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は　じ　め　に
　火山の噴火とは, 非日常的な出来事である. 専

門の研究者をのぞいて, 噴火に出くわす人はま

れだ. その点が, 台風などの自然災害と大きくち

がっている. めったにしか起こらない火山災害

をどう伝えるかは, 簡単ではない. 

　寺田寅彦は, 「天災は忘れた頃にやってくる

」という名言を残した. 火山の場合は, 噴火と噴

火のあいだが数百年をこえることも珍しくな

い. よって, 火山災害については, 「天災はすっ

かり忘れ去られてから, さらに長い時間がたっ

た頃にやってくる」という方がふさわしい (鎌

田, 2003a). 災害の再来間隔が長ければ長いほ

ど, その危機管理は難しくなる. 

　火山の啓発活動は, 噴火の危機管理に役立つ. 

たとえば, 火砕流など実物に触れることのでき

ない現象でも, 映像を見ながら疑似体験するこ

とが, 可能である. 小説などを読むことで, 噴火

を体験することもできる. 特に, 大規模火砕流の

ように全く体験が困難な現象には, フィクショ

ンが最も有効な伝達手段となりうる. 

　なるべく現実の火山から離れることなく, リ

アルに理解してもらうためには, さまざまな文

章表現上の仕かけが必要になる. それが, “科学

文学”の必要性を説く理由でもある. 本稿では

同時に, 火山の啓発書の重要性についても述べ

たい. 科学文学と啓発書は, ともに火山防災の役

にたつからである. 

フ ィ ク シ ョ ン の 力
　『死都日本』(石黒, 2002) は, 巨大噴火を初め

て本格的に扱ったシミュレーション小説とし

て, 優れた作品である. 小松左京著『日本沈没』

以来の大型クライシスノベルでもある. 『死都

日本』を読んだ多くの火山学者は, 著者が火山

現象の細部にわたって, ほぼ正確な理解にもと

づいた表現をしていることに驚いた. 特に, “火

山現象をよく知っている人間こそが, サバイバ

ルに成功する”という姿を描いた点で, 防災に

関する啓発機能を十分に持っている. 

　短い時間に次々と噴火がおこるプロットは, 

手に汗を握るストーリー展開のために有効であ

る. いったん読み始めると止まらない迫力をも

っている. 確かに, ここに書かれている噴火の経

過時間は, 火山学的には, 短すぎて不自然な部分

が多い. しかし, それを差し引いても, 体験する

ことの不可能な現象を目の前に示してみせた

点で, この小説は成功している. 

　一般市民が科学に触れる際に, “科学文学”

としての小説は, 最も身近な手段である. 『死都

日本』が多くの読者に受け入れられたことは, 

それが正しかったことを証明している. 今後と

も, 火山防災にフィクションの力を活用できる

のである. 

私 の 気 づ い た 文 章 作 法
　大規模火砕流がもたらすような巨大災害を, 

市民に伝えるのは, 容易なことではない. そもそ

も, 非日常的な現象を文章で伝える方法論は, ほ

とんど研究されていない. 以下では, 私自身が昨

年, 噴火に関する啓発書である PHP 新書『火山

はすごい』(鎌田, 2002) を書いた時に気づいた

“文章作法”について述べてみたい. 

　科学的な内容を非専門家に理解してもらうの

は, 思ったほど簡単ではない. 研究者が重要なこ

とを知っていても, 一般市民に伝わらない場合

がある. 1991 年の雲仙普賢岳の火砕流災害の

現場でも, 不幸にして起こったことである. 

　身近でない内容を伝えるには, 文章・構成・

編集上の工夫が必要である. 科学者がよく勘違



いする事だが, “ことばをやさしく言いかえれ

ばよい”というのがある. 極端な例として, 　　

「・・である」を「・・です」に変えれば, 市

民向けの本になると思っている研究者がいる. 

本質的に内容をかみ砕いて書いていなければ, 

まったく伝わらないのである. 

　ことばを言いかえる場合にも, “科学のこと

ばは日常生活から遠い”という認識が必要で

ある. そのために, “やまとことばで書く”のは,

 一つの工夫である. たとえば, 「空中に浮遊」

は「空に舞い上がって」と書けば, ずっとイメ

ージがしやすくなる. 

