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自然と人間

和達清夫

1. 世界の空と水

久し振りに外国に出かけることになった。モスクワで聞かれる地球物ぅ

理の国際会議に出席するためであるが，この機会に，一度経験してみた：

いと思っていたシベリア大陸の空を飛行機で行く ことができたのは幸い

であった。

午前10時とはいえ，真夏の強い日射しの中を飛行機は飛び立ち，群が c
る夏雲の上を北に進んだ。

日本海に入り佐渡の島を左に見て，やがて大陸の上に来たが，一面の

雲海であり下界の様子は全く分らない。 1万mの高度を 2時間， 3時間，

やがて雲のすきまからシベリアの原野が時折り見える ようになった。広

い平原にうねうねとJIIがし、く筋もあり，それらに添って樹が茂っている

らしく緑が濃い。やがて雲はきれぎれの積雲になり ，自の届く限り一面
おお

にくらげの大群のように大地を蔽っている。時折り大型の積雲群となっ
はオばごおり

て，ちょうど蓮葉氷の浮かぶ冬の北洋の流氷を思わせるような眺めにな

っTこ。

ふと，雲の切れ目を通して， 一軒の家が見えたような気がする。地平

' ' ． 
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線までひろがる果てしない原野の， この積雲群の下の川のほとりに小さ

く見えるこの家で，人びとはどんな生活をしている ことであろう。冬に

はすっかり雪が敷いて， JIIも沼も凍り，気温は零下50度にもなろう。こ

こで、私の頭をかすめたのは，サン ・テクシュベリの 『夜間飛行』で読ん

だ「……影の中の一つの星，あれは離れ家だ。星の一つが消えた，これ

は愛の上に閉される一軒の家だ……」とし、う空を飛ぶ者と広野の農家と

の聞の心のつながりを思う一節である。

こんな感傷にひたっている聞に，ふたたひ‘夏雲は厚さを増し， ウラル

山脈をいつか越えて，飛行機はモスクワに近ずいた。雲が少なくなって

大きな川や美しい湖が見え始め，家も次第に多くなり，工場からであろ

うか，白煙が一条，二条地上を長く流れている。いよいよモスクワ近く

；かと思う前方の空には，煙霧の層が灰色にたなびいている。いままでの

：・全く清らかな自然の姿一一雲の切れ目から一条だけ特に濁った川のある

のを見たが，それが人工汚染であるかはわからなしーーからここで初め

て大気汚染の現実を見ることになった。

といっても，モスクワに滞在する ようになってから，毎日を 昼 は 青

空，夜は星のきらめく下で過ごすことができた。一緒にいった友人は，

こち らに来て空気が汚れていないので実に気持がし、し、ですね，と私に語

った。してみると，飛行機から望見されたあの煙霧層の程度の大気汚染

ならば，モスクワの人はどう思っているかは分らないが，東京からいっ

たものには天国に思えるのであろう。

また，モスクワ の市街の中を流れるモスクワ川の水であるが，決して

澄んだきれいな水とはいえないが， それほど汚れているとはいえなし、。

その一面は，日曜日には市の周辺の林のある公園のようなところで，

日本の海水浴場のようにモスクワ川で水泳を楽しんでいる大勢の若い男

女を見かけたことからも窺うことができる。

その後，私はパリにいき，次の国際会議に数日出席することになっ

iた。久しぶりのノミリであるが，その空はモス クワとほぼ同様に，私たち

の白から見るとほとんど汚れていないのが， うらやましかった。まだ夏
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の暑さが続いていたが，青空に夏雲の浮かぶ様子は，とうてい東京では J
見られないものである。セーヌ川の流れも，決してきれいとはいえない f

が，まずまずといえる。 ； 

このようにして20日ばかりの旅を終え，日本に帰って来た。 真夏の昼 2
すぎ羽田空港に降り立った私がまず胸を打たれたのは，その辺一帯の何 t
ともいえない大気の汚れと，水のきたなさである。そしてこの汚れた環；

