	 

彩香：なに，おじいちゃんのようなこと，言ってんのよ．	 

先生：この地図を見てもわかるかな，火山のあるところに温泉があるんだよ．	 

	 	 	 そうそう，それから諏訪湖周辺にも温泉があるんだ．中央高速道路の諏	 

	 	 	 訪湖サービスエリアでは温泉に入れるし，JR の上諏訪の駅にはプラット	 

	 	 	 フォームに温泉がわいているんだ．	 

彩香：うっそー．電車から見られたらどうするの．	 

先生：もちろん，囲いがあるさ．すだれ程度のね．	 

誠也：ねえ，そのサービスエリアで温泉にはいろうよ．	 
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先生：残念でした．その前の諏訪インターでバスは高速道路から降りるんだ．	 

誠也：じゃあ，今晩温泉に入れる？	 

先生：いやあ，高遠は糸静岡線の西側だし，温泉らしい温泉はないなあ．	 

誠也：ちぇーっ．つまんないの．	 

運転手：さあみんな，ひと休みしよう．	 

誠也：うわーい．お菓子食べよう．	 

******************	 双葉サービスエリアでひと休み．********************	 

彩香：ねえ，見て見て．きれいな山	 

先生：左手に見えるのは南アルプスの甲斐駒ヶ岳（かいこまがたけ）だ．なか	 

	 	 	 なかかっこいい山だろう．甲斐の国とは昔の山梨県のことなんだ．だか	 

	 	 	 ら甲斐駒と呼ばれている．中央高速道沿いにはもうひとつ有名な駒ヶ岳	 

	 	 	 があるんだよ．木曾駒ヶ岳（きそこまがたけ）といって，長野県木曾地	 

	 	 	 方にある山なんだ．中央アルプスで一番高い山なんだよ．どちらの駒ヶ	 

	 	 	 岳も 3000m 近い高山だ．	 

彩香：わあー．あっちの山もきれい．	 

先生：あれは八ヶ岳（やつがだけ）だ．あれは火山だよ．一番とがった山が	 	 	 	 

	 	 	 赤岳（あかだけ）だ．このあたりは八ヶ岳のすそ野なので，標高が高い	 

	 	 	 んだよ．ほら白樺の木や牧場のサイロが見えただろう．	 

誠也：あっ，いま左に中央高速の最高地点の標識があった．うわあ 1000m を超	 

	 	 	 えているんだ．	 

彩香：いつの間に 1000m も登って来たのでしょう．	 

先生：甲府からずうっと 750m くらい登って来たんだよ．少し下ってもうすぐ	 

	 	 	 諏訪インターだ．	 

***********************	 諏訪インター********************************	 

先生：バスはここから高遠に向かって山を越えて行くんだ．その峠が杖突峠（つ	 

	 	 	 えつきとうげ）といって，そこから諏訪湖が見えると思うよ．	 

誠也：うわっ，急カーブ．まだ雪が残っている．後で雪合戦しようぜ．	 

運転手：これくらいの雪なら，なんとか行けそうだね．	 

**************	 杖突峠にて（小さな店と自動販売機がある）***************

先生：ほら，みえるかな．右側のあれが八ヶ岳，その左のとがった山が蓼科山	 

	 	 	 （たてしなやま），さらにその左側の頂上がなだらかな山が霧ヶ峰（き	 

	 	 	 りがみね）から美ヶ原だ．そのふもとに諏訪湖が見えるよ．さらに左の	 

	 	 	 奥に，北アルプスも見えるはずなんだが，ちょっと見にくいね．	 

彩香：ところで，先生．この地図で諏訪湖から南に流れている川は何ですか．	 

先生：それは天竜川（てんりゅうがわ）だ．浜松の東側で太平洋に注いでいる	 



 6 

	 	 	 んだ．つまり天竜川の源は諏訪湖の水なんだ．その川が大地を削って，	 

	 	 	 伊那谷（いなだに）をつくっているんだよ．この伊那谷の西側にそびえ	 

	 	 	 ている山脈が中央アルプスだ．	 

誠也：そうか，わかった，いままで糸静線沿いにバスが走って来て，中央高速	 

	 	 	 が諏訪湖で大きく曲がっているのは，その西側の山や谷が南北に走って	 

	 	 	 いるからなんだね．	 

先生：おお，すごいじゃないか．逆にいうと，南アルプスの山脈が糸静線にそ	 

	 	 	 った谷によって，切られているんだ．ここでその景色がよくわかるから	 

	 	 	 見てごらん．そして，諏訪湖より北に向かっている長野道が，糸静線	 

	 	 	 に沿って走っているんだ．	 

運転手：さあみんな，バスに乗って．ここからはゆるやかな下り坂だよ．ちょ	 

	 	 	 っと道が狭いところがあるので，急ブレーキに気をつけてね．	 

誠也：地図を見ると，中央アルプスも南アルプスと平行に，南北に延びていま	 

	 	 	 すね．	 

先生；そう．そして，南アルプスと中央アルプスの間には，日本を横断する糸	 

	 	 	 静線よりももっと長い，日本一の断層が走っているんだよ．	 

彩香：どれくらい長いのですか？	 

先生：諏訪湖から西は，紀伊半島・四国・九州の熊本までほぼ東西にのびてい	 

	 	 	 る．諏訪湖から東はフォッサマグナの火山に覆われていてよくわかって	 

	 	 	 はいないが，埼玉県の東松山（ひがしまつやま）から岩槻（いわつき）	 

	 	 	 を通って，その先はよくわかっていないんだ．そうすると，関東から西	 

	 	 	 側の日本列島を縦断し，1000km 近くなるんだよ．この断層を中央構造線	 	 

	 	 	 と呼んでいるんだ．	 

誠也：中央高速は中央構造線を通っているのですか？	 