　文章の中で, 漢字をどれくらい使うかも重要

である. 漢字をへらして読みやすくするのは, 一

般には有効だ. しかし, むやみやたらとひらがな

にしてしまったら, かえって読みにくくなるの

も事実である. 

　漢字は表意文字なので, ただちに意味が分か

ることも多い. そのバランスが問題となる. その

ためには, 印刷した字面の感じが大事だ. 漢字が

多すぎて黒々となったページは, 専門書のよう

で読みづらい. 逆に, ひらがなやカタカナばかり

だと, どこに力点があるのか見つけにくい. 適度

に配置されている漢字は, キーワードとしての

役割も果たすのである. 

　明治時代に多用されたように, もっとルビを

使うことも, 考えられてよい. 『死都日本』では,

 ルビを用いて, ふりがな以外の情報を与える工

夫が随所でなされている. 「浮遊微粒子」に「

エアロゾル」とふった例 (p.492) は秀逸である.

　一般に編集者は, 漢字にルビを二回振るのを

避けようとする傾向がある. 私はお願いして, 再

度ルビを付けさせてもらうことが多い. 読者が, 

前に振られたルビを覚えていない場合が多いか

らだ. しつこさを感じない程度には, ルビを重複

してもよいと思う. 

わ か り や す く 書 く 秘 訣
　文章上の具体的な工夫は, ほかにもある. 

　(a)短い文で書く, (b)3行以内で改行する, (c)

こまめに小見出しを入れる, などを私は提案し

たい.

　(a)と (b) は“読んですぐに分かる文章”とな

るための, 第一の秘訣である. 参考となる例は, 

中谷彰宏氏の著作にある. 私自身, 彼の文章から

はずいぶん影響を受けた. 『火山はすごい』の

プロローグには, これらの手法を全面的に取り

入れた. 

　(c) の小見出しの字句選定にも, かなり意を用

いたつもりである. 意外にも, 小見出しは本文理

解の助けとなり, また索引としての機能ももつ

からである. 

　(d) インパクトのある題名をつけること, も大

事な点だ. これは『死都日本』も『火山はすご

い』にもあてはまる. 題にひかれて買ってみた

という読者が, 私のまわりには何人もいる. 

　(e) あまりたくさん盛りこみすぎないこと, も

重要なポイントだ. これは, 本の最後まで読んで

もらえるか, を決める項目でもある. 著者には, 

いちばん伝えたいことに絞って書く, という覚

悟が必要である. 実際にやってみると, たいへん

つらいことである. しかし, 言いたいことの全て

を読者に理解してもらうことは, 最初から無理

なのである. たとえば, 深尾(1985) が成功した

のは, 「リソスフェアとアセノスフェアの理解

」に, 説明を集中したからでもある. 

　(f) 身近なたとえ話を用いるのは, きわめて有

効な方法である. 私は試みに, 「カルデラとは, 

マグマが出た抜けがら」と書いてみた (『火山

はすごい』p.43). この表現に対して文系の学生

は, 「親しみが持てて, イメージしやすかった」

という感想を書いてきた. “身近”というのは, 

ベストセラーのキーワードである (井狩, 2002).

 

非 専 門 家 の 感 性 に し た が う
　上に書いた項目は, いずれも火山学者の間で

話していたのでは, 思いもつかない点ばかりで

ある. 読んでそのまま分かる文章とは, ちょうど

耳で聴いて理解できる感覚に近い. はじめて知

った人でも理解できるように, 話に飛躍がない

構成となっていることも大事だ. 

　これらは, 非専門家に指摘してもらって, 初め

て気がつくような盲点である. 素人が読んで, イ

メージが生き生きと伝わるかどうか, が鍵とな

る. 非専門家の感性を基準に文章を書けるか, と

いうことにもなる. 