境で忙し く働く人たち，その活動的な光景に現在の日本の現状をあらた

めて見るような気がした。車で充満する高速道路で，いつものように窓 J

iから入りこむいやな臭いの空気を吸いながら，百二十余人の不幸となっ 1

た全日空機の事故に胸のふさがる思いをしつつ日本を出発しノ吋滞在 3
あ〉

中には， ド‘ル交換停止のニクソン声明による混乱に遭い，日本ではいま

どう しているであろうと思いながら帰国しただけに，私は，この公害の

姿に接して，あらたな感慨を覚えざるを得なかった。

家に帰って疲れた身体をイスに横たえていると，子供が赤とんぼが来

たよと大声をあげる。庭に目をやると，朝顔のつるに一匹とまってい J

る。庭におりてそばによって見ると，たしかに真赤な胴体をした赤とん t

ぼであるが，思し、なしか形が小さ く弱々 しい。その色も真赤であるが，

思いなしか鮮やかさがなく毒々しく目にうつる。私の家は新宿御苑の側；

にあるので，そこから飛んで、来たのであろう。久しくとんぼなどを庭で；

見かけることもなかったが，まだ東京でも赤とんぼが見られるとは一一一 〈

戦前に杉並の家の付近の原で，秋になるといっぱいに赤とんぼが群がり

とんでいたことを思い出しともあれ今日東京の真中に赤とんぼがし、る

ことに何か救いがあるように感じた。 ~ 
この日は曇りがちの蒸暑い日であったが，夜になってテレビを見ると

東京都に光化学スモッグ注意報が出たとのこと，翌日の新聞では，午後

1時ご、ろから都心をのぞく全域に発令され，夜になってもオキシダント

濃度が下らず，西部地域では夜10時すぎにようやく解除されたと報じて

Jいる。

以上は，私の最近の旅行に関連して感ずるままに書いたので、あるが，
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空気と水とについての感想に終始しているのは， あながち私だけ でな

く，いま日本からの旅行者はだれでも同じよ うな感想をもたれるのでは

なかろうか。

まことに，空気と水とは環境問題の主役であり，両方とも地球上を流

れ循環している。ある場所で空気や水を汚くすれば，その汚染は全世界

にひろがるというのも決して大げさではない。日本に美しい空ときれい

な水をとり戻すようにする私たちの努力は，世界につながり，長い将来

の人類の幸福につながる ことを， いま一度思い返したいのである。

2. 万人のもの

自然と人生といえば，明治の人たちは徳富藍花の名を思い出すであろ

う。童花の 『自然、と人生』は1900年に刊行されたものであるから， まさ

に今世紀の夜明けであり，わが国では近代産業が確立しはじめた時代で、

ある。足尾銅山によ る鉱毒事件が社会に大き く問題となりいわゆる公害

問題の起こった最も初期のころといえよう。藍花はこの書の広告をみずう

きに見ると，考えさせるものを含んでいる。

あるじ

から書いて「……自然を主と し人聞を客とせる，小品の記文……」とし

ている。著者がどういう意味で書いたかは別として，自然をある じとし

人聞を客とするとし、う表現は， 今日環境問題がやかまし く論ぜられると

人生に，自然は離れられないものであるということは，昔から人びと i: 
ゅうぎゅう

はそう思っていた。そして自然の悠久さを見ては人生のはかなさを感じ｛

た。蘇東披の赤壁の賦を引用して見ょう。 ご存じのように，長江に舟を 3
浮かべて悠久な天地と人生のはかなさを思う文章である。その中で，江

上の清風や山聞の明月は人びとの目を耳を楽しませるものであるが，

「これを取りて禁ずる無く， これを用いて掲さず。これ造物者の無尽蔵〉

なり。而して吾と子の共に適する所」と述べているあたりは，現代の環 j
境問題から見て興味深いものがあるといわねばな らない。

すべて時代が変ったのである。 というより人類の長い歴史の中で，科〈

学技術の発達というものが，し、かに人類社会を急激に変化させて来たか 〉
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ということを今さらの如く思わせるのである。今日では，改めて，人間

