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摘
要
生きとし生けるものはすべて大地の恵みを受け、地質環境に規定されて生かさ
れている。したがって、生物多様性（biodiversity）を保全するためには地質多様性
（geodiversity）を保全しなければならない。わが国は世界でもっとも活動的な変動帯に
位置し、かつアジアモンスーン地帯に位置している。その結果、地質・地形が複雑で
さまざまな自然景観に富み、豊かな植生に恵まれている。しかし、近年の高度工業化
社会の進展に伴って人工改変が行われ、日本列島の地質は満身創痍といってよい状況
にある。これは人間の生存条件にとっても、生物多様性にとってもゆゆしい事態であ
る。一方、変動帯であるということは災害列島であることも意味する。自分の命は自
分で守るのが防災の鉄則であり、国民の災害知識・地学リテラシーの向上が欠かせ
ない。地質遺産を保存し、自然教育を盛んにすることは急務といえよう。幸い 2004
年からユネスコのジオパーク（geopark）制度が始まった。これは地質遺産の保全と教
育への活用、ジオツーリズム（geotourism）の推進を目的としたものである。既にヨー
ロッパや中国で 25 個所世界ジオパークが認定されている（現在 33 個所、追記参照）。
わが国にもなるべく早くジオパークを設立したいものである。
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1 ．はじめに−生物多様性と地質多様性−
以下は宮沢賢治『地質巡検日誌「台川」』の一節で
ある 1）。
［志戸平のちかく豊沢川の南の方に杉のよくつ
いた奇麗な山があるでせう。あすことこゝとはと
ても木の生え工合が較べにも何もならないでせ
う。向ふは安山岩の集塊岩、こっちは流紋凝灰岩
です。石灰や加里や植物養料はずうっと少いので
す。ここはとても杉なんか育たないのです。］
「母なる大地」という。生きとし生けるものはす
べて大地の恵みを受け、地質環境に規定されて生
かされているのだ。詩人であると同時に農民の地
学者でもあった賢治は、そのことをよく知ってい
た。高山のお花畑に咲き乱れる花々も、砂岩と泥
岩のところでは種類が違う。砂岩は硬く侵食に強
いから、少し出っ張っており水に乏しい。泥岩は
逆に窪地になっており湿っている。これが植物に
も影響しているのである。石灰岩地帯固有の動植
物も多い。もちろん、植物の生長には気候条件や
日照が大きく影響する。気候区のようなマクロな

気候は陸・海の分布が関係しているし、植物の生
長に直接関わる微気象には微地形が大きく影響を
与えている。5 万分の 1 地形図「静岡」で植生界（地
類）を塗り分けてみる。茶畑とミカン園の分布が
見事に違うのがわかるであろう。日照や霧の発生
しやすさ、潮風の有無などが斜面の向きや海岸か
らの距離によって微妙に変わるからである。フラ
ンスやイタリアでは「ワインと地質」といった本が
出版されている 2）,3）。岩石の風化生成物である土
壌や岩石種に規定される水質がワインの味に微妙
に効いてくるのだとのことである。人工林でもそ
の道の達人は、地質の違いに応じて植える樹種を
変えるという。 2003 年、水俣や菱刈など南九州
で山崩れ災害が多発した。いずれも、崩壊はヒノ
キと杉の境界部で発生していた。ここがちょうど
溶岩と凝灰角礫岩の境界だったのである。溶岩は
割れ目に富み水を多量に含むが、緻密な凝灰岩は
不透水層の役割を果たす。結果として、この地質
境界部で湧水が発生、凝灰岩分布域は常に湿って
いるのである。ヒノキは水分が多いと枯れ、杉は
水を好む。山人たちは地質図を見て植林したわけ
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ではないだろうが、長年の勘で、湿り具合から察
したのだろう。
近年、生物多様性の重要性が声高に叫ばれてい
る。しかし、貴重種だけを植物園や動物園で保護
しても仕方がない。身の回りを振り返ってみよ
う。里山やせせらぎのあった丘陵地は削られて住
宅団地と化し、沿岸低地や湿地は埋め立てられて
コンビナートになった。渚はコンクリート護岸に
なり、砂浜は姿を消した。このように地質多様性
が失われたからこそ、生物多様性が失われたので
ある。グローバルに見ても、砂漠化や土壌の流
亡・塩類析出、さらには地球温暖化による永久凍
土の融解などなど、母なる大地が病むことによる
影響が生物界に深刻な影響を及ぼしつつある。地
質多様性の重要性を再認識する必要があろう。そ
のためにも、迂遠なようだが地学教育・理科教育
の振興を図り、次代を担う子供たちに地質多様性
について啓発することが大切である。また同時
に、今まだ残っている地質遺産の保護と良好な地
質環境の保全をはかり、次世代に引き継いで行か
なければならない。
幸い国際的に見ればそのような動きが出てきて
いる。M. Gray（2004）
による Geodiversity : Valuing
and Conserving Abiotic Nature 4）といった単行本も
出版されるようになったし、English Natureでは
Local Geodiversity Action Plans（LGAPs）という行
動計画を策定し、各州でも実践している 5）。
なお、geodiversityを「非生物多様性」と訳す向き
もあるようだが、geo-はギリシア語の地球を意味
する。しかし、宇宙に他の地球様天体がまだ発見
されていないから「地球多様性」ではおかしいの
で、やはり素直に「地質多様性」と訳すべきであ
ろう。ちなみに先ほどのM. Grayは、geodiversity
をgeological diversityと同義語として扱っている。
なお、本論の主題であるgeoparkは同文同種の
国・中国や台湾では「地質公園」と漢訳されてい
る。Geodiversityの訳語についても、漢字文化圏
における統一が望ましい。なお、日本ではまだ
geoparkの訳語について議論が行われていないの
で、本論では仮にジオパークを使うことにする。

