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使用したガイドブック『島々のジオツアー：本部

Ⅲ

半島の石灰岩とカルスト』（尾方ほか，2011）では，

沖縄地理学会では，毎年 7 月に開催されている

本部半島での 1 日ツアーを想定し，現地で観察で
きるジオサイトに焦点を絞って記述した（尾方，
2011a）
．辺戸岬ツアーで配布・使用したガイドブッ
ク『島々のジオツアー：沖縄島の石灰岩とカルス
ト地形』
（尾方・大島，2011）は，辺戸岬に限らず，
沖縄島のさまざまな地域で活用できるガイドブッ
クを目指した．このガイドブックは地形学に重点
を置き，沖縄島の石灰岩とカルスト地形を教材と
して，地形学とその関連分野の基礎的な考え方を
学べる構成とした．コラムでは，石灰岩にまつわ
る人間活動のテーマを取り上げ，沖縄の人々にとっ
て身近な話題から地形学的内容に関心を持っても
らう工夫をした．
ここで注意しておきたいことは「巡検とジオツ
アーの違い」である．尾方・大島（2011）はこの
点をガイドブックのコラムに記述し，両者が似て
非なるものであることを明示した．巡検は，研究
者どうしの学術的な議論や，大学などでの地球科
学教育を目的として実施されるため，エンターテ
インメント性は求められない．一方，ジオツアーは，
専門外の人たちに地球の仕組みや成り立ちの面白
さを楽しんでもらうことを意図している（尾方・

沖縄地理学会主催のシンポジウムと巡検

大会で継続的に発表を行うとともに，機関誌「沖
縄地理」に関連する報告をまとめるようにしてき
た（尾方，2010，2011a；高橋・尾方，2010；安谷屋，
2010； 池 田・ 尾 方，2011； 田 代・ 伊 藤，2011）．
2011 年 7 月に行われた大会では，一般公開シンポ
ジウム「石灰岩地域を知る最初の一歩」を開催し，
その中で，石灰岩地域で実施したジオツアーの実
践例を報告した．2012 年 3 月には，本部半島で巡
検
「ジオサイトをいかに解説するか？」
を開催した．
1．シンポジウム
石灰岩地域を考える一般公開シンポジウムとし
て，2011 年 7 月 30 日に沖縄大学を会場に開催され，
約 80 人の参加者があった．この中で，ジオツアー
をテーマに田代

豊会員（名桜大）がパネリスト

として発表し，これに対するコメンテーターを筆
者が引き受けた．発表では，渡名喜島と本部半島
で実施されたジオツアーの紹介と，ツアー参加者
を対象に行われたアンケート結果の報告がなされ，
ジオツアーのようなイベントが潜在的な需要を秘
めていることが指摘された．この話題提供に対し
ていくつかの質問が出されたが，本稿では宮内久

大島，2011）
．澤田ほか（2011）もほぼ同じ見解を

光会員（琉球大）の質問「エコツーリズムとジオツー

示しており，巡検の目的が学生の指導や専門家ど

リズムは何が違うのか？」について触れておき

うしの知識の共有や議論にあるのに対し，ジオツ

たい．

アーは学習そのものを楽しんでもらうことが目的

この質問に対して筆者は「エコツーリズムとジ

であり，参加者の満足感を高めるための工夫が必

オツーリズムの共通点・相違点については全国学

要であるとしている．ジオツアーの場合は，大野

会でもしばしば議論されているが，明確な見解が

（2011）が述べているように，ジオストーリーを市

ある状況ではない．ただし，エコが生態学，ジオ

民や観光客にわかりやすく伝える工夫が必要で

が地球科学という，対象で区別できるような単純

ある．

な構図ではないと思う」と回答した．

しかし，地球科学の専門家が日常的に行ってい

その後，ジオツーリズムの概念を図解した菊地・

る巡検がジオツアーのベースになりうることも，

有馬（2011）は，地球科学的資源の保全・保護，

また事実である（尾方，2011b）．ツアーの骨格に

教育的な利用，持続的な地域振興の 3 つの要素を

なるジオストーリーの構築には，地球科学の専門

包含するものとしてジオツーリズムを示した．し

知識が欠かせないからである（天野ほか，2011）．

かし，エコツーリズムとの差異については，地球

地理学や地質学の専門家による巡検コースをアレ

科学的資源（ジオサイト）と生物学・生態学的資

ンジしたジオツアーが展開されれば，その地域の

源（エコサイト）との対比に触れたのみで，深く

ジオツーリズムは正しい方向に向かうであろう．

議論はされていない．一方，小泉（2011）は，地
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形・地質や自然史と植生分布を結びつけたジオエ

