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Ⅰ　活 動 概 要

　琉球列島で地球科学のアウトリーチを進める一

環として，2012 年 5 月に「本部半島」が日本ジオ

パークネットワーク準会員に登録し，全国的な組

織の一員として活動を開始した．本部半島ジオパー

ク構想では，「付加体とプレートテクトニクス」「サ

ンゴ礁と第四紀の自然環境」「石灰岩の溶解とカル

スト地形」の 3 つのテーマと，伊江島・伊是名島・

伊平屋島・備瀬海岸・瀬底島・水納島・古宇利島・

与論島・辺戸岬・今帰仁グスク・本部カルスト・

塩川湧水の 12 のジオサイトを設定しており，海

岸線と構造線をもってエリアを定めている．構想

エリアには，名護市，本部町，今帰仁村，伊江村，

伊是名村，伊平屋村，国頭村，与論町の 8 自治体

が含まれる．

　ジオパークは，ジオサイトと呼ばれる地球科学

的資源だけでは成り立たない．複数のジオサイト

を繋ぐストーリーと，各ジオサイトを活用しなが

ら保全する具体的な活動があって初めて成り立つ．

ジオパークを立ち上げる段階では，地元住民に対

する普及活動がとりわけ重要である．2012 年度の

1 年間で，シンポジウムと講演会を各 1 回，住民説

明会を 12 回，サイエンスカフェを 2 回，アウトリー

チ巡検とジオツアーを各 4 回実施してきた．これ

らのうち，一般市民に募集をかけて開催した主要

イベントについて表 1 に整理した．

　世界的・全国的なジオパークネットワークの一

員としての活動も進めた．2012 年 5 月には「世界

ジオパークユネスコ会議」（於：島原半島ジオパー

ク）と「日本地球惑星科学連合 2012 年大会」（於：

幕張メッセ）に参加し，全国の地球科学研究者や

各地のジオパーク関係者と情報交換を行った．同

年 11 月には「日本ジオパーク室戸大会」に参加し，

7 つのポスター発表を行った．これらの発表は、ジ

オサイトの学術的価値に関するもの（尾方，菅森，

比嘉，小川）と，現地でのアウトリーチ活動に関

するもの（友寄ほか，伊野波ほか，平安山ほか）

に分けられる．ここでのポスター発表は，本部半

島で進めているジオパーク活動の主要テーマを網

羅しているので，それぞれの発表要旨を以下に紹

介する．

Ⅱ  日本ジオパーク大会 (2012 年室戸大会 )での発表

1．島々が紡ぐジオストーリー（尾方隆幸）

　琉球列島ジオサイト研究会は，2009 年度からジ

オサイト資源の発掘作業を進めている．そのキャッ

チコピーは「島々が語る地球の営み」である．こ

の作業がベースになり，まず本部半島とその周辺

地域でジオパークを目指す取り組みがスタートし

た．本部半島ジオパーク構想では，地球科学的な

境界（海岸線と構造線）を前提にしたエリア設定

を行い，地球科学のアウトリーチの基盤づくりを

進めている．構想では「付加体とプレートテクト

ニクス」「サンゴ礁と第四紀の自然環境」「石灰岩

の溶解とカルスト地形」の 3 つをメインテーマに

設定し，いずれのテーマにおいても，個別のフィー

ルドで観察できる地層や地形から，より普遍的な

地球の歴史や環境を読み解く視点を重視している．

以下，それぞれのテーマのジオストーリーの骨格

を紹介する．（1）本部半島とその周辺地域は秩父

帯に属し，石灰岩やチャートをはじめとする付加

体堆積物を基盤岩とする．これらの地層は，プレー

トテクトニクスを考える良い教材になる．（2）本

部半島とその周辺地域を含め，琉球列島の島々に

は，現地性のサンゴ礁がつくる第四紀の石灰岩と

海成段丘が広く分布する．これらの岩石や地形は，

第四紀の環境変動を考える良い教材になる．（3）本
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部半島には，中・古生代の石灰岩が溶解したカル