2 ．日本の国土の自然的条件
われわれの住む日本列島を日本海溝底から眺め
てみよう。10,000 m級の山々が連なる大山脈と映
るに違いない。一昔前は、アルプス−ヒマラヤ造
山帯の延長と言われたものだ。今では海のプレー
トと陸のプレートがせめぎ合うところ、環太平洋
変動帯と呼ばれている。現在でも日本列島の下に
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太平洋プレートやフィリピン海プレートが沈み込
んでおり、日本列島は世界でもっとも若い活動的
な変動帯の一つである。このような大山脈の 8 合
目にわれわれの生活の場があることを改めて自覚
しなければならない。
若い変動帯ゆえに当然地震活動も活発で、活火
山も多い。阪神大震災、有珠山・三宅島の噴火、
新潟県中越地震と近年、地震火山活動に伴う自然
災害に立て続けに見舞われている。
同時に、若い変動帯とは地殻変動の活発なこと
を意味する。地質構造も複雑で褶曲や断層に富
み、活断層も多い。第四紀（約 180 万年前）以降、
日本列島の中央部脊梁地帯は 2,000 mも隆起し、
険しい山岳地帯を形成したという。世界でもっと
も若い第四紀の花崗岩すら露出している。「出る
釘は打たれる」の原理で、地すべりや山崩れなど
侵食作用が活発である。しかも変動帯ゆえに狭長
だから、河川は急流が多く暴れ川である。明治
初頭、オランダの土木技師 J. De Rijkeが
「川ではな
い、滝だ！」と叫んだとか。ゆったりと流れる大
陸の川とは全く趣が異なる。当然、土石流や洪水
も多い。しかし、ガンジス川や長江の氾濫のよう
に何ヶ月も滞留することなく、日本の洪水は一晩
で引いてしまう。また、地質的に若いから、軟岩
や軟弱地盤も多く、地すべりや地盤沈下の素因と
なっている。
一方、日本列島はまた、アジアモンスーン地帯
に位置している。台風の通路になり、梅雨前線が
停滞しやすい。冬にはシベリア寒気団が日本海を
渡ってたっぷり水分をもらい、豪雪をもたらす。
したがって風水害も多く、毎年のように死者を伴
う災害に見舞われている。このように日本列島は
災害列島でもある。
しかし、こうした日本の国土の地学的な自然条
件は災いをもたらすだけではない。恵みと災いは
裏表の関係にある。外国人は誰でも日本というと
秀麗な富士山を連想する。こうした美しい火山景
観や急峻な山岳地形、長い海岸線など四季折々の
見事な景観に恵まれているのである。また、年間
平均降水量が 2 , 000 mmに達し、降雨が多いとい
うことは水に恵まれていることを意味する。世界
の平均値が約 900 mmというから、「水に流す」と
か「湯水のごとく」といった言葉を日常語として使
える幸せを感謝しなければならない。したがっ
て、湿潤温暖な気候と相俟って豊かな森林が生い
茂り、農耕に適した地である。南北に長く標高の
高い山岳を有しているから、亜熱帯から亜寒帯ま
での多種多様な植生にも富んでいる。また海では
黒潮と親潮がぶつかる潮目にも位置し、長い海岸
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線と相俟って、これまた多様な魚類が豊富に生息
している。このように、わが国は世界にもまれな
ほど地質多様性に富んでおり、それゆえに生物多
様性にも富んでいるのである。

3 ．ジオパークとは
屋久島が世界遺産に指定されて以来、世界遺産
（World Heritage）は世に知られるようになった。
このジオパークも同様なユネスコのプロジェクト
である。1997 年に UNESCO Geopark Programme
として提唱された。次いで 2000 年、リオの第 31
回国際地質学会議（IGC）に引き続いて開かれた
地質科学国際研究計画（IGCP）の答申に基づき、
ユネスコに国際ジオパーク顧問団（International
Advisory Group for Geoparks）が作られた。このメ
ンバーにはIGCPや国際地質科学連合（IUGS）・国
際地理学連合（IGU）などの国際学術組織だけでな
く、各国の政府機関や非政府組織（NGO）も含ま
れている。こうした一連の国際会議を受けて、
2004 年 2 月パリのユネスコ本部で、「ユネスコの
支援を受けるための国立ジオパーク運営ガイド
ライン（Operational Guidelines for National Geoparks
seeking UNESCO s assistance）」
が定められた 6）。こ
こでユネスコはジオパークを次のように定義して
いる。
ユネスコのジオパークは
①地質学的重要性だけでなく、考古学的・生態
学的もしくは文化的な価値もある、1 ないし
それ以上のサイトを含む地域である。
②持続可能な社会・経済発展を促進するための
経営計画を有する（例えばジオツーリズム［地
学見学旅行とでも訳そうか］の推進）。
③地質遺産（geological heritage）を保存・改善す
る方法を示し、地質科学や環境問題の教育に
資する。
④公共団体・地域社会ならびに民間による共同
行動計画を持つ。
⑤地球遺産（Earth heritage）の保存に関する最善の
実践例を示し、持続可能な開発戦略へ融合し
ていく国際ネットワークの一翼を担う（図 1）。
2004 年 6 月にはFirst International Conference on
Geoparks（中国訳では第一回世界地質公園大会）が
北京で開かれた。この会議でユネスコ地球科学部
長（当時）のF. W. Eder氏は次のように端的に要約
している 7）。
ユネスコのジオパークは次のことを行う：
①保全…次世代のために地質遺産を守る。
②教育…地質景観や環境問題について広く大衆