tが自然、の中の一員であって，自然があってこそ人聞があるとい うことを， ：~ 
〉新しい観点から考えさせられている。盈花が書いた，自然、をあるじとし〉

・；人聞を客とするというのは，自分の文掌について述べたのであろうが，

そこにはやはり自然の中の人間という思いがあり，自然と人間との不可

：分ということが心の奥にあると思われる。今日，人工環境が問題となる ｛

〉以前の，自然が十分に残されていた時代であっただけに，何か人間の本

’能のあらわれが感じられる。 ； 

赤壁の賦の方で，自然はだれでも楽しめるもので，人聞社会とちがっ j
Jて所有権などの制約がないというあたりは，広い大陸の 900年も前のこ

？とであるから，現在の社会事情とは様子がちがうといえるが，これを取

っても禁ずるものはないし，これを使っても尽きない，自然は無尽蔵で

あると述べているのは，せちがらい現代から見るとうらやましい気がす 〈

る。そして終りの，私とあなたがそれを心のまま享受しているというと

ころには，と くに感慨を覚える。

こうした昔の人の文章を見るにつけて，人びとが自然の風物に自分の

感懐を託すということは，まことに古くからおこなわれて来たことと思

われるが，それは決して今日のような自然の危機というものを感じてい

iたので、はなし、。自然と人聞社会とを分けて，人間界から逃がれて自然に

とけこみたし、という願望がL、つもあった。しかし考えて見ると，それ：

は人間の生物としての本性に根ざしていることがうかがわれる。今日こ〉

うしたことが科学的に議論されているところであるが，それが，あまり ~ 
に機械的な近代文明に自分自身が苦しんで，新しく自然について考え直〉

くそうとして出発している ことを思うと，現在は人類の長い歴史の上の大

切な一時期である との感が深い。

1000年とい う歳月は，これだけ人間社会を変化させたが，地球の歴史，

3すなわち自然の経過から見れば一瞬とも見られる。地球の年齢は約50億

；年といわれるが，この1000年も，人間の寿命の中の時間とすればわずか

?. 10分程度にしか当らなし、。 これからさき地球上の人たちは，どういうふ
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． 
うに自然を守り，人工自然を織りまぜ、ていくことであろう。思えば人間

は科学技術という大きな力を持ったものである。

いまでは，地球上にあるすべての物は，有限であり， 空気も水も土も

人びとが勝手に使い，これを汚すなどして自然、の調和を破ることは許さ

れないこととなりつつある。たしかにそうしなければ人類はこのさき長

く生存することもむずかしいであろう。

世に風流とし、う言葉がある。昔からよく使われて来たが，それは一般

に人間界の俗事から離れて自然を楽しむことと理解されている。月見，

雪見などが頭に浮かぶが， それらはどこか貴族的なにおいがしないでも

ない。なお余談であるが風流とし、う文字が，風と流，すなわち空気と水

とをあげている点は，今日公害問題で，大気汚染と水質汚濁の二つをま

ずあげていることを思い合わせ興味深い。

昔は，たしかにそのへん一帯が自然、であった。自然は庶民にとって生

活の場所であり，楽しみもそこにあり，またそれは比較的容易に得られ

た。かえって貴族や金持の人たちの方が，自然、に親しむことから離れて

ゆき，ときに風流の名で自然、に戻ろうと したと も見られる。現代社会で

は，自然と人聞社会との対立が別の形で深刻のものとなったが，もとも

と自然は人生とは不可分なものであり，その意味で最も庶民的，という

より人間だれでものものであり，今日の環境問題の基盤もそこにあると

思う。

草花の『自然と人生』は， 「心あ らん人に見せたきは此頃の富士の曙」

という一行で始っている。ここに日本人の白然の感覚の第ーに富士の山

があるのは，東京都公害研究所の編する『公害と東京都』の書き出しが

「富士を毎日見ていた人」とし、う見出しであるのと符合している。

富士山が青空にくっきり見えるのと，大気汚染にはばまれてよく見え

ないのと，それが人生にどれだけ関係があるかは， 簡単にはいえなし、。

しかしすべての人が快く感じ，それを欲する ことは，どれだけの意義

があるか，科学的にも今後解釈が与えられるであろ う。ともあれ，美し

い富士の姿は日本の自然、の象徴であり，日本人がひとし くそれを望んで〈
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いることは間違いないところである。