水循環と石灰岩の風化，円錐カルストと星形ドリー

コツーリズムを提唱し，地生態学的視点を取り入

ネの形成プロセス，カルスト地域の地生態システ

れるべきことを強調している．河本（2011）のよ

ムについて，地形学の研究者を中心に幅広く討議

うに，ジオツーリズムとエコツーリズムを対立す

した．

る形で捉えるのではなく，ジオツーリズムをエコ
ツーリズムに欠かせない視点とみる考えもある．

以下，地点ごとに，沖縄地理学会会員によるコ
メントを中心に，議論された内容の一部を記録し

この問題については，今後さらなる議論が必要

ておく．

であろう．ジオツアーやジオツーリズムという用
語が，エコツアーやエコツーリズムのように本質

（1）円錐カルスト山頂での議論

からやや乖離しながら普及していくことだけは，
避けなければならない．

ジオテーマ①について，渡邊康志会員（GIS 沖
縄研究室）から「付加体とプレートテクトニクス
のテーマは，本部半島だけではなく，名護市東部

2．巡検

など構造線の東側もあわせて扱わないと不十分で

ジオパークを目指す取り組みが進んでいる本部

はないか」とのコメントがあった．これに対し，

半島において，2012 年 3 月 3 日に巡検を実施した．

筆者と千村次生会員（中央開発）は，地質学的に

巡検の第一の目的は，地理学のさまざまな分野を

はその通りであるとした上で「このテーマは 3 つ

専門とする研究者の間で，ジオサイトそのものに

のジオテーマのうちのひとつであること」「ジオ

ついて，またジオサイトの面白さを一般市民に解

パークのエリアについては議論を重ね，運営上の

説する際にどのような工夫が必要かについて，現

問題も考慮した上で，仏像構造線を境界とする本

場で議論することである．加えて，協議会のメン

部半島を単位にしたこと」を説明した．確かに「付

バーに対する地理学のアウトリーチ，および地元

加体とプレートテクトニクス」を理解するために

地理学会会員と協議会メンバーとの交流も意図し

は，仏像構造線の両側を組み合わせて解説するに

た．参加者は，学会員 9 名（案内者 3 名含む），協

越したことはない．しかし，本部半島に点在する

議会関係者 14 名であった．

露頭をジオサイトとして活用し，本部半島で観察

まず，標高 237 m の円錐カルスト（ミラムイ：
通称「本部富士」）に登り，本部半島ジオパーク構

できる地層から上のテーマに迫り，本部半島の地
史を考察することは十分に可能であろう．

想で設定している 3 つのジオテーマ「①付加体と

ジオテーマ②および③に関して，上原富二男会

プレートテクトニクス」「②サンゴ礁と第四紀環境

員（沖縄大）と渡久地

変動」
「③石灰岩の溶解とカルスト地形」を紹介し

灰岩やカルスト地形そのものだけではなく，その

た．参加者のメインが学会員であることを鑑み，

上に成り立っている植生や人文的要素もあわせて

ある程度の専門知識を持つことを前提に，それぞ

テーマにしてはどうか．採石場も石灰岩利用を学

れのジオテーマの概要を簡潔に説明した．これを

ぶ場として活用できないか」という趣旨のコメン

踏まえ，地質学，地形学，環境地理学など，いく

トがあった．これについて筆者は「人文的要素を

つかの専門分野の研究者を指名してコメントを求

どこまで入れるべきかについては，全国学会でも

め，そのコメントを深める形で野外での討議を進

さまざまな見解がある．むやみに対象を広げるこ

めた．

とは慎まなければならないが，ジオに直結する生

健会員（琉球大）から「石

昼休みには，山里地区のドリーネに移動し，本