　スミソニアン自然史博物館の火山学者ディッ

ク・フィスク博士が, かつて私に語ったことが

ある. 彼は学会発表をする前に, 必ず素人に聴い

てもらってチェックを受けるそうだ. 素人がた

だちに理解できない言葉は, 使わない. また, 耳

で聴いて筋を追えない話は, 構成そのものをも



ういちど練り直す. 館長を長年勤めていた人物

だけあって, 一般市民に科学を伝える根性がす

わっていたと思う. 

　要は, 科学を扱った文章でも, イメージしやす

いかどうかが勝負である. このために, 非専門家

に“査読”してもらうことは非常に役にたつ. 

試行錯誤を重ねながら, 効果的なスタイルを創

ってゆく必要がある. それが, 科学文学の文体の

創出 (『火山はすごい』p.229) につながると, 私

は考える. 

科 学 児 童 文 学 の 必 要 性
　昨年度私は, 小学校・中学校・高校に出向い

て, 大規模火砕流の話を何回かおこなった (鎌田,

 2003b). 地学教育が崩壊しかけているにもか

かわらず, 教育現場から火山の話を聴きたいと

いう要請は, かなりある. 小中高で授業をしてみ

ると, 生徒の反応は大学生よりも良いので驚い

た. 噴火の体験談をはじめて聴く生徒たちは, み

んな目を輝かしている. 

　これらの体験を通じて, 私は“科学児童文学

”という新しいジャンルが必要なことを感じ

た. 例えば, 宮沢賢治の『グスコーブドリの伝記

』は, 噴火の予知から利用まで扱った壮大な科

学児童文学の古典である. 

　1937-1946 年に使われた小学校の国語教科

書で, 「稲むらの火」という防災題材が扱われ

ていたことがある (例えば, 清水, 1996). 津波の

来襲にいち早く気づいた村の庄屋が, 高台にあ

る自分の田の刈り取った稲穂に火をつけ, 村人

を駆け上がらせて救った, という美談である. 小

泉八雲の英文を児童用に書き換えたもので, 内

容・表現ともに優れた教材となっている. 「稲

むらの火」の火山バージョンも, 必要であろう.

　科学児童文学”には, エデュテインメント

(edutainment) の考えかたが重要である. エデ

ュテインメントとは, 教育 (education) と娯楽

(entertainment) を合わせた造語である. 

　私自身, 「おもしろくなければ, 火山について

知ってもらえない」「この本がおもしろいか

どうか, 私は勝負を賭けた」と書いたことがあ

る (『火山はすごい』p.17). 啓発書を書く際に, 

この視点が最も大事だと, 私は考えている. 

　“科学文学”と“科学児童文学”は, 文学の

ジャンルとしても十分に成立しうる. そのため

に研究者は, 適切な事例を作家に提供するなど, 

積極的に支援しなければならない. 

“ 常 識 ” を 捨 て ら れ る か
　科学文学の課題は, 文章作法からもっと深い

問題へと移ってくる. 科学者としての“常識”

を捨てるられるかという点である. これについ

ては, 3 項目が挙げられる. 

　(1) わかりやすく表現するために, 厳密さへの

こだわりを捨てられるかどうか. 科学者はいつ

も, 「これでは不正確な表現だ」という考えに

悩まされるからである. 

　(2) 網羅主義を捨てられるかどうか. 科学者は

同様に, 「あれも抜けてる, これも抜けてる」と

いう思いを常にもつからだ. 

　(3) 日常用語とふだん使われている概念だけ

で, すべてを組み上げることができるかどうか. 

科学者が, かなり苦労をしてかみ砕いて書いて

も, 「これでも分かってもらえないのか」とい

う事態に, しばしば直面するのが現実である. 

　(1) と (2) の項目は, 科学者のコミュニティー

から発する問題でもある. 「ここの記述は, 学問

的には正確さを欠いている」「大事な内容が

洩れているね」などと同僚研究者に言われる

と, 気分が落ちこむことがある. 

　しかし, 論文ではないのだから, 厳密さを多少

犠牲にしても, わかりやすさを優先すべきなの

である. 非専門家へ向けて, 全体のイメージを伝

えることに目的をしぼれるかどうかが, 鍵とな

る. 数十人の専門家を満足させるか, 数十万人の

一般市民に理解してもらえるかでは, 書き方も

戦略も異なる. この点で開き直れるかどうかが, 

成功への分かれ道となる. 私の経験では, 『火山

はすごい』に対して, 書評などを通じて数多く

のポジティブ反響をいただいたことが, 大きな

支えとなった. 