3. 災害今昔

9月の 7日から 8日にかけて，千葉県 Fには台風25号のために記録的

な集中豪雨が降り，五十余の人命が奪われた。まことに痛ましい限りで

ある。そしてこの災害は，とくにわれわれの胸をつくもののあることを

感ずる。

近代の災害は，純粋の天災でなく人災の面が多い。この傾向は年とと

もに顕著になり，最近では人災面が圧倒的とさえ見られて来た。そうい

う傾向のなかで，ここに昔ながらの災害をまざまざと見せられたからで

ある。

関東地方に， 500mmの豪雨が降ることは，まれなことであるが．あ

り得ることである。 しかし千葉県や東京都あたりでは，明治以来ほとん

ど経験していなし、。ただ十余年前狩野・JII台風のとき東京で400mmの雨

量を観測したのが，この方面のとひと抜けた雨量の記録で、ある。それが今

日の房総地方の豪雨では，この台風による総雨量は，勝浦市で563mm,

大原町で 444m m，小見川町で 320mmと報道されているから，まさに

記録的の豪雨であったししかも 1時間に lOOmmを越す強雨がその間

に降って，あれほどの災害となった。

｜当然には，限界はあるにしても‘極端なことが起こる。日本では，た

とえば諌早などでは， 1日に LOOOmmを越す豪雨の例もある。 こうい

うことはいろいろの自然の条件が複合してそういう極端な場合となるの

であるから，確率的にはごくまれにしか起こらず， 100年に 1回のことと

もいえよう（ただし実際には 2年続L、て起こるかも知れない）。したがっ

て，父祖代々そのような災害はなかったということが，自然に適合して

暮していたことになるかどうかとし 〉阿A ll-;>:;,_ .L －’ 4 」品｝ふぷ注、．、つ l<i]j己目『」／£心 ζ ヲF吊『」υ:J7.リミ し U、。
けがけ

う ；二二 ：；；士； ょ， ~rmによるi ( r；レが主と聞くが，別に宅地造成など近i 今回の災害は，豪雨による崖くずれ二二ι口 U1~，ロ：二~Jtl2；こ式；二ご；二

3年になって手を加えたものは少ないと思われる。 して見れば人災という

部面は少なく，昔ながらの災害であったと見られる。思わぬ豪雨のため
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不幸にあわれた方々に心から哀悼の意をささげるとともに，長い間その

