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1 はじめに

地形模型を作り始めてから約30年が経過 した。

高校・大学時代にも作った経験があるが、本格

的にかつ持続的に作 り始めたのは対馬高校勤務

の30歳代半ばからだった。

高校教師として約 7年が経過 しようとしてい

た。私は地質屋 (地学の中でも地質学を専門と

する者は自らをそう呼ぶことがある)と しての

ある限界を感 じていた。それは大学に残って研

究者の道を選び、あるいは官庁や民間企業に就

職 した先輩や同級生と比較 して圧倒的な実力や

情報量の差を認めなければならなかった。

加えて新任当時は私立の海星高校で物理を主

とする授業を担当していた。物理実験の教材研

究や進学指導の大学入試問題の解答解説に日々

追われた。また、高校教師として教科指導の他

に学級経営や分掌の仕事、部活動の顧問等いろ

いろ経験 しなければいけないことが多かった。

分からないことは先輩の教師に教えて頂いた。

私立高校で転勤 も無いこともあり、先輩は後継

者を育てることに熱心で親切であった。教員は

職人と同じで、技術を継承 していくものだと感

じた。

就職 して4、 5年が経過 した頃、結婚もし、子

供 も生まれて家庭人としても充実 してきた。物

理の授業にも慣れ、生徒達からもいくらか信頼

されてきた。その頃、「自分は何のために長崎

に帰って来たのだろうか ?何のために高校教師

になったのだろうか ?」 という気持ちが次第に

強 くなった。地学の授業をしたい、地学部の顧

間になって生徒の科学研究の指導をしたいとい

う気持ちを抑えきれなくなった。県立高校の採

用試験を受け合格 して、昭和60年に県立高の新

任教師として対馬高校に赴任 した。

実のところ対馬高校は希望の赴任先ではなかっ

た。大学院の修士論文の調査地域が五島列島の

中通島だったので、出来れば五島地区の高校に

赴任 したかった。修士論文の内容を継続・発展

したかったためである。

それでも、大学時代の同級生でその当時東京

大学地震研究所の研究生をしていた酒井治孝さ

ん (現京都大学)が対州層群中の火砕流堆積物

の調査をしようと誘ってくれた。酒井さんはそ

の後九州大学教養部に就職 したので、二人で数

年かけて火砕流堆積物の露頭を追っかけ調査 し、

論文化する事ができた。

その過程で、自分では野外調査の露頭観察と

記載、火砕流堆積物の肉眼鑑定、顕微鏡下での

変質鉱物の鑑定程度 しか出来ないと感 じた。 し

かも全てが未熟だった。当然のことだが、精度

の高い機器分析は不可能だった。

何か大学の研究者が絶対 しないことで、高校

教師でしか出来ないものはないだろうかと考え

た。

丁度その頃、調査に使った地形図を地学教室

の教卓に広げていたとき、掃除に来た生徒が地

形図を読むことが出来なかったことがあった。

それで、地形模型を作って可視化すれば等高線
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の意味が分かるだろうと思 った。膨大な時間が

必要だと思ったが、研究者は絶対 しないと感 じ

た。出来た模型は教材として使えるし、場合に

よっては地形解析に有効とも思った。

ベニヤ板とボール紙、そして接着剤として木

工用ボンドを用いて作る模型は業者には出来な

い、教師 しか出来ないものと思 うに至った。

対馬高校に 6年間在職 し、長崎南高校と長崎

西高校で合計17年間在職 した。南高と西高はと

もに進学校で夏休みも補習や学習合宿で野外調

査の時間が取れない。ますます模型作成にのめ

り込んだ。

出来た模型のいくつかは世界 ジオパークの施

設で展示され利用されている。展示に至った経

緯について述べる。

2 島原半島ジオパーク

対馬島の模型 (1:25,000)は 約 3年間かけ

て作製 し、昭和64年頃完成 した。 (製作期間 :

昭和60年 (1985)11月 8日 ～昭和64年 (1989)

2月 25日 )