図1

世界ジオパークのウェブサイト.
http://www.worldgeopark.org/

を教育し、地質科学に研究の場を提供する。
③ジオツーリズム…持続可能な開発を保証する。
なお、第 2 回世界ジオパーク大会は 2006 年北
アイルランドのベルファストで開催される。

4 ．既存ジオパークの概要
2004 年 2 月ユネスコが最初に認定したWorld
Geoparksは下記の 25 個所である。
イギリス（以下、ヨーロッパの番号は図 3 お
よび追記参照）
North Pennines AONB Geopark
（1）
Abberley and Malvern Hills Geopark
（ 2）
Marble Arch Caves & Cuilcagh Mountain Park
（3）
アイルランド
Copper Coast
（4）
フランス
Reserve Geologique de Haute Provence
（5）
Rochechouart Chassenon Astrobleme
（6）
ドイツ
Terra Vita Naturpark
（7）
Naturpark Bergstrasse Odenwald
（8 ）
Vulkaneifel European Geopark
（9）
オーストリア
Kulturpark Kamptal
（10）
Eisenwurzen Naturpark
（11）
イタリア
Madonie Nature Park
（12）
Parko Rocca di Cerere
（13）
スペイン
Maestrazgo Cultural Park
（14）
Cabo de Gata Natural Park
（14 ）
ギリシア
Petrified Forest of Lesvos
（15）
Psiloritis Natural Park
（16）
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中国（以下、番号は図 5 および追記参照）
安徽省黄山（Huangshan Geopark）
（1）
江西省廬山（Lushan Geopark）
（2）
河南省雲臺山（Yuntaishan Geopark）
（3）
雲南省石林（Shilin Stone Forest Geopark）
（4）
広東省丹霞山（Danxiashan Geopark）
（5）
湖南省張家界（Zhangjiajie Sandstone Peak
Forest Geopark）
（6）
黑龍江省五大連池（Wudalianchi Geopark）
（7）
河南省嵩山（Songshan Geopark）
（8）
ではいったいどのようなところがジオパークと
して認定されたのであろうか。世界ジオパークの
現況をみるために、各世界ジオパークの地質、地
理、および各国における選定の背景を見てみよ
う。
4.1 ヨーロッパにおけるジオパークの考え方
一般に、各国において自国の遺産（heritage）を
取り上げる際に、自然的なプロセスでつくられた
山川草木を対象とする場合と、国家・国民が歴
史のなかでつくりあげた文化的産物を取り上げる
場合がある。前者の自然遺産の中で、一般人が興
味をいだきそうな岩石・鉱物や化石を多産し、更
に自国の地質的な成り立ちが理解されやすいサイ
トがジオパークとして選ばれるのが通例である。
ヨーロッパは世界に先駆けてこのような遺産の発
掘、保全運動を行ってきたが、ジオパークに関し
て早くから活動を始めていたドイツの例をみてみ
よう。
ドイツではジオパークに対する関心が早くから
高まっていて、ジオパークの選定をどのような考
えで行うべきかという議論が、 2001 年頃から政
府機関の地球科学研究委員会（BLA-GEO）で行わ
れていた。各州の州立地質調査所もこの課題に積
極的に関与した。委員会で集約された基本的な考
えは次のようである。
ジオパークという言葉は、国立公園とか自然保
護区（nature reserve）のように法律的に規定される
概念ではない。ジオパークはこれこそが地質的な
遺産であると見なされ、かつ考古学的、歴史的、
あるいは文化的な重要性を持っている地域、場所
を意味するものであらねばならない。ジオパーク
を選定する目的は、一般の人々に地球上の資源は
どのような地質活動によって作られたのか、われ
われの周囲の素晴らしい風景・景観はどのような
地質過程によって形成されるのかということを自
然の露頭を観察しながら、あるいは展示･標本を
通じて的確に理解してもらい、さらにその人々の
心に、岩石や地層に直接触れてみたいというよう
な興味を呼び起こすことである。
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これに基づいて、 2002 年の秋に国立ジオパー
クのガイドラインが作成され、12 月に次の 4 地域
がドイツの国立ジオパークとして認定された 8）。
①Mecklenburgische Eiszeitlandschaften
②Harz-Braunschweiger Land
③Bergstrasse-Odenwald
④Schwabische Alb
この段階では、地学的要素が重視されたものと
見ることができる。第四紀氷河地形、岩石・鉱
物、構造地質、化石･層序のように地質学の代表
分野がバランスよく頭を出している。
しかしこの頃、ヨーロッパ各国を連携する
ヨーロッパジオパークネットワーク（European
Geopark Network）が組織化された（図 2）。その中
でジオパークに対してはジオツーリズムが重視さ
れ、宿泊・食事・エンターテイメントなどの設備
が整っていることが優先されるようになってきた
ように感じられる。ドイツでは、 2004 年のユネ
スコ認定に際して、①、②、④の 3 個所が落ち、
③にTerra Vita、Vulkaneifelの 2 個所を加えた 3 個
所が世界ジオパークとして認定された（追記参
照）。
4.2 ヨーロッパの世界ジオパーク
まず、ヨーロッパの地質を概観してみたい
9）
（図 3）
。以下、ジオパークの番号は図 3 に対応す
る。一般にヨーロッパは地質構造の面から古ヨー
ロッパ、中ヨーロッパ、新ヨーロッパに 3 区分さ
れる 10）,11）。
古ヨーロッパ
古ヨーロッパは古生代前半のカレドニア変動
によって形成された地域で、カレドニア造山帯
とも呼ばれる。North Pennines Area of Outstanding
Natural Beauty（AONB）
（1）ジオパークはイギリス
中部のぺニン山脈北部に位置し、約 4 億年前の古