スト地形，特に円錐丘と星形ドリーネの組み合わ

せからなる独特の景観が形成されている．これら

の地形は気候地形学的に注目されており，岩石の

化学的風化プロセスを考える良い教材になる．

2．チャートに何を語ってもらうか（菅森義晃）

　西南日本外帯を構成する地帯の 1 つである秩父

帯は少なくとも西は琉球列島，東は関東山地まで

追跡できる．この秩父帯は沖縄本島では本部半島

周辺や辺戸岬などで露出している．秩父帯は中生

代ジュラ紀～白亜紀前期にプレートの沈み込みに

よって形成された付加複合体と解釈されており，

付加複合体は過去の海洋プレート上の堆積物から

構成されている．本講演では，本部半島周辺に分

布し，海洋プレート上の堆積物として遠洋深海堆

積物と解釈される「層状チャート」について紹介し，

これらが本部半島 “ ジオパーク ” において果たせ

るであろう役割について考えを述べる．

　層状チャートは厚さ数㎝～ 15 ㎝程度の珪質部

（チャート）と薄い珪質泥岩との互層からなってい

る．チャートは珪質骨格をもつプランクトンであ

る放散虫の化石を多量に含むことが多く，陸源砕

屑物を含んでいない．したがって，炭酸塩補償深

度よりも深い場で，しかも，大陸より遠く離れた

場（つまり遠洋深海域）で形成されたと考えられ

ている．堆積速度はおよそ千年に数㎜と見積もら

れ，大変遅い．また，チャートは非常に堅牢で風化・

浸食に対しても強いことが知られている．本部半

島周辺のチャートからはペルム紀～ジュラ紀の放

散虫化石や三畳紀のコノドントなどが発見されて

いる．

　本部半島では多くの層状チャートの露頭が見ら

れ，地元の人からは「トートーメー石」，来訪者か

らは「ゴリラチョップ」という愛称がつけられた

特徴的な形態の露頭もある．さらに本部半島の西

に浮かぶ伊江島ではチャートからなる「グスク山

（タッチュー）」と呼ばれる山がある．タッチュー

は海を隔てた本部半島からでも十二分に認識され

る迫力があり，伊江島のシンボルともなっている．

これらはジオパークの来訪者がチャートに親しみ

をもつきっかけとなりうるだろう．一方で，チャー

トは日本列島の多くの場所で見られる岩石であり，

庭石や火打石として使われるなど，日本人の生活・

文化とも密接に関わってきた．『遠洋深海域で形成

されたチャートがなぜ日本列島のあちこちに分布

するのか？』という問いかけは，ジオパークの来

訪者がジオツアーなどで日本列島の形成過程を考

えるきっかけを提供し，地球科学的現象の空間的

広がりを認識することに一役買うかもしれない．

3．石灰岩が織りなす多様な景観（比嘉啓一郎）

　本部半島ジオパーク構想では，「付加体とプレー

トテクトニクス」「サンゴ礁と第四紀環境変動」「石

灰岩の溶解とカルスト地形」の 3 つをメインテー

マに設定している．これら 3 つのテーマを繋げる

キーワードに「石灰岩」が挙げられる．本発表では，

構想の軸となる「石灰岩の多様性」を紹介し，こ

れらを来訪者にどう楽しませるかについて，親子

向けミニジオツアーの実践事例を交えて報告する．

イベント名 会場・場所 日付 参加費 参加者

語り始めた大地―本部半島でのジオパーク活動― 沖縄県立博物館・美術館 4月10日 無料 67人

地球を楽しむジオパーク―世界・日本・沖縄の歩み― 沖縄産業支援センター 3月4日 無料 19人

シンポジウム 日本ジオパーク登録に向けて―本部半島のラストスパート― 名護市民会館 10月21日 無料 23人

みんなで楽しむジオパーク―山陰海岸ジオパークの取り組み― 本部町立博物館 7月10日 500円 17人

「石ころの声」聞いてみよか？―チャートは日本列島の記憶を語る― サイエンスランド 3月8日 500円 9人

歩いて回ろう！　今帰仁グスクジオツアー 今帰仁グスクジオサイト 8月4日 1,000円 17人

タッチューの不思議と島の水循環 伊江島ジオサイト 11月17日 2,000円 10人

海成段丘が作り出す自然景観と人間活動 古宇利島ジオサイト 12月21日 1,500円 18人

歩いて体感！　辺戸岬発見ジオツアー 辺戸岬ジオサイト 2月23日 1,500円 15人

講演会

サイエンスカフェ

ジオツアー

表 1  本部半島ジオパーク推進協議会による 2012 年度の主なイベント
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　本部半島とその周辺地域は，秩父帯に属し，中・

