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研 究 報 告

火山都市国際会議島原大会に一般ポスター発表で参加 して

り|1 原  不日 ‐
博 (県立長崎明誠高等学校)

県立長崎西高等学校SSH地球科学班・地学部

Participate in Poster Presentation at Cities onVolcanoes 5 Conference in Silnabara 2007

Kazuhiro KAWAHARA(Nagasaki bleisei High School)

SSH Earth Science Group and Earth Science Club,Nagasaki West High School

1.は じめに

平成19年 4月 初旬,火山都市国際会議島原大

会実行委員会の清水洋副委員長と杉本伸一事務

局長が長崎西高等学校に来 られ,一般ポスター

発表による大会参加の要請をされた。高校生の

参力日を希望されているとのことで, SSH(ス ー

パーサイエンスハイスクール事業)地球科学班

と地学部が合同で発表することになった。長崎

市は地理的に島原市や雲仙か ら約30kmほ ど離

れている。そのため,雲仙火山に関する調査や

研究を直接的かつ継続的に実施することは困難

である。それで,雲仙岳の精巧な地形模型を作

り,そ の製作方法や過程をポスターで掲示する

ことにした。

2.作製方法

ポスターで掲示 した作製方法を以下に示す。

大会では和文と英文を並列にして掲示 したが,

本稿では和文のみを記すことにする。

地形模型の作製方法           
′

A 材料

地形図 カーボン紙 ボール紙 木工用ボン

ド コンパネ板 角材

B 道具

簡易万カ ノコギ リ カッターナイフ 替え

刃

図 1 展示会場

C 土台のパネルを作る

① 作製したい地域の地形図を用意する。

② 地形図の範囲にあわせてコンパネ板を切

断する。

③ コンパネ板と角材を用いて,模型の土台

となるパネル板をつくる。

④ コンパネ板と角材との接合部には木工用

ボンドを用い,数力所簡易万力で強く締め

上げる。

⑤ 約半日間, 自然乾燥させる。

D 地形図をトレースして型紙をつくる

① ボール紙にカーボン紙を載せ,さ らにそ

の上に地形図を重ねる。

② 等高線に沿ってボールペンで強くなぞっ

て トレースし,ボール紙に等高線の型を正

確に写し取る。
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③ これは等高線毎に 1枚ずつ,標高の低い

等高線から順に行う。

④ 標高が低い場合はずれが生じないように,

ボール紙とカーボン紙,地形図の3枚をホッ

チキスで固定する。

型紙から台紙を切り取る

① 型を取ったボール紙をカッターナイフで

切り取る。これを「荒切り」と呼んでいる。

② 右利きの人はトレースした線に沿って反

時計回りにすると「外切り」になって都合

がよい。「外切り」とは台紙の切断面が台

形状になるような切り方である。

③ 切り取った等高線毎の台紙には切り残し

たケバやカーボン紙による黒いトレース線

があるので,再度外切りによって切除する。

これを「クリーニング」と呼んでいる。

台紙を貼り,積み重ねる

① 切り取った台紙を土台のパネル板に等高

線の低い順から貼り付け,積み重ねる。

② 模型の軽量化を図るため,標高の低い部

分の台紙は中央部を切り取って重ね,全体

としてドーム状の空洞をつくるようにする。

③ 台紙を重ねる時,木工用ボンドは数分で

固まり始めるため,指で均一に展ばし,素

早くパネルや下位の台紙に丁寧に重ねてい

く。

④ 貼り合わせてから十数分後,ボ ンドが少

し固まってから作業用のコンパネ板を載せ,

その上に岩石などの重しを載せてプレスを

かける。

⑤ プレスをかけてから十数分後,プ レスを

外し,染み出てきた余分なボンドを掻き取

る。

⑥ すべて貼り終えれば, 自然乾燥させる。

3。 まとめ

今回作製 した地形模型は,国土地理院発行の

火山基本図「雲仙岳Ⅳ」および「雲仙岳 V」 の

部分である。縮尺は五千分の一で,水平方向と

鉛直方向の縮尺比 もほぼ 1:1に なっている。

図 2 トレース作業

図 3 切 り取 り作業

図4 貼り付け作業

作製の計画か ら完成まで約半年の200日 間を要

したが,放課後や夏休みの限 られた時間と手作

りであることを考えれば製作時間は短かったと

いえる。

模型は手作 りではあるが,かなり精巧な出来

で平成新山の山頂付近や侵食地形の「ガリー」

および新焼溶岩の地形を表現することができた。

模型の利点は一般ポスター要旨集に述べたが,

居ながらにして火山を見下ろすことができる点
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である。謂わば「′鳥の眼」を持つことができる。

さらに,角度を変えることであらゆる方向から

火山地形に関 して考察できる。また,災害防止

や児童 0生徒への教育活動へも有効な手段と考

えられる。

4. 終わりに

火山都市国際会議に参加できたことは自分に

とっても,ま た指導 している生徒にとっても有

意義であった。高校生が国際的な学会に参加で

きる機会はほとんどないであろうし,参加 した

生徒は学会の内容や雰囲気を体験でき貴重な時

間を過 ごすことができた。特に英語の必要性を

感 じたようであった。

生徒は合計 8名 であった。時間の関係上,輸

送は自家用車を用いたため, 4名 ずつ 3日 間に

分けて参加させた。また,着任 して時間が経 っ

ていないALTの サラ 0マ セット先生 (ア メリ

カ合衆国テキサス州出身)に も来て頂いた。A
LTと生徒および海外からの研究者との交流と

いう点でも意義深かった。

我々のポスターと模型は他の一般ポスター発

表者と同様にアリーナの 2階 に掲示および展示

されていたが, 3日 目より山口大学の永尾隆志

先生の提案で雲仙岳災害記念館のロビーに移設

された。学会参加者だけでなく,一般の観光客

にも見て頂いた方が効果的だとのことで,大会

事務局や災害記念館の了解を得て移動させた。

そのため,かなり多 くの人の眼に触れることに

なった。

大会終了後,火山基本図「雲仙岳 I」 ～「雲

仙岳Ⅲ」を用いて島原市および眉山周辺の模型

を作製 した。この部分は面積では畳一畳分ほど

のものである。市街地ではボール紙の上に火山

基本図を貼り合わせているので道路や建物の位

置まではっきり解るように作 られている。本年

3月 末に完成 し, 7月 初旬より普賢岳の部分と

合わせて災害記念館のロビー 0無料体験ゾーン

で展示されている。

本稿を作成するにあたり,長崎西高等学校の

地学部部員である近藤篤史・河内一城・久保拓

也・白川哲・白山裕太郎 0友田佳佑・林田亮佑・

廣高健斗の諸君と高木保欣先生,サ ラ・ マセッ

ト先生に感謝 します。

雲仙岳災害記念館に展示されている地形模型図 5
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火山都市国際会議に参加 して

図 7 清水先生らとともに

図 8 京都大学 0神戸大学の大学院生

図版 l

図 6 会場入口

図 9 フランス人研究者一家

図10 イタリア人研究者 図11 アメリカ人研究者
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