土地に住みこのよ うな恐ろしい自然の猛威に襲われよ うとは思いもかけ

なかったことと察し，何ともたまらない気がする。

ここで，現実に起こったこの災害に対し，自然の猛威をいま一度思い

返したし、。台風は毎年のように来て，強い風も吹けば，大雨もたびたび‘

ある。 しかしこれほどの豪雨が，しかも前の台風で相当雨が降り地面が

水をいっぱい含んでいるところに降ったとし、う悪条件の重なりは不運と

いうほかないが，それが起こったので、ある。近代災害に心を奪われてい

るとき，それ以前の災害がまだまだ存在していることについてである。

災害とは辞書を見れば，災の字は，川と火とを組み合わせたものであ

り，災害は自然に生ずるわざわいとなっている。また事実，昔の災害は

自然の猛威が要因の大部分を占めていた。近代では，科学技術の発達に

よって，自然の猛威はどうあろうとも，害が人に及ぶことを防ごうと努

力して来た。その努力は着 と々実現し，それだけの効果をあげているこ

とは，水防，砂防工事をはじめ，防潮堤や耐震耐火構造物など挙げる ま

でもなかろう。 しかし一方では大都会をはじめ人間の造るものがふえ

て，災害をうける対象が多くなるだけでなく， これら自身が直接間接に

災害を生み，あるいは大きくする原因となった。そのため防災への努力

がこれだけなされても，世間には災害が減らないとしづ実情となってい

る。

こうした人災的傾向が一方にありながら，自然、災害も，まだまだ起こ

る可能性のある ことは，この千葉県のものだけでなく， 本年は同種類の

災害が他の地域にもしきりに起こっていることで明らかである。 そして

これらは，あま りに人災一一それを象徴する ものと して大都会とその周

辺の災害に目を向けすぎるおそれのある現在への警鐘と見られる。

このようにして，過去はもとより今後も，なかなか防災技術で災害か

ら社会を守りきれないうらみがある。 いつの時代にも，まだ手の回らな

いための昔ながらの災害があり，そして新しい災害は続々登場する。そ

のために，防災の応急処置はつねに大切となる。つまり 自然の猛威がせ
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まろうとする直前に手を打つこと，少なくとも生命は絶対に守ろう とす ・；

ることである。これには，暴風や大雨の警報など気象情報がどんな大事〉

！な役目をするかはいうまでもなかろう。 ~ 
日本における天気予報や暴風警報などの歴史を振返り，まことに深い

感慨を覚える。学問の進歩と気象i事業の発展から，こうした気象の仕事

は着実に進歩し，今日の予報や警報の精度は昔とはまったく比較になら

ないほど向上した。もちろん，世間からはますます精度の高い予 ・警報

を要求されるため，今後一層の進歩が必要なことはいうまでもなし、。

思えば，気象事業がわが国で始められてから今日まで九十余年を経て

いる。そして災害国といわれる日本の気象事業が，災害防止に徹し，そ

れに全力をあげるべく，体制を整え，職員に改めてその重責を自覚させ f
たのは昭和9年の室戸台風といってよかうろ。以来，年ごとに襲う台風

に対しての真剣な努力は，たしかに台風災害を，とくに人命の不幸を少

なくしてきたのである。昔， 1台風 100人といわれる犠牲者を出したそ

の数字も，ずっと滅りつつある傾向となった。 ； 
しかし残念なことに昭和34年の伊勢湾台風のためには，不幸 5,000

人の人命を失い，また近ごろでは，その数字も必ずしも減ったとはいえ

ない感がある。この理由については新しい型の災害の登場ということも

あり複雑であるが，気象事業の奮起を必要とすることは，今日において

ひとしおのものを感ずる。 ； 

「天災は防げない，しかし災害l・'i防げる」この言葉を私はいくどか使

ってきたが，改めてその言葉の意味を謙虚によく考えねばならないこと

を，痛感させられる このごろである。

4. 美しさの中に

子供のころ，夏が来ると私は浜名湖で水泳ぎをした。沖に立っている

飛びこみのやぐらの太い脚につかま ってもぐってい くと，静寂な青い世

f界があり，緑の海藻がひらひらしている聞を，きれいな縞のある小魚、が

出入り したり，体をくの字にまげて静止していたりした。
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また，あるときは信州の高原を夜おそく友だちと歩いていると，；｝JI!
1またる