古生代の遠洋性石灰岩が露出する．これら石灰岩

には，塊状および層状の見た目の異なる 2 種類の

石灰岩がある．中・古生代の石灰岩が溶解したカ

ルスト地形は，円錐丘と星形ドリーネの組み合わ

せからなる独特の景観を持つ．琉球列島には，第

四紀のサンゴ礁を起源とする現地性の石灰岩が広

く分布し，各地で段丘地形を観察することができ

る．加えて，現世の石灰岩製造工場と言うべきサ

ンゴ礁が島々を縁どっている．また，層状石灰岩

や第四紀の石灰岩，ビーチロック，海岸に打ち上

げられたサンゴ巨礫などは，古くから石垣などの

建築資材に用いられ，地域住民にとっても馴染み

深い岩石である．このように本部半島やその周辺

地域では，石灰岩が織りなす多様な景観が，ジオ

パーク構想の 3 つのテーマを繋ぐ軸となっている．

　本部半島における石灰岩の多様性を楽しみなが

ら学習するツアーとして，2012 年 8 月 9 日と 9 月

2 日に親子向けミニジオツアーを開催した．このツ

アーには，ジオパーク構想エリアの周辺に居住す

る 13 組の親子，計 31 名が参加した．そのうち子

供は，小学 2 年生から中学 2 年生までの 18 名であ

る．ツアーの前半では，中・古生代の石灰岩に形

成されたカルスト地形を案内した．ここでは，カ

ルスト地形が石灰岩の溶解よりできる地形である

ことを，塩酸を用いた溶解実験を交えて解説した．

ツアーの後半では，サンゴ礁の海岸を案内した．

ここでは，第四紀の石灰岩やビーチロックを観察

し，それらがサンゴ礁にすむ生物の遺骸で構成さ

れていることを観察した．参加した親子からは，「石

が溶ける様子を目の前で見たらカルスト地形の成

り立ちを実感できる」「サンゴ礁の海で生物が石を

造っている様子が想像できた」などの声が寄せら

れた．本部半島では，石灰岩の形成場（サンゴ礁）

と溶食の場（カルスト地形）が隣接していることで，

ジオパーク構想の 3 つのテーマを，石灰岩という

1 つの軸に沿って楽しむことができる．

4．植生分布と基盤岩との関係（小川滋之）

　沖縄本島では，石灰岩と非石灰岩の地域で大き

く異なる植生分布がみられる．本報告では，それ

ぞれの基盤岩地域に対応した植生分布をまとめて

紹介する．そのうえで，ジオパーク構想地域が位

置する石灰岩地域の植生の分布要因を考察する．

　沖縄本島の植生は，全域が常緑広葉樹林帯（ヤ

ブツバキクラス）に属している．その中でも，石

灰岩地域ではオオバガキ―アカギ群集，クロヨナ

―ガジュマル群集などのナガミボチョウジ―クス

ノハカエデ群団が分布している．非石灰岩地域で

は，オキナワウラジロガシ（ウラジロガシの変種）

群集，オキナワシキミ（シキミの変種）―スダジ

イ群集，リュウキュウアオキ（アオキの変種）―

スダジイ群集などが分布している．石灰岩地域の

植生は，南方系の樹種や固有種が多く，九州や四国，

本州との共通種が少ない．これに対して，非石灰

岩地域の植生は九州や四国，本州との共通種や変

種が多い．このように石灰岩地域は，沖縄本島の

中でも特有の植生がみられる地域になっている．

　石灰岩地域において特有な植生分布が生まれる

要因には，基盤岩の地形形成特性が関与する．他

の基盤岩と比較しても，石灰岩は土層が薄く急峻

な地形を形成するほか，溶解により特殊な地形を

形成する特徴がある．これが植生分布にも影響を

及ぼしており，主要植生の構成種となるシイ類や

カシ類の優占度が低く抑えられ，アカギやガジュ

マルなどが優占できる環境を形成していると考え

ることができる．

　本報告では植生分布に着目するが，ジオツアー

を行った際に一番初めに見える景観は，植生によっ

て形成されていることが多い．また，様々なジオ

サイトを生み出す基盤岩地域では，特有の植生分

布がみられる事例も多い．このため，周辺の植生

を理解することがジオパークの新たな魅力の発見

につながるといえる．

5．住民説明会を通した普及啓蒙活動（友寄隆太・

平安山良信・比嘉啓一郎）

　本部半島ジオパーク推進協議会では，ジオパー

ク構想エリアに居住する住民に対するジオパーク

活動の普及啓蒙の一環として，住民説明会を開催

している．本発表では，2012 年 5 月から 7 月に本

部半島およびその周辺地域で実施した住民説明会

について報告する．この説明会は，ジオサイト候

補地の周辺地区で優先的に実施している．時間帯
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は，平日の午後 7 時頃から１時間程度で設定し，