畳で 2枚 ほどもある大作 (?、 面積の半分は

海)だ った。とても充実 した気分を味わえた。

その次 に作 り始 めたのが島原半島 (1:
25,000)だ った。特に作る目的は無かったのだ

が、対馬島の模型が大きかったので、大きなも

のを捜 し出したら島原半島になった。

対馬島模型の経験 もあり、等高線は比較的緩

やかな曲線を描いていたので、島原半島模型は

1年半ほどの日程で完成することができた。

(製作期間 :平成元年 (1989)2月 28日 ～平成

2年 (1990)6月 8日 )

完成 したのは平成 2年の初夏だったと思 う。

丁度、雲仙普賢岳の噴火が始まろうとした頃で、

模型の存在を知った対馬支庁の職員の方から県

庁に運んで災害対策に使いたいと申し出があっ

た。どうぞと答えたのだが、その後立ち消えに

なった。

対馬高校の同僚の田中耕二さんから模型を譲っ

て欲 しいとの依頼があった。父君の田中照身先

生への退職・還暦の祝いにしたいという。いい

よということで、材料代+α の金額で譲渡 した。

その後、 この模型は布津町 (現南島原市)の田

中邸の床の間に長 く保管されることになった。

雲仙普賢岳災害記念館が開館 した平成14年

(2002)、 高校校長を退職された恩師の西村暉希

先生 (故人)が同館の調査研究部長として再就

職された。 (記念館の開館は平成14年 7月 1日 )

開館の記念企画のひとつとして、島原半島模型

の展示が行われた。西村先生と県教育センター

の寺井邦久さんが田中邸に赴き、借用 してきた

のだ。両氏が模型を返還する時に、田中照身先

生 (元深江中学校校長)に 強 く館への寄贈を要

請された。田中先生は郷土の教育のためと快 く

寄贈された。

写真 1 島原半島模型

普賢岳周辺の模型 (1:5,000)は平成 4年

頃から作 り始めた。普賢岳は平成 2年 (1990)

11月 17日 に噴火を始め、翌年 3月 から再噴火 し

て活発な火山活動を行った。このとき、溶岩の

上昇と火口からの溶岩の出現、デイサイ ト質溶

岩の崩落に伴 う火砕流の発生等、一連の火山活

動が見 られた。また火山体の膨張や溶岩の噴出

による地形の改変が顕著に現れた。

地形の変遷を見るために、国土地理院発行の

火山基本図「雲仙」を用いて模型を作ることに

した。火山基本図は普賢岳の活動に伴って 2度

程 (実際は 3度)改変された。古い基本図と改

変された 2つ の基本図および国土交通省の雲仙

復興事務所が作成 した青焼きの図を用いて 4つ

の段階の模型 (噴火前、平成 4年、平成 6年、

平成 8年)を作ることができた。

川 原 和 博
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写真 3

世界ジオパークヘの地形模型提供顛末記

3回 目の改定によってできた火山基本図を用

いて作成 したのが「雲仙普賢岳および島原市街

地 (1:5,000)」 の模型である。 この模型は平

成19年 (2007)11月 19日 ～23日 に開催 された

「火山都市国際会議島原大会」の事務局か ら一

般のポスター展示に参加するようにとの要請に

基づき作成 した。

通常、重ねていく型紙は地形図から等高線に

沿って トレースして台紙を作り、それをカッター

で切 り取ることでできる。今回は火山基本図を

ボール紙にステック糊で貼り合わせ台紙を作り、

等高線をカッターで切って型紙を作った。普賢

岳の部分は従来の方法で作成 したが、島原市街

地は新 しい方法で作成 したので、道路や建物の

位置関係が良 く分かる。このときの勤務校は長

崎西高で、地学部の生徒にも協力 してもらった。

(製作期間 :平成19年 (2007)2月 5日 ～平成 1

9年 10月 15日 )

上記の模型は山頂部だけであり、島原市街地

の部分は平成19年 (2007)10月 22日 から製作に

取 りかかり、平成21年 (2009)1月 15日 に完成

した。

写真 6 雲仙普賢岳および島原市街地模型

眉山の崩壊によって出来た流山、特に海底に

堆積 した流山の分布を可視化 したのが、次の模

型である。火山基本図と沿岸海域土地条件図に

付随 している海底地形図を接合 して原図を作っ

た。海底地形図は縮尺が 1:10,000で あったの

で、コピー会社で拡大 してもらった。

海底部分の等高線は l mFEE隔だったのでケン

トを用い、陸上部分は 5m間隔なので10ボ ール
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写真 2 噴火前の普賢岳模型