図2

ヨーロッパジオパークのウェブサイト.
http://www.europeangeoparks.org/
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生層のなだらかな丘陵が続く風景の美しい所であ
る。
「傑出した自然美
（outstanding natural beauty）」
としてイギリスで選ばれた場所は 41 個所に上る
が、North Penninesは 2 番目に大きな面積をもつ
AONBであると言われる。Abberley and Malvern
Hills（2）とMarble Arch Caves & Cuilcagh Mountain
Park
（ 3）
は資料が少なく詳細は不明。
中ヨーロッパ
中ヨーロッパは古生代後半のバリスカン変動に
よって形成された地域で、バリスカン造山帯と呼
ばれる。イギリス南部、ドイツ、フランス、スペ
イン中央部など、現在のヨーロッパの大部分を構
成する。アイルランドのCopper Coast（4）は歴史的
史跡の多いジオパークである。
ドイツからフランスにかけてはバリスカン期に
属する山地が広がっている。ドイツで国立ジオ
パークとして選ばれたHarz-Braunschweiger Land
（ 20 ,②）は、ハノーバーの南東のハルツ山地にあ
る。バリスカン変動はヨーロッパではハーシニア
ン（ヘルシニアン）変動と呼ばれることが多いが、
ハーシニアンの語源となったのがこのハルツであ
る。貴重な鉱物・岩石の標本を豊富に産すること
で有名である。Harz- Braunschweiger Landの北東
に位置するのが世界ジオパークのNaturpark Terra
Vita（ 7 ）である。古生代後期の堆積層が北西−南

図3
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東の褶曲構造を形成していて、山岳・渓谷に富む
自然公園であり、地質・植生を楽しめる遊歩道が
17 コース設定されている。ライン河畔のコブレ
ンツからボンにかけて、その東西はライン結晶片
岩帯とよばれる変成岩が発達する比較的起伏に富
む地域である。Vulkaneifel（ 9 ）はライン河の西、
Eifel地方にあり、ライン地溝帯に沿う多数の火山
丘や溶岩台地・マール等の火山地形で有名であ
る。Daunには火山博物館がある。コブレンツか
らライン河を 25 キロ遡れば旅行者に人気のある
「ローレライの岩」である。
さらに遡ってハイデルベルグに近づくと、
その手前に次の世界ジオパーク、BergstrasseOdenwald（ 8 ,③）が見える。Odenwaldはハイデル
ベルグ北方に広がり、西はライン川に、東はマ
イン渓谷、南はネッカー渓谷、北は世界自然遺
産のMessel鉱山跡に接する広範な地域を含む森
林自然公園である。Odenwaldの南には、ハイデ
ルベルグから更に幾つかの古城址を訪ねてニュ
ルンベルグに到る 300 kmの古城街道がある。
Bergstrasse-Odenwald一帯はバリスカン変動帯の
Saxo-Thuringian帯に属する。主として、三畳系が
分布する。西側は各種の変成岩類である。このジ
オパークでは、西半分の結晶質岩の地域と東半分
の赤色砂岩の地域に分かれていて、マグマ活動と
堆積作用の両要素にまたがる地球史を学ぶことが