態的・文化的資源を組み込んでストーリーに深み

部半島ジオパーク構想のあり方について意見交換

を持たせることは考えている」と回答した．採石

を行った．人文地理学の研究者にコメントを求め，

場については，千村会員から「鉱山の扱いは難しい．

協議会メンバーにも広く発言を促しながら，ワー

糸魚川ジオパークの事例なども踏まえると，ジオ

クショップ形式で討議を進めた．その後，山里・

パークのエリアから外すことも検討している」と

大堂・嘉津宇地区のカルスト凹地を巡りながら，

の回答があった．
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図 1 ミラムイ山頂での議論
正面の円錐丘がウフグシクムイ．ミラムイ山頂ではピナクルが目立つが，
ウフグシクムイの山頂はやや平坦になっているのがわかる．

ジオテーマ②については，上の話題から発展し，

ルストの地形については，斜面を構成する岩石の

段丘地形の成因や，段丘面の年代についても議論

物性や層理・節理の入り方など，地形材料のより

された．サンゴ礁地域に形成される段丘は，日本

詳細な検討が必要であろう（図 1）．

本土のような非サンゴ礁地域の海成段丘と成因が
異なるものもある．いずれも相対的な海面変動に

（2）自然散策路の拠点での議論

よって形成される地形という点では共通するが，

まず上江洲

薫会員（沖縄国際大）に，カルス

段丘面・段丘崖となる地形面が海水準付近でどの

トを観光に活用する点について意見を求めたとこ

ように形成されたのか，そのプロセスが異なる場

ろ「観光資源として活用するには，自然保護やオー

合がある．ジオサイトとして隆起サンゴ礁段丘の

バーユース対策などの課題があり，特に地域にとっ

地形を取り上げる際には，一般的な海成段丘との

てどのような方向性が望ましいかをきちんと議論

違いに留意し，必要に応じてそれぞれの形成プロ

すべきで，ジオパークを目指すことを急ぐべきで

セスを比較しながら解説する必要があるだろう．

はないのではないか」「保全を重視する立場とツー

ジオテーマ③については，石灰岩の岩塊からな
る円錐カルストの斜面物質について廣瀬

リズム重視の立場との間で考えが一致しないこと

孝会員

もありうる」とのコメントがあった．また，協議

（琉球大）にコメントを求めたところ，廣瀬・玉城

会メンバーからも「地元には賛成意見と反対意見

（2011）などの成果をもとに「化学的風化のみでは

があり，それをどのようにまとめていったらよい

なく，物理的風化もあわせて作用している．斜面

のか？」という課題が示された．現時点ではまだ，

プロセスを正しく捉えるためには物理的風化の調

地域住民にジオパークの理念が十分に周知されて

査も必要」と回答があった．これに対し筆者は「円

いるとは言えないだろう．協議会は，公民館での

錐丘によって斜面物質や山頂の地形が違う．たと

講演や意見交換会など，できるだけ多く住民と接

えば隣のウフグシクムイでは土壌の生成がある程

する機会を持ち，まずは住民にジオパークの理念

度進んでいて，山頂はやや平坦．しかしこのミラ

を正しく伝え，そのうえで住民に主体的に考えて

ムイでは山頂・斜面ともに土層の発達が悪く，ピ

もらうよう努力すべきであろう．ジオパークの理

ナクルが目立つ」という問題提起をした．円錐カ

念を正しく理解しないままに，ジオパークを目指
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すことの適否を判断することはできない．