平成 4年の普賢岳模型

写真4 平成 6年の普賢岳模型

写真 5 平成 8年の普賢岳模型



のボール紙を使った。眉山の崩壊の様子が良 く

分かる模型と考えている。

この模型は長崎明誠高校に勤務中の平成22年

に完成 した。 (製作期間 :平成21年 (2009)2

月13日 ～平成22年 (2010)3月 17日 )

島原半島ジオパークにはこの他に、南西諸島や

伊豆諸島の火山島の模型を10数個提供している。

3 室戸ジオパーク

酒井治孝さんは九州大学の大学院で室戸半島

の調査を して修士論文を作成 した。昭和51年

(1976)～ 昭和53年 (1978)に かけてである。

彼はその後青年海外協力隊員としてネパールに

赴き、 ヒマラヤ山脈の形成や気候変動の研究に

専念 した。

酒井さんがネパールから戻 り、九州大学の教

養部に就職 した平成 2年頃、室戸半島の模型の

作成を提案 した。プレー トテクトニクスに基づ

き、付加体として再検討されていた四万十累層

群には低角の逆断層 (ス ラス ト)も あり、地形

の解析には有効であると思われた。

長崎南高在勤中で、完成するのに約 3年要 し

た。 (製作期間 三平成 2年 (1990)11月 13日 ～

平成 6年 (1994)4月 5日 )

この模型は転勤に伴い長崎南高から長崎西高

に移動 し、長 く西高の地学準備室に保管されて

いた。酒井さんも九大大学院から京大大学院に

異動 した。彼に連絡をした際には模型を送ろう

かという話になったが、研究室が手狭なのでし

ばらくこちらに置いて欲 しいと言われ続けた。

室戸 ジオパークが世界 ジオパークに認定された

際、酒井さんの名で寄贈することになり、平成

24年 (2012)5月 14日 に京大経由で吉良川町公

民館 (?)に送 られた。世界 ジオパーク認定に

尽力された植田壮一郎さんが模型の受け入れに

協力された。模型はその後どのように利用や保

管されているのかは不明である。

写真 8 室戸半島模型

4 阿蘇ジオパーク

眉山の流山の模型が完成した直後に取り掛かっ

たのが、阿蘇中岳の模型である。長崎明誠高校

在勤中の平成22年頃である。火山基本図「阿蘇」

(1:5,000)を 用いて約 1年かけて作成 した。

(製作期間 :平成22年 (2010)9月 7日 ～平成

23年 (2011)8月 26日 )