ヨーロッパの地質とジオパーク.
番号は本文参照.
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できる。
オーストリアのKamptal（ 10 ）は、ウイーンの
北西約 100 kmに位置する。バリスカン変動帯の
Moldanubian帯に属する。片麻岩・グラニュライ
トなどが分布する。南にドナウ川が流れ、良質の
ワインを産する葡萄畑が広がり、牧歌的な自然公
園、文化公園である。
フランスのRochechouart Chassenon Astrobleme
（6）はフランスで最も地質的に古い中央基盤地塊
（Central Massif）を構成するオーベルニュ高地の北
西縁に位置する。一帯は花崗岩やミグマタイトを
含む古生代の岩石で構成され、バリスカン変動に
よって隆起した地塊である。
Maestrazgo Cultural Park
（14）
はスペイン中央部を
東西に走るバリスカン造山帯の枝丘陵の東端に位
置する。公園一帯は中生代白亜紀の石灰岩と思わ
れる。その洞穴の壁に描かれた石器時代人の絵が
有名である。その他、工芸品、チーズなど田舎び
た特産品が本ジオパークに色どりを添えている。
新ヨーロッパ
スイス、オーストリア、フランスのプロバンス
に連なるアルプス山脈、イタリア、ギリシア、お
よび、地中海周辺は中生代後期から新生代のアル
プス変動によって形成されたヨーロッパで最も若
い時代の地層で構成されており、激しい造山運動
で褶曲・変形した地層、研ぎ澄まされたような
荒々しい岩肌、雄大な山嶺を覆う氷河などの地形
が残されているところが数多く見られる。オース
トリアのEisenwurzen Naturpark（11）、フランスの
Reserve Geologique de Haute Provence（5）は、まさ
にアルプス造山帯を代表するジオパークである。
Eisenwurzenはウイーンの西南西 130 kmに位置す
る。高度 2,000 m台の山々は石灰岩やドロマイト
よりなり、特徴あるその山容は「石灰アルプス
（Kalk-Alpen）」の名で呼ばれている。一方、Haute
Provenceはアルプス山脈が地中海に没する西端に
位置する。Aix en Provenceから 100 km東に入った
山岳地帯である。ジュラ・白亜紀の石灰岩層が衝
上断層を繰り返して高度を高めていった雄大なア
ルプス型造山運動を間近に見ることができる。公
園内には地球博物館、プロムナード博物館があ
る。
イタリアのMadonie Nature Park（ 12 ）はシチリ
ア島の中央にある。東西に伸びる山地で最高は
2 , 000 m余に達する。全体が新生代の地層であ
る。Parko Rocca di Cerere（13）
については記述する
資料がない。
スペインのCabo de Gata Natural Park
（14 ）
はジブ
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ラルタル海峡の東 320 km、地中海に突き出た岬
である。新生代中新世の火山岩からなり、古い時
代に噴出・成層した地層を海岸でみることができ
る。一帯はリゾート地帯でホテル、クラブなどさ
まざまな施設がある（追記参照）。
ギリシアのPetrified Forest of Lesvos（15）はエー
ゲ海のLesvos島の北部にある化石林である。この
一帯は自然保護区となっていて、化石林ジオパー
クの他に、その近傍にはなお、Sigriなど 4 ジオ
パークが設定されている。Sigriには自然歴史博物
館もある。Lesvos島では 2005 年 10 月にヨーロッ
パジオパークネットワークの第 6 回ミーティング
が開催されることになっている。Psiloritis Natural
Park（16）はクレタ島にある。中部のPsiloritis山脈
とその北の海岸地帯では、白亜紀の石灰岩層が激
しく褶曲してナップ群を形成しており、アルプス
地方と同じような新生代造山運動の激しい地殻変
動の痕跡を見ることが出来る。また、この付近に
はクレタ島に独特な考古学的遺跡が多い。
4.3 中国の世界地質公園
中国はヨーロッパ諸国を除いては、ユネスコ
のジオパークプログラムに最も熱心に取り組ん
でおり、第 1 組・第 2 組の国家地質公園（National
Geopark）がある（図 4）。そのうち既に 8 個所の世
界ジオパークが認められている（追記参照）。その
分布を地質図 12）上に示す（図 5）。東部の人口稠密
部に集中している。
中国東部の長江の南方は、中国で最も地質時代
の古い地層で成り立っている。江西省盧山（2）の
周辺は約 10 億年前の古い時代の地層で、変成岩
化しているために非常に堅硬な岩石となってい
る。多くの断層が発達して岩盤にブロック構造を
つくり、平地から高く聳える奇岩が発達する地形
を作った。また、氷河地形も観察できる。
安徽省黄山（1）も同じ頃の古い地層に貫入した
花崗岩の山である。いずれも山容が雄大で優れた
眺望を持ち、古来より歴史的に名高い景勝地と

図4

中国国家地質公園のウェブサイト.
http://www.cigem.gov.cn/geopark/html/index1.htm

地球環境 Vol. 10 No. 2

図5

185−196（2005）

中国の地質と地質公園.
番号は本文参照.

なっている。湖南省常徳の西には、東北東−西南
西に走る武陵山と呼ばれる山塊がある。盧山と同
じく、約 10 億年前の地層で堅硬な山塊である。
張家界（6）の一帯、武陵源風景区は奇峰・渓流・
瀑布が織りなす山水美にすぐれ、世界遺産に指定
されている。
雲南省昆明の東には古生代後期の石灰岩・ドロ
マイトの地層が厚く堆積しており、その地層中に
縦の断裂・節理が非常に発達している。これらの
炭酸塩岩は水に溶けやすいために、節理に沿って
流れる雨水によって地層は垂直に削られ、あたか
も無数の石の木が屹立するような珍しい地形が作
られたため、その地は石林
（4）
という名で呼ばれる
ようになった。広東省丹霞山
（5）
は中生代後期の砂
質礫岩層が侵食作用によって、無数の小さな岩峰
に分岐した山塊である。無慮 300 を超える岩峰が
城壁のように、あるいは砦のように聳えている。
また、奇岩は人のように、あるいは動物や鳥のよ
うに化けて観光客を楽しませるそうである。
河南省嵩山（8）は 35 億年以降現在までの地層が
良い露出状態で見られること、 25 億年前の嵩陽
造山運動をはじめ先カンブリア時代に起こった
3 回の地殻変動の証拠である傾斜不整合がすべて
観察できることから「地球史の教科書」といわれて
いる（図 6）。立派な地質博物館がある。また、嵩

図6

嵩山地質公園のガイドブック.

山の西 60 kmには古い都の洛陽があり、嵩山周辺
にも少林寺など多くの歴史遺跡がある。
河南省雲臺山（3）は大行山脈の南麓に位置し、
同じように非常に古い地層からなる堅硬な山塊は
多方向の断層・節理に解析されて奇岩・瀑布など
が形成され、水墨画の世界そのものである。かつ
て、竹林の 7 賢人が住居として選んだところと伝
えられている。
黒龍江省五大連池（7）は以上と趣を異にして、
新生代後期の玄武岩溶岩からなる単成火山群であ
る。720 km2 の面積に 14 の火山が分布している。
その内の 2 火山は 1721 年と 1791 年に活動した。
このように中国の世界地質公園は風景の美観、
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宗教・歴史の観点を重視しながら、既に人口に膾
炙されている行楽地などが多く選択されているよ
うである。