先生：ハハハ．名前は似ているけどね，違うんだ．諏訪湖から西は一部地図に	 

	 	 	 のっているよ．中央高速は天竜川に沿って中央アルプスのすぐふもとを	 

	 	 	 走っているんだよ．実は中央構造線はね，いま越えて来た杖突峠に沿っ	 

	 	 	 て走って来た国道 152 号線にほぼ沿って走っているんだ．人工衛星から	 

	 	 	 みると，細くてまっすぐな谷を作っているのがはっきりわかるんだよ．	 

彩香：でも九州まで日本列島に沿って中央構造線が延びているならば，このあ	 

	 	 	 たりでは中央構造線も南北に延びているので，大きくカーブしているん	 

	 	 	 じゃないですか？	 

先生：その通り．地図にもそのようにカーブがあるだろう．	 

誠也：なぜ，曲がっているのですか．	 

先生：それはね，いまからはるか昔の出来事なんだ．昔は日本海がなくて，日	 
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	 	 	 本はアジア大陸の東の端にあったんだよ．ところが，2000 万年前くらい	 

	 	 	 からだんだん日本がアジア大陸と分離して日本海ができはじめたんだ．	 

	 	 	 そして 1500 万年くらい前に関東から西の西南日本は時計まわりに 50°	 

	 	 	 くらい回転したんだな．	 

誠也：でもそれと中央構造線のカーブとどういう関係があるんですか．	 

先生：話はまだ続くんだよ．日本列島が回転し，日本海ができたころあたりか	 

	 	 	 ら，つぎつぎと火山島がいまの富士山の周辺に衝突したんだ．その火山	 

	 	 	 島はいまは伊豆から小笠原諸島（おがさわらしょとう）につづく火山島	 

	 	 	 なんだよ．そして，伊豆半島は，本州に衝突したんだ．その前には丹沢	 

	 	 	 山地が衝突したといわれているんだよ．	 

彩香：へー，日野からもよく見える丹沢山地がですか？	 

先生：そうなんだ．だから，南から陸地が衝突したために，まっすぐだった中	 

	 	 	 央構造線が折れ曲がったんだ．いまも伊豆半島は北西にむかって本州を	 

	 	 	 押し続けているんだよ．もう一度，糸静線の東側の山の東西のならびか	 

	 	 	 たとその西側の南北の並び方を思い出してごらん．そして，それらの	 	 	 

	 	 	 ならびををつなげると，カタカナのハのようなかたちになるだろう．そ	 

	 	 	 のハの字が，丹沢や伊豆が北に向かって本州に衝突したためにできたん	 

	 	 	 だ．中央高速道の 2つの折れ曲がりの本当の理由は，1500 万年前からつ	 

	 	 	 ぎつぎと起こった陸地の衝突にあったんだよ．	 

誠也：すごーい．	 

先生：日本で一番大きな本州という細長いまくらに，横から丹沢や伊豆の小さ	 

	 	 	 いまくらがアンパーンチを食わせて，本州のまくらが曲がってしまった	 

	 	 	 んだな．	 

誠也：おい，宿に着いたらまくらなげやろうぜ．	 

先生：それは禁止されているよ．それよりも，雪合戦やったらいいじゃない．	 

誠也：うん．やろうやろう．	 

運転手：みんな，もうすぐ高遠少年自然の家だよ．	 

先生：今日泊まる少年自然の家方面に曲がるあたりには藤沢川（ふじさわが	 

	 	 	 わ）という川が流れていて，そのあたりに中央構造線が走っているんだ	 

	 	 	 よ．ほら，見てごらん．谷も南北に延びていることがわかるかな．	 

彩香：うーん，なんとなく．	 

先生：もう少し南の高遠に近づくともう少しはっきりするよ．ほら，みてごら	 

	 	 	 ん．この辺にごろごろしている岩は，安山岩（あんざんがん）という，	 	 

	 	 	 火山から流れ出したマグマが冷えて固まった石なんだ．だいたい 130 万	 

	 	 	 年くらい前に，霧ヶ峰（きりがみね）から諏訪湖周辺でできたんだよ．	 
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*************	 高遠少年自然の家	 到着********************************	 

先生：さあ，みんな，あそこにかけてあるのは人工衛星からこのあたりを撮影	 

	 	 	 した写真だ．そこで 2つ問題を出そう．まず，今日通ってきた糸魚川－	 

	 	 	 静岡構造線と中央構造線が走っている谷を，あの写真から見つけてごら	 

	 	 	 ん．	 

子供たち：えーと，どれが自然の家かなあ．あっ，ここに書いてある．	 

	 	 	 ということはー．わかったわかった．この谷だ．まっすぐだね．	 

先生：よくできました．次に諏訪湖がどうしてできたのかを考えてみよう．	 

子供たち：えーー，そんなのわかんないよ．	 

先生：それでは，みんなが持っている地図を糸魚川－静岡構造線に沿って，は	 

	 	 	 さみで切ってごらん．この断層は左にずれているので，切った後，断層	 

	 	 	 に沿って両側をくっつけたまま東側を上に，西側を下にずらしてごらん．	 

	 	 	 そうすると，何が起こる？	 

子供たち：アアーーツ，分かった---	 みえたみえた！！	 

	 

さて，子供たちはいったい何が見えたのでしょう？？	 

完	 

	 

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 高木	 パパ	 記	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 

	 


