立山黒部ジオパーク 詳細
日本ジオパークネットワーク
加盟申請書（2014 年 3 月）より一部抜粋

◇◇ 目 次 ◇◇
第１章 ジオパークの全体像
1-1 名称 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

1-2 位置 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

1

1-3 全体のテーマ ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
第２章 一般的情報
2-1 地理的な背景、経済的状況 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 1
2-2 地形、気候、生物・生態系 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

2

2-3 文化遺産、遺跡など ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

4

第３章 ジオサイトとその活用
3-1 ジオパークのテーマと地形・地質概要 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 5
3-2 ジオサイト紹介 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 9
3-3 調査研究 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 18
3-4 ガイド ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 20
3-5 教育へのジオパーク活用 