より多くの住民が参加できるよう配慮した．これ

まで各地区の公民館において 8 回の説明会を行い，

計 107 名の住民が参加した．

　説明会の前半では，「ジオパークとは何か？」「本

部半島ジオパーク構想とは？」というテーマに絞

り，スライドとプロジェクターを用いて解説を行っ

た．スライドは，小学校高学年の子供が理解でき

る内容にまとめ，それぞれの地区から見える景観

やジオサイト候補地の写真を用いることで，ジオ

パークの理念をわかりやすく伝える工夫をした．

後半では，質疑応答と意見交換を行った．参加者

からは，「ジオパークのメリットとデメリット」「ジ

オサイトの保全と活用に関する法整備の有無」「観

光客が増えた場合の受け入れ態勢」「地域のジオ資

源の活用法」「ジオパーク推進協議会と地域住民と

の関わり方」など多岐に渡る質問や意見が寄せら

れた．

　説明会の最後には，ジオパークと説明会の内容

に関するアンケートを実施した．アンケート内容

は，「ジオパークを知っていたか」，「説明会でジオ

パークが理解できたか」，「本部半島ジオパーク構

想を知っていたか」，「同ジオパーク構想の活動に

関わりたいか」を設定した．ジオパークおよび本

部半島ジオパーク構想の認知度については，いず

れも約 60% の住民が「聞いたことがない」と回答

した．説明会におけるジオパークの理解度では，「よ

く分かった」「やや分かった」が約 75% となった．

また，ジオパーク構想への関心度では，65% が「活

動に関わりたい」と回答した．琉球列島では，国

内のその他地域に比べてジオパーク活動が遅れて

いることも起因し，「ジオパーク」そのものの認知

度が低いと考えられる．しかし，説明会を実施す

ることでジオパークの取り組みを伝えることがで

き，地域住民の関心を引き出せることがわかった．

また，ジオパークについて「あまり分からなかった」

と回答した住民からは，「一度だけではなく継続し

て説明会を持ってほしい」という声も寄せられた．

今後もこうした住民説明会を継続して開催し，多

くの地域住民にジオパーク活動を伝えていく必要

がある．

6．サイエンスカフェを通した普及啓蒙活動

（伊野波盛二・新名亜津子・尾方隆幸）

　本部半島ジオパーク推進協議会は，一般市民に

対するジオパーク活動の普及・啓蒙の一環として，

サイエンスカフェを開催している．本発表では，

2012 年 7 月 6 日に本部町立博物館で実施した「第

1 回ジオカフェ」について報告する．このイベント

には，ジオパーク構想エリア周辺に居住する 18 名

の市民が参加し，先進地である山陰海岸世界ジオ

パークの取り組みを学びながら，本部半島の「ジ

オ」の魅力を発見することを試みた．前半では，

山陰海岸のジオパーク資源の解説や，ジオパーク

関係者からのメッセージの紹介を通して，ジオパー

クの理念をわかりやすく伝える工夫をした．鳥取

砂丘の開拓やさまざまな特産品など，人との関わ

りを重視して解説を進めたこともあり，概ね理解

してもらえたと思われる．また，鳥取砂丘と本部

半島の砂時計を用いた砂礫斜面の安息角実験では，

地域を越えた地形学の一般法則を，楽しく，かつ

身近に考えることができたと思われる．後半では，

参加者を 3 つのグループに分け，本部半島のジオ

サイト資源を発掘するワークショップを行った．

参加者は，本部半島周辺の自然・文化的資源を模

造紙に自由に書き出し，それぞれが思い描くジオ

パーク像を発表した．各々のグループからは，八

重岳などの既存の観光名所の活用にとどまらず，

カンヒサクラを使った新商品開発などのアイデア

も出された．地域の魅力を発信するには「ないも

のねだり」ではなく「あるものさがし」が大事で

ある．参加者からは「ジオパークという言葉すら

分からなかったが，山陰海岸では地域の人がガイ

ドをしていて魅力を感じた．本部半島でもできた

らいい」「ワークショップに参加して地域づくりに

参加する楽しさを実感した」などの感想が寄せら

れた．今後もこうしたサイエンスカフェを継続し

て開催し，多くの一般市民にジオパークをつくり

あげる楽しさを伝えていく必要がある．

7．アウトリーチ巡検とジオツアーの取り組み

（平安山良信・友寄隆太・比嘉啓一郎）

　本部半島ジオパーク推進協議会では，協議会関

係者を対象にした「アウトリーチ巡検」と，一般
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市民を対象にした有料の「ジオツアー」を行って