5 ．日本の国立公園と天然記念物
わが国には、ジオパークに関わるものとしては
国立公園がある。わが国の国立公園は 1931 年に
国立公園法が制定され、1934 年 3 月瀬戸内海・雲
仙・霧島の三つの国立公園が誕生したのを嚆矢と
する。その目的には、「我が国の自然の大風景地
を保護開発して、国民の保健休養と教化に資す
る」文化的使命と、「外客誘致に資して国際収支の
改善に寄与させ」ようとする経済的使命の 2 つが
あったという。このことはユネスコのジオパーク
が前述のように、保全・教育と並んでジオツーリ
ズムを挙げていることに鑑み、興味深い。この国
立公園法は 1957 年抜本的に改められ、「優れた自
然の風景地を保護するとともに、その利用の増進
を図り、もつて国民の保健、休養及び教化に資す
る」ことを目的とした自然公園法が制定された。
この法律では国立公園を「我が国の風景を代表す
るに足りる傑出した自然の風景地（海中の景観地
を含む）であつて、環境大臣が指定したものをい
う」と定義している。現在 28 個所あり、合計面積

図7
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日本の自然公園

は約 200 万haで国土の約 5%を占める。なお、自
然公園にはこの他に国立公園に準ずる国定公園
55 個所と、都道府県の指定した都道府県立自然
公園 308 個所がある（図 7）。これらを合わせると
国土の 14.2%に及んでいる 13）。
国立公園をその指定理由と共に列挙すると、
○知床：原始的半島景観
○阿寒：二つの巨大な複式火山地形、火山と森と
湖の原始的景観
○釧路湿原：日本最大の湿原国立公園
○大雪山：日本最大の原始的国立公園
○支笏洞爺：様々な型式の火山及び火山地形、火
山現象
○十和田八幡平：湖水美の典型、火山性高原と温
泉群
○陸中海岸：典型的リアス式海岸
○磐梯朝日：爆裂式火山と火山性湖沼群、山岳宗
教
○日光：日本式風景の典型、日本最高標高の高層
湿原景観、東照宮等の人文景観
○上信越高原：日本最高標高の活火山、火山性高
原、構造山地のアルプス的景観、温泉群
○秩父多摩甲斐：代表的水成岩山地と原生林
○小笠原：海底火山脈に属する火山列島の島嶼及
び海蝕崖景観、亜熱帯地域の海洋島
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○富士箱根伊豆：火山景観、火山性湖沼、温泉
群、火山列
○中部山岳：構造山地のアルプス的景観、渓谷美
○白山：自然性の高い火山弧峰、信仰と伝説で古
来有名な名山、白山神社の本体
○南アルプス：日本最高標高の構造山地、アルプ
ス的景観
○伊勢志摩：隆起と沈降の海蝕台地、伊勢神宮
○吉野熊野：水成岩の山地を深く穿つ渓谷、歴史
と伝説、山岳宗教
○山陰海岸：鳥取砂丘を含む日本海側の海岸を代
表する景観
○瀬戸内海：世界的な多島海公園、歴史と伝統
○大山隠岐：中国地方の最高峰、歴史と伝説、外
海多島海景観並びに半島景観
○足摺宇和海：隆起海岸の断層景観、沈降海岸の
海蝕景観
○西海：外海多島海景観、切支丹遺跡
○雲仙天草：雲仙岳の山岳景観と温泉、切支丹遺
跡、内海多島海景観
○阿蘇くじゅう：世界最大の複式火山景観、草原
美
○霧島屋久：集成火山景観、巨樹杉、多雨現象、
活火山桜島と鹿児島湾の景観
○西表：西表島の亜熱帯原生林とサンゴ礁の八重
山海域
となる。つまり、火山 16 個所、海岸地形 6 個
所、構造山地 4 個所、植生 2 個所に大別され、圧
倒的に多くの国立公園が地学的理由で選定されて
いる。
しかし、地質遺産・地学景観を活かす運営がな
されているかと言えばお寒い限りである。 2003
年自然公園法は改正され「従来の風景保護」に加
え、「生態系の保全と野生生物保護の機能」が付け
加えられた。それはそれで大変結構なことだが、
反面、生物に偏した利活用が助長されてしまっ
た。ビジターセンターを訪れても高山植物や野
鳥・野生動物の解説ばかりで、地学関係の展示や
遊歩道の看板も数が少ないだけでなく、誤りも多
い。たとえば、霧島屋久国立公園のえびの高原に
はえびのエコミュージアムセンター（旧名称はビ
ジターセンター）という立派な施設がある。前述
のように集成火山景観という理由で指定されたに
もかかわらず、地学関係の展示は少なく、工夫も
乏しい。中には図 8 のような展示もあった。マグ
マ溜まりが霧島山の直下に妙な形で広く存在して
いるという。マグマは液体だから霧島山は船のよ
うに浮いているのであろうか。同様に、地下水賦
存状況も荒唐無稽である。

185−196（2005）

図8

えびのエコミュージアムセンターの展示.