について概要を説明し，この凹地がポリエ地形と

協議会メンバーには，本部半島のカルストが国

みられることを紹介した．これに対し，廣瀬会員

定公園に指定された経緯なども説明してもらった．

から，2001 年に日本で開催された国際地形学連合

その中で，自然散策路とその拠点の整備のあり方

の巡検で，外国人研究者から「ポリエとしては小

も議論された．ジオパークは「大地の遺産の保全」

さすぎる」とコメントされたとの指摘があった．

を最も基礎的な理念として掲げており（たとえば，

この話題から，カルスト地形の名称の問題点につ

竹之内，2011；目代，2011），これに反する施設整

いて議論がなされた．

備は許されない．この自然散策路はジオパーク活

地形の名称は基本的に成因によって決められる

動より前に整備が始まったもので，ジオパークの

べきで，規模で規定するのは本質的ではない．し

あるべき姿と一致していない部分もある．今後，

かし，国際的・全国的なスタンダードは重視され

部分的な改修も含めた整備方法の検討が求められ

ねばならない．この凹地地形をジオサイトとして

よう．また，自然散策路の管理にあたっては，土

取り扱う際にどのような地形名称を用いるべきか，

壌侵食や植生破壊の対策も考慮される必要がある．

丁寧に検討する必要がある．
地形以外にもいくつかの議論がなされた．この
凹地では電照ギクの栽培が行われており，カルス

（3）ドリーネ底（ポノール付近）での議論
筆者からは，まず円錐カルストと星形ドリーネ

ト凹地内の水利用について小川

護会員（沖縄国

の地形を観察する際の基本的な視点を説明した．

際大）にコメントを求めたところ「電照ギク栽培

侵食地形は「地形材料」「侵食力」「地形変化継続

は水をあまり必要としないため，大きな問題はな

時間」の 3 つの要素の組み合わせで理解する必要

いのだろう」との回答があった．渡久地会員から

がある．とりわけこの地形が「熱帯カルスト」で

は「堂」の付く地名について解説があり，これは

あるかどうかは，地形材料としての石灰岩の岩質

広場や平坦地を指す古語ということであった．こ

や地質構造，侵食力としての溶解速度をコントロー

うした地名の整理によってジオストーリーに深み

ルする温度や CO2 濃度（特に土壌中の CO2 濃度），

が生まれることが示唆された．

岩体が侵食基準面以上に現れてからの地形変化継

続いて，上原会員の案内で，典型的なウバーレ

続時間のすべてを用いて評価すべきであるとした．

地形として紹介された嘉津宇の凹地に移動した．

この問題について再び廣瀬会員にコメントを求め

しかし密に繁茂した亜熱帯植生により，地表面形

たところ，具体的なデータや研究成果の紹介があ

態の観察はほぼ不可能であった．上原会員によれ

り，総合的に判断して「熱帯カルスト」と言えそ

ば，かつてはサトウキビ畑として利用されており，

うだという解釈が提起された．さらに，この議論

凹地地形がよく観察できたとのことである．

を発展させる形で，石灰岩地域での水循環，特に

Ⅳ

どのように地下水系が形成されているかについて，

本部半島における協議会の設立

また石灰岩土壌の生成プロセスなどについて，多

前述のように，本部半島地域が沖縄初のジオパー

面的な議論が展開された．ドリーネは耕作地とし

クを目指して具体的な取り組みを始めた．キャッ

て利用されることも多く，人間活動との関わりも

チコピーは「島々が語る地球の営み」である．協

深い．ドリーネの地生態システムは，カルストの

議会は，研究会をメンバーに入れて学術的サポー

ジオサイト資源として大変興味深いテーマと言え

トを受けながら，ジオサイトの基礎調査，ジオ

よう．

ツアーの企画・運営，ガイドブックの作成など，
地球科学のアウトリーチ活動の基盤作りを進め

（4）カルスト凹地での議論

ている．

まず大堂に形成されている長さ 1 km ほどの凹

本部半島でジオパーク活動を立ち上げることが

地において，筆者から，石灰岩が溶食を受けて形

できた学術的ベースは，2009 年度から 2010 年度

成される凹地地形（ドリーネ・ウバーレ・ポリエ）

にかけて実施した筆者のプロジェクト研究である．
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琉球諸島のジオダイバーシティを評価していく中