大学時代の後輩にあたる阿蘇火山博物館館長

池辺伸一郎さんに連絡 したところ、展示に利用

したいとのことで、寄託 して現在同館に展示中

である。同館は模型をアクリル板のカバーで覆

い埃や見学者の接触から防いでいる。

川 原 和 博

写真 7 眉山の流れ山模型

写真 9 阿蘇中岳噴火口模型
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5 香港ジオパーク

平成24年 9月 31日 、島原半島ジオパーク事務

局の寺井邦久さんから電話が掛かってきた。

「今、香港 ジオパークの人が来ている。この模

型を作った業者を紹介 してくれと言われたが、

業者ではなく高校の先生が作ったと答えた。

それではその先生を紹介 してくれと言っている

ので代わります。」

おそらくその時の方は楊家明さん (漁農自然

護理署高級地質公園主任)で通訳は三浦千翔さ

ん (現雲仙市教育委員会)だ ったと思う。

通訳を通 じての電話での対話はもどかしく要を

得なかった。分かったことは香港のある地域の

模型を作って欲 しいとのことだった。それでそ

の地域の地形図を送ってもらえば何とか します

と答えた。

後 日、旧香港政庁が作成 した地形図で、「西

貢火山岩園区」が範囲のものが送 られてきた。

平成24年 (2012)11月 7日、島原半島ジオパー

ク協議会 (当 時は推進協議会)の事務局の田口

さん (事務局長)、杉本伸一さん (事務局次長・

雲仙岳災害記念館副館長)、 寺井邦久さん (県

教育センター)と相談の結果、作成は私が担当

するが模型の材料費その他の製作費と輸送費は

島原半島ジオパークが負担することになった。

送 られてきた地形図は 1:20,000の 縮尺で等

高線の間隔が20mで あった。これでは地形が垂

直方向に強調されないと思った。それで指定さ

れた地域をカバーする 1:5,000の 地形図を送っ

て貰った。送ってきた地形図の等高線の間隔は

10mで あった。 これらの地形図をコピーの専門

店において距離で 4分の 1、 面積で16分 の 1に

縮小 して貰った。その結果10m間隔の等高線を

持つ 1:20,000の 地形図が出来た。

香港政庁が作成 した地形図はある特徴があっ

た。それは等高線と河川、ハイキングコース以

外の情報はほとんど記載されていなかった。集

落や山や川の地名は無かった。また、地図記号

で示される社会的なインフラは無かった。さら

に、等高線が所々で断線 していた。この断線は

低地部で著 しく、代わりに標高の数値が書かれ

ていた。 これを天気図の等圧線を描 く要領で繋

世界 ジオパークヘの地形模型提供顛末記

いだ。

西貢火山岩園区の模型は海域が広 く、そのた

め製作期間が短 くて済んだ。 (製作期間 :平成

24年 (2012)11月 8日 ～平成25年 (2013)3月

5日 )

この模型は平成25年 3月 11日 に島原半島ジオ

パークの事務局に搬入され、同年 4月 中に香港

ジオパークヘ輸送された。

また、同年 6月 15日 に島原市の南風楼で行わ

れた両 ジオパークの交流式典で寄贈されたこと

が紹介された。

この模型は平成26年 (2014)7月 15日 に開館

した香港世界 ジオパーク火山探知館に展示され

ている。

写真10 香港西貢火山岩園区模型

(大野希―氏提供)

6 済州島ジオパーク

島原半島ジオパークと香港 ジオパークの交流

集会が終わった平成25年 (2013)の 7月 頃、寺

井邦久さんから相談があった。同年 8月 24日 に

島原半島ジオパークと済州島ジオパークの姉妹

提携を締結する時に、記念に島原半島の地形模

型 (1:50,000)を 寄贈 したいので作って くれ

ないかとの依頼だった。直ぐには出来ないので

時間をくれと答えて、製作に取 りかかった。

(製作期間 :平成25年 (2013)11月 11日 ～平成

26年 (2014)5月 22日 )

この模型は平成26年 (2014)7月 28日 に島原

半島ジオパーク協議会事務局の大野希一さんに

よって大村高校から搬出された。
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さらに、平成27年 (2015)2月 2日 ～ 2月 4

日に済州島ジオパークで行われたユネスコジオ

パークブランド活用方案交流会において、済州

島ジオパークに寄贈された。

写真11 済州島ジオパーク内の島原半島

ジオパークのコーナー

(済州島ジオパーク提供)

7 おわりに

地形模型を作るに至った経緯と作成 した模型

の利用を述べた。日時に多少の記憶違いがある

かもしれない。

模型製作に関 して家人や友人に誤解があると

思 うので、その点を書き加えたい。

一応、製作期間を記 したがその期間中に模型

だけを作っていた訳ではないということである。

高校教師が本来の仕事であるから、教科 0科 目

の内容を生徒が理解出来るように分かりやす く

授業するのが責務である。また、大学受験に地

学を選択 した生徒には高得点を得 られるように

指導 してきたつもりである。その他、学級担任

としての面談や相談にも応 じなければならない。

分掌や時には主任としての仕事や部活動の顧問

としての仕事 もあったのである。それらの校務

に没頭している時には模型製作は全 く出来なかっ

た。特に大学受験前の 3年生や入学直後の 1年

生の学級担任をしている時には不可能だった。

製作期間が長いのはそのような理由である。

それでも、30分 ほどの時間が出来たときに

地学準備室で トレースのボールペンや型紙を作

るときのカッターを握:る とJいが リフレッシュに

なれた。他の人から「 このような面倒臭い作業

をすると神経が疲れませんか ?」 とよく聞かれ

たが、私にとっては逆であった。

地質屋としては不本意な半生だったかもしれ

ないが、地学教師として少 しは貢献できたかな

と思 う。小学校・ 中学校・高等学校を通 じて、

美術や技術が好きで得意科目であったことも役

に立ったかもしれない。
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