の上一面に，何万と数えきれない賛が青白い光を放って群れ とんでい

た。水辺の草むらに両手を入れて掬うと， 手の中は妖しい光でいっぱい

になった。

だれでも，子供のときに自然の中をかけまわり ，こんな美しい情景に

魅せられた思い出をもっているこ とであろう。 私はそ うした感傷を述べ

るのでなく，なぜ自然の美しさは，幼いものの心にこんなに深くきざま

れるのであろうか，そもそも自然はなぜ、そんなに美しいのであろうか，

と考えるのである。

自然は静止していない。 たえず流動し，循環している。その動く姿の

中にこそ美しさがある。生物の世界はもちろん，無生物の世界も，たえ

ず循環していることは，水が蒸発し，雲となり雨となり，地表を流れ，

地中にしみこみ，またそれが蒸発するという例をあげるまでも なかろ

う。 こうした無生物循環とともに，生まれ，育ち，成長し，子孫を残し

死ぬ生物の循環があって，大きな自然を形成している。

私たちが，そうした自然、のー断面を見て，美しいと感ずるのは，手l然、

の中に生きる人聞が，一番健康に安全に楽しく住めるところであるとい

う本能的の感覚であるように思える。それは，ちょ うど，おいしい食べ

ものが身体に栄養になるのと同じではないだろうか。そうだとすれば，

きたないと感ずることは．人聞の健康にわるく，不幸につながることを

直感的に感ずるからといえよう。

人聞は苦から，自然の中に住みつつ，ただ自然に従わないで自然に人

工を加え，さらに住みよい安全な環境をつくってきた。家をたて田畑を

つくり樹を植え水を引 くなどいろいろのことをやり，そして，いるもの

は自然、からとり ，いらないものは自然、の中に捨てた。これが，小規模で

時間的にゆっく り行なわれている聞は，自然の循環にさ して影響なく ，

人工の環境づくりは，だいたし、自然と調和していくことができた。

近代になって，科学技術が発達して，大規模に，そして急激に人工環

：境をつくりあげ，人びとの欲求をつぎつぎと満たしていった。その一面
． ． ． 
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は大都市の姿からも見とられるであろう。このようにして，人工環境は

自然環境と対立するような巨大で強力なものとなり，自然の循環はおび

やかされ，自然は破壊されることになった。公害問題はその激しい場面

を見せたものであり ，環境問題は，その基本にある自然環境と人工環境

との調和のとれた共存をはかろうというものである。

人間の欲求は，人工環境を今後ますます増大 ・強力にする方向に働く

であろう。ときに，われわれは自然にもどることをもっと考えようとい

う議論もでるが，ほとんどの人は，意識的か無意識的か，さらにスピー

ドや能率や快適さを満足させる人工環境を望んでいる。そして，もし具

合の悪いところが出ればその対涼を考え，それが出ないような人工環境
すうせい

を科学技術をもってつく ってゆけばよいといった趨勢で、ある。

現在人聞は，地球上の資源を集＇＇°， これに手を加えていろいろの物を

生産し，いらないものは捨てている。そしてまた， 山をけずり，タムを

つくり， J11を変え，地下水を浪みあげるなどして，自然の循環に大きく

影響を与えている。その勢L、は，大気汚染や水質汚濁などで，私たちの

周囲がどんどんきたなくなっていることでよくわかる。

こうした自然環境が美しさを失いつつある現状は，人聞の健康によく

ないことであり，ひいては人びとの不幸につながるものであることは，

数量的な環境基準に照らすまでもないであろう。

さて，いまの｜当然環境は，実は人工環境ともいえるくらい人の子がは

いっている。美しい森も川も原始のままではない。青田に小川が流れシ

ラサギの遊ぶ風景も人工環境といえよう。しかし人の手が加えられて

も，それが自然の循環をさまたげないほどの状態になっている場合は，

自然環境といっても差支えないであろう。昔はだいたし、そうであった。

しかし現代ではこの様相は一変して，人間のすることは自然、に吸収され

ず，自然と対立する人工環境をつくっている。

いまの社会では人工環境は，できるだけその中に人工的の循環をつく

り， l干｜然g詩境を害しないようにしなくてはならない。ますます多くなる

廃棄物は，自然の中に捨てるのでなく ，再生産することを考え，人工環
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境の中で始末すべきである。

すなわち工場から出る廃棄物も，生活から出るゴミも不用品も， これ

を集め，えり分け，それを新しい資源として何か役立つものにすること

によって，物質を人工循環系の中におき，自然の中にむやみに捨てるこ

とをやめることである。

そうした努力をしなければ，今後も進歩しつづけるであろう科学技術 Y

は，人聞の幸福に役立たず，むしろ不卒‘を招くものとなろう。

人にはそれぞれ欲望がある。それを満すことは幸福といえよう。ただ

その宰福がどんなものかという ことである。人びとが，新しい文明を築

き，たえず前進するとき，つねに自然、との調和をはかり， 美しい自然を

保全し，その中に真の幸福を求めようとするためには，近ごろのあまり

に目前の欲望を追う傾向は，反省され転換されねばならないであろう。 ~ 
美しさの中にこそ人生の本当の幸福がある。そしてそれを求めつづけ

るのが，生きがし、というものではなかろうか。

（埼玉大学長）
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