もう一つ、ジオパークに関わりが深いものとし
て天然記念物がある。これは国立公園よりも歴史
は古く、 1919 年の史蹟名勝天然記念物保存法制
定に由来する。戦後有形文化財などの人文社会
的文化財とともに統合され、 1950 年制定の文化
財保護法によって指定されている。2005 年 4 月現
在、972 件（動物 191 、植物 537 、地質鉱物 221 、
天然保護区域 23）が国の天然記念物として指定さ
れているという 14）。この中で地質鉱物 221 件のう
ち、特別天然記念物は下記の 20 件である。
○昭和新山：北海道
○根反の大珪化木：岩手県
○夏油温泉の石灰華：岩手県
○焼走り溶岩流：岩手県
○玉川温泉の北投石：秋田県
○鬼首の雌釜および雄釜間歇温泉：宮城県
○浅間山溶岩樹型：群馬県
○御岳の鏡岩：埼玉県
○鳴沢溶岩樹型：山梨県
○白骨温泉の噴湯丘と球状石灰石：長野県
○湧玉池：静岡県
○根尾谷断層：岐阜県
○根尾谷の菊花石：岐阜県
○魚津埋没林：富山県
○薬師岳の圏谷群：富山県
○岩間の噴泉塔群：石川県
○大根島の溶岩隧道：島根県
○秋吉台：山口県
○秋芳洞：山口県
○八釜の甌穴群：愛媛県
文化財保護法第 2 条の地質鉱物では、「特異な
自然の現象の生じている土地を含む」となってい
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るため、特定の対象物や露頭だけでなく昭和新山
や秋吉台のような少し広い地域も指定されている
が、公園というにしては狭い。
天然記念物に指定されると、捕獲・採取・開発
が規制され、保存策が取られるから自然遺産の保
存（protection）にとっては、それなりの意義があ
る。しかし、特異で珍しい対象物をそれだけ単独
に取り出しているので、その地域の地質発達史の
中に位置づけて理解させる点でどうしても制約が
出てくる。たとえば、昭和新山も有史以前から最
近の 2000 年噴火に至る有珠火山の一連の火山活
動の中で理解することが必要である。根反の大珪
化木にしても、それだけを取り出せば単なるメタ
セコイヤの化石に過ぎないが、倒木ではなくなぜ
直立したまま化石になったのかを理解するために
は、岩手県一戸町周辺の地史（新第三紀の火山活
動）の中で位置づけなければならない。

6 ．日本にもジオパークを
第 2 章で、日本列島は災害列島であると述べ
た。地震・火山噴火は言うまでもなく、地すべ
り・山崩れなども人類誕生以前の何千万年も前
から存在していた自然現象・地質現象であって、
コンクリート構造物などハードをいかに強くして
も完全に自然を征服することは不可能である。コ
ンクリートの寿命はたかだか 100 年に過ぎない。
したがって、災害のしくみと前兆現象など災害知
識を身につけ、いち早く避難することが肝要とな
る。災害では自分の命は自分で守るのが鉄則なの
である。災害列島日本では地学は国民教養として
不可欠なものと言えよう。
先年のインド洋大津波では、大波の意味するこ
とを知らず直前までビデオ撮影をしていて命を落
とした人が多数いたという。津波のない国の人な
らともかく、日本人も含まれていた。半世紀前に
は国語の国定教科書で「稲むらの火」を日本人全員
が教わっていたから、津波リテラシーはかなり高
かったが、今では津波を知らない人が大部分と
なってしまった。日本人観光客が、最初の引き波
の際率先して皆を逃がしていたら、どれほど大き
な国際貢献になっていたことかと悔やまれる。
霧島の高千穂峰御鉢で噴煙活動があり、臨時火
山情報が出されて登山禁止となったことがある。
地元からは苦情は出なかったが、観光客からは猛
然と抗議されたという。霧島はミヤマキリシマと
いうツツジで有名なところとは知っていても活火
山だとは知らなかったらしい。ここでも日本人の
地学リテラシーの決定的不足が露呈した。この霧
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島山で過去被害に遭ったのは、ほとんどが観光客
だったという 15）。安全教育・防災教育という面で
も、もっと国立公園内での地学教育が充実されな
ければならない。その点、前章で述べたように、
わが国には国立公園や天然記念物のような優れた
制度があるものの、諸外国に比べて地質遺産・地
学景観として「国民の教化に資」しているとはとて
も言えない現状にあるのは問題である。
アメリカでは Geology of National Parks 16）と
いった分厚い本も出版されているし、個々の国立
公園には、例えば Geological Map of Yellow Stone
National Park 17）といった平易な地質図や解説書も
置いてあり、誰でも入手が可能になっている。安
定大陸に位置しているアメリカでさえこのように
熱心な自然教育・地学教育が行われているのであ
る。見習うべきであろう。
わが国の国立公園でもこのような地学教育の側
面にも力を入れて欲しいが、実際には生物系の人
に偏った人員配置が行われており、急速な改善は
難しい。まして、「生態系の保全と野生生物保護
の機能」まで付け加わったのだから、手一杯とい
うのが実情であろう。やはり、地学教育・地質景
観の保全を正面に据えたジオパークをわが国にも
設置し、その経験を既存国立公園にも及ぼして行
くのが現実的と思われる。
もちろん、地学リテラシーの向上が必要なのは
防災面だけではない。近年、子供たちの理科離れ
が憂慮されている。幼い子は好奇心のかたまりであ
る。身の回りのすべてに
「なぜ」
を連発して親を困ら
せる。小学校時代までは、ほとんど全員理科が好き
だという。それなのに高学年になるほど理科嫌いが
増える。生物を育て野山を観察する授業から、室内
における黒板授業に重点が移るからであろう。理科
で言えば、受験体制ゆえに地学が縮小され、物理・
化学中心の詰め込み教育が行われる。物理を例に取
ると、子供たちに相対性理論や量子力学を教えるの
は不可能である。ニュートン時代の物理が教えられ
る。内容は昔も今も変わりはない。先生は常に正解
を握っており、生徒はそれを覚えるだけとなりがち
になる。問題を解く手順を暗記すれば事足りる。テ
レビで壮大な宇宙の歴史やブラックホールについて
解説されても、受け身のバーチャルな体験では実感
を伴わない。子供たちには等身大の科学が適してい
る。もっと実験実習の時間を増やし、感動を与える
必要がある。
その点、地学のフィールド実習では現実の露頭
観察に基づき、理詰めで過去を推察しなければな
らない。探偵が僅かな手がかりから犯人像を追い
つめていくのと同じである。自然界は謎に充ち満
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ちているからこそ、勉強する楽しみがあると実感
できる。また地学は物理学的側面・化学的側面・
生物学的側面のすべてを含んだ総合科目であり、
理科全般の導入として絶好の教材と言えよう。し
たがって、ジオパークは総合的学習の絶好の場を
提供する。学校教育だけでなく、常日頃親子で訪
れる機会が増えれば、大人にとっても自然科学へ
の関心が喚起されるに違いない。日本人全体の地
学リテラシーの向上につながるであろう。
また、こうして育った子供たちが次代の科学を
担うようになったときにも好ましい影響を与える
に違いない。 20 世紀は分析哲学全盛の時代、己
のディシプリンを狭く深く追究することによって
成果を上げてきたが、 21 世紀は総合化の時代、
俯瞰的研究の重要性が指摘されるようになってき
た。文理融合さえ叫ばれるようになってきたから
である 18）。現在のように早い時期から文系・理
系、さらには物理系・生物系などと細分されて教
育された結果、視野狭窄症と揶揄されるような研
究者を輩出してしまった。新しい学術の体系を担
う人材がジオパークのような大自然の中で育まれ
ることを願う。