　(3) の項目は, 科学者にとって最大の難関であ

る. しばしば, 必要最低限の論理の積み重ねさえ

も, 控えなければならないからだ. 読者からこう

言われることがある. 「科学の本を読んでいて, 

三段論法がずっと続くと, もうお手上げです」. 

これをどう克服するかが, 課題である. 

　そのためには, 個々の文章の問題を超えて, 話

の筋をどのような展開にするか, という観点か

らの根本的な検討が必要となる. 一般市民の理

解力 (リテラシー)にしたがって, 何回でも書き

直せるかどうかがポイントである. 



　『火山はすごい』を出したあと, 非専門家が

最後まで読み通せる啓発書は意外と少ない, と

いう感想をたくさん戴いた. たとえば, 今の大学

生には, 名著『火山の話』(中村, 1978) が難しく

て読みこなせないのである. 一般社会から, 分か

りやすく優れた科学の啓発書に対する需要が, 

思ったよりも大きいことを私は再認識した. こ

の経験をもとに, 二冊目の新書 (岩波ジュニア新

書)では, 丸 2 年ほどかけて, 地球と火山をめぐ

る話題の叙述に腐心した (鎌田,2004a). この際

に気のついた文章作法上の工夫点は, 3冊目の

新書 (講談社プラスα新書)として現在執筆中で

ある (鎌田,2004b).

　個人的な体験として, 新書を一冊書いてみる

と, 火山の啓発運動が片手間でできるようなも

のでは決してないことが, よく分かった. これに

一生を捧げるという覚悟が必要である. また, ピ

ュアな科学研究に勝るとも劣らず, 時間・労力

・勉強も必要である. 

　たとえば, 地球科学以外の自然科学は言うに

及ばず, 修辞学・心理学・社会学・コミュニケ

ーション論などの知識が必要となる (鎌田,

2004b 参照). 自分の専門分野の論文を書く以上

に, 新たな勉強と調査をしなければならない. 複

雑な火山現象と災害対策の本質を押さえて, 情

報を分かりやすく的確に伝えることは, それだ

けで学問として十分に成立しうる. 

科 学 者 は 一 冊 本 を 書 こ う
　私は, 市民の火山リテラシー向上のために, 火

山研究者へ 2 つの提言をしたい. 第 1 に, 自分の

体験をもとに, 1人 1 冊自らノンフィクション

を書いていただきたい. 内容のあらすじをまと

めたレポートではなく, 自分にしか書けない実

話・エピソードを発表して欲しいと思う. 

　第 2 に, その結果として, 科学文学の材料を作

家に提供したい. それをもとに, 小説家に優れた

フィクションを書いていただくことを希望し

ている. さらに作品が映画化・漫画化されれば, 

世間に対するアピールは倍増する. 第 2 第 3 の

『死都日本』を生みだすためには, まず火山学

者が興味深い材料を提供する必要がある. 

　本稿のポイントは, 火山学を社会に向けて還

元するサービス精神を, 火山研究者が身につけ

るかどうかにある. 最近, 研究成果の社会への還

流が, 大学や研究所の任務の一つとされるよう

になってきた. まったく正しい流れであると思

う. 説明責任 (アカウンタビリティー)を果たす

ために, 研究者は市民に向けて分かりやすく伝

える技術と意欲を持つ必要がある. 

　“科学文学”と啓発運動に火山学者が関心を

もつことは, 一見迂遠なようでいて, いざという

時の噴火危機管理に役立つ, と私は信じている.

ま と め
　火山の啓発活動は, 噴火の危機管理に役立つ. 

研究者は, 自分の体験をもとに, 火山に関するノ

ンフィクションを一冊書こう. その材料をもと

に, 作家に優れた科学文学を著してもらおう. 数

十人の専門家を満足させるか, 数十万人の一般

市民に理解してもらえるかでは, 書き方も戦略

も異なる. 特に, 非専門家に“査読”してもらう

ことは有効である. 
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