いる．協議会の構成員は，行政や市民 NPO 団体，

観光協会，商工会など多岐に渡るが，地球科学の

専門教育を受けたことがある者は少ない．アウト

リーチ巡検は，ジオサイトの地球科学的価値を理

解してもらうことに加え，それらをどのように保

全し，活用していくかという意見交換会を兼ねた

現地学習会という位置づけで行っている．一方，

ジオツアーは，一般市民が自然景観の仕組みや成

り立ちを楽しみながら読み解いていくツアーとし

て位置付けている．本発表では，2012 年 5 月から

8 月にかけて行ったアウトリーチ巡検（2 回）とジ

オツアー（1 回）について報告する．

　アウトリーチ巡検では，5 月 1 日に「本部半島の

成り立ち」を，7 月 3 日に「辺戸岬から読み解く地

球の営み」を実施した．「本部半島の成り立ち」に

は，18 名が参加し，本部半島を構成する岩石とそ

の起源，それら地形・地質を利用してきた人々の

歴史について理解を深めた．「辺戸岬から読み解く

地球の営み」には 17 名が参加した．ここでは形成

時代が異なる石灰岩を切り口に，プレートテクト

ニクス，石灰岩製造工場としてのサンゴ礁，カル

スト地形について理解を深めた．アウトリーチ巡

検終了後には，参加者に対しアンケート調査を行っ

た．その結果，参加者の約半数は，ガイドが使用

する単語（専門用語）に対し「難しい」「やや難し

い」と感じていた．参加者の理解度や関心度を高

めるためには，ガイド側が専門用語を多用しない，

ビジュアル資料を用意するなどの工夫が必要であ

ることがわかった．

　8 月 4 日には，今帰仁グスクにおいて協議会主

催のジオツアーを初めて実施した．ジオツアーの

対象は，高校生以上とし，定員 20 名で参加者を募っ

た．ジオパーク構想エリアを中心に 17 名の市民が

参加した．参加者には，ツアーの内容を詳しく解

説したガイドブックを配布した．今帰仁グスクは，

「琉球王国のグスクおよび関連遺産群」として世界

遺産にも登録され，人々の歴史を学べる恰好の場

となっている．一方，周辺の自然景観や石垣の岩

石に目を向けると，地球の営みや自然と人々の関

わりが学べる場所でもある．参加者からは，「ジオ

の視点で見ると，何度も訪れたことがある今帰仁

グスクがより楽しめるようになった」「他の場所で

のジオツアーにも参加したい」などの感想が寄せ

られた．今後もこのようなジオツアーを継続して

実施し，自然景観に隠された地球の営みを読み解

く楽しさを伝えていきたい．

Ⅲ　今後の展開

　本稿では，2009 ～ 2011 年度の活動報告（尾方，

2009，2010，2011a, b, c，2012） に 続 き，2012 年

度に進めてきたジオパーク活動について報告した．

本部半島で具体的な取り組みが進んだことにより，

ジオパーク活動は極めて多岐に及ぶことになった．

本稿で紹介できなかった事例，特に琉球大学と連

携した野外巡検やジオガイド養成講座については，

別稿にまとめることにしたい．

　2012 年度のジオパーク活動のなかに沖縄地理

学会が主催する企画がなかったことは，学会幹事

のひとりとして筆者が反省するところである．尾

方（2012）で詳細を報告した 2011 年度の巡検と同

じ時期に，沖縄地理学会巡検「ジオサイトとして

の今帰仁グスク」を計画していたが，周知に用い

る予定であった会報発行の遅れや，琉球大学大学

院人文社会科学研究科の入試と日程が重なってし

まったことなどにより，中止にせざるをえなかっ

た．今後，イベント開催時期の検討を含め，学会

としてのどのようにジオパーク活動をサポートし

ていくべきか，議論する必要があろう．

　琉球列島におけるジオパーク活動は，先陣を切っ

た本部半島が日本ジオパークネットワーク正会員

として申請するに至った 2013 年 4 月の時点で，ひ

とつの区切りはついたといえよう．しかし，本部

半島にとってはこれからが本番であり，尾方（2013）

のような新たなアイデアを次々と出していくこと

が要求される．また，琉球列島には，本部半島以

外にもジオパークになりうる地球科学的資源が豊

富にある．琉球列島ジオサイト研究会は，「島々が

語る地球の営み」のキャッチコピーの下，地球科

学のアウトリーチの手段としてジオパークやジオ

サイトをどのように活かしていくか，さらに考え

を深めていきたい．

( 受付　2013 年 4 月 8 日 )　
( 受理　2013 年 5 月 8 日 )　
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