7 ．おわりに−地質遺産の保存と博物館−
地質遺産というと、すぐ化石や鉱物などを思い
浮かべる人が多いだろう。好事家の収集対象か博
物館に飾ってある珍奇な品物というわけである。
しかし、動物園が見せ物的な存在から、種の保存
の場や生態園へと変わってきたように、現在の博
物館、とくに科学博物館では化石や岩石も自然史
の流れの中で位置づけた展示が工夫されている。
さらに最近では、自然史博物館のような専門博物
館も増えてきた。また根尾谷の地震断層観察館
（岐阜県本巣市）や野島断層保存館（兵庫県北淡町）
のように、露頭そのものを屋内に保存する施設も
出来てきた。誠に喜ばしい。
しかし、博物館の展示では、いくら工夫しても
所詮剥製の鳥に過ぎず、大空を羽ばたく野鳥とは
似ても似つかない。そこでフィールド・ミュージ
アムなどが構想されるようになってきた。ジオ
パークはいわば、このフィールド・ミュージアム
の延長上にある。博物館には博物館の良さがあ
る。ジオパークには博物館を併設し、互いの長所
を補い合って連携する必要があろう。
なお、フィールド・ミュージアム関係者の悩み
の種は、見事な露頭が次々とコンクリートで覆わ
れ消滅していくことである。土木工事に当たって
は重要露頭だけは残すようにして欲しい。せめて
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写真とスケッチをセラミックスなど、さびない看
板にして残すことはできないものであろうか。全
国的に見て重要なところは、やはりジオパークと
して指定し保全すべきであろう。例えば、洞爺湖
周辺地域では、有珠山噴火の被災家屋を保存し、
新しくできた火口群や砂防施設などと共に見学で
きるよう説明板や遊歩道を整備している（図 9）。
ジオパークの先駆例と言えよう。
最後に、（NPO）地質情報整備・活用機構では
Web-GISを利用したネット巡検案内書を作り、現
地の説明板に二次元バーコードを付して、携帯
電話で詳細情報を引き出せる企画を考えている。
フィールド案内ボランティアを育成すると共に、
こうしたITを活用した工夫も必要であろう。

追記
ユネスコは 2005 年になって、以下の 9 個所
を追加認定した。数字はそれぞれ、図 3 および
図 5 の番号に対応する。現在世界ジオパークは
33 個所となった。第 1 次認定時 25 個所だったの
だから数字が合わないが、スペインのCabo de
Gata Natural Park（14 ）が最新リストから落ちてい
るからである。認定取り消しになったのか、理
由は不明である。そこで、図 3 ではアポストロ
フィーを付けておいた。こうしてみるとジオパー
クプロジェクトに熱心な国が多く認定されている
ようである。
イギリス
North Western Highlands, Scotland
（17）
フランス
Park Naturel Regional du Luberon
（18）
ドイツ
Schwabische Alb
（19）
Harz-Braunschweiger Land Ostfalen
（20）
Mecklenburgische Eiszeitlandschaften
（21）

図9

1977 年有珠山噴火被災病院跡.
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中国
浙江省雁蕩山（Yandangshan Geopark）
（9）
福建省泰寧
（Taining Geopark）
（10）
内モンゴル自治区ヘシグテン（Hexigten Geopark）
（11）
四川省興文
（Xingwen Geopark）
（12）
さて、このように既認定のジオパークは地質学
的には安定大陸に位置するヨーロッパと中国だけ
で、あまりにも片手落ちである。島弧の代表とし
て日本にもユネスコ認定の世界ジオパークを作り
たい。そこで、2005 年 10 月日本地質学会内にジ
オパーク設立推進委員会が設置され、運動が開始
された。当面、ジオパーク制度の宣伝、国立公園
の平易な地学ガイドブックの作成、地元自治体や
官公庁への働きかけなどから始めるとのことであ
る。一方、㈳全国地質調査業協会連合会もジオ
パークを後押しするために、名水百選と類似の企
画として、日本地学事象百選の公募をはじめた。
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