いる．地球科学とその関連分野を学んだ若手が活

で，ジオパークの可能性が高い地域のひとつとし

躍できる場を提供できることも，ジオパーク活動

て本部半島がピックアップされた．2011 年 3 月の

がもたらす大きな効果である．

ジオツアーでは自治体職員にジオパークの可能性

Ⅳ

を周知し，地元民の間でジオパークを目指そうと

おわりに

いう機運を高めることに成功した．これらを背景

地域主導は，ジオパーク活動の最重要キーワー

に，2011 年 10 月，研究会の呼びかけによって本部

ドのひとつである．筆者は，地元に精通した研究

町で意見交換の場を持ち，協議会設立に向けた具

者を擁し，かつフットワークの軽い地方学会こそ，

体的な準備を始めることになった．その後，名護市・

ジオパーク活動の中核を担わなければならないこ

本部町・今帰仁村のそれぞれで自治体職員を対象

とを強調してきた（尾方，2010, 2011a）．この 3 年間，

とした講演を筆者が行い，ジオパークの理念とこ

継続的な学会発表と機関誌への投稿でそれを実行

の地域の可能性を具体的に示し，2012 年 1 月に協

してきたつもりであるが，2011 年度に開催された

議会が設立される運びとなった．

シンポジウムと巡検は，学会員にジオパークの理

しかし，協議会設立に至った背景のひとつとし
て，地域側のジオに対する高い意識があったこと
を強調しておきたい．本部町は，ジオパークがユ

念を伝える点，さらには学会員と一般市民を結
びつける点で，大きな進展をもたらしたと考え
ている．

ネスコの支援するプログラムとして推進される前
から，円錐カルストの保全と活用の方策を模索し
ていた．その成果のひとつは，2006 年 3 月の沖縄
海岸国定公園追加指定であり，これによって乱開
発（特に鉱山開発）から自然資源を保全する法的
基盤は整備された．その一方で，自然公園として
の活用の具体策はみえないままという問題も抱え
ていたが，カルストを案内する自然ガイドの養成
を企画するなど，模索を続けていた．こうした努
力の経緯がジオパークを目指す活動にプラスに作
用していることは間違いない．本部半島は，ジオ

しかしながら，沖縄地理学会とジオパークとの
関わりはまだ始まったばかりで，真価が問われる
のはこれからである．全国規模の地球科学関係の
学会は，ジオパークに対応する委員会などを設置
し，さまざまな支援を始めている（たとえば，渡辺，
2011）．一方，地方学会がどのようなスタンスでジ
オパークに関わるべきかの議論は，ほとんどなさ
れていない．沖縄地理学会には，地道で堅実な活
動を継続し，地方学会のジオパーク活動への関わ
り方を示していくことが求められている．

サイトの資源性やジオダイバーシティが高いだけ
ではなく，地元民の間でジオパーク活動を始める
素地があり，多くの点でアドバンテージがあった
のである．

沖縄地理学会会長の前門
小川

晃氏（琉球大）と企画幹事の

護氏（沖縄国際大）は，シンポジウムと巡検の機

会を与えてくださった．琉球列島ジオサイト研究会のメン
バー，特に巡検案内者を共同で引き受けてくださった千村

本部半島地域は，2013 年春に日本ジオパーク正
会員として申請することを目指している．申請書

次生氏（中央開発）と田代

豊氏（名桜大）には，巡検成

果のとりまとめに際して協力をいただいた．本部半島ジオ

をまとめて提出するためには，ジオサイトのデー

パーク推進協議会事務局スタッフにも，現地での支援をは

タベースと地図，博物館など拠点的施設の整備，

じめ，多くの場面でお世話になった．さらにはシンポジウ

ジオツアーの実績，そして何より住民の間での共

ムや巡検に参加した多くの方々に貴重なコメントをいただ

通理解と意識のさらなる高まりが必要である．そ

いたおかげで，議論を深めることができた．以上の皆様に

して，こうした作業をこなすためには，専門知識

記してお礼を申し上げる．

とスキルを持った職員が不可欠である．2012 年度

( 受付

2012 年 3 月 22 日 )

からは，古生物学を専攻した研究員と，地理教育

( 受理

2012 年 6 月 13 日 )

を専攻した研究補助員 1 名ずつが協議会の専門職
員として雇用され，常勤・専属で任務にあたって
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灰岩とカルスト地形．地学雑誌，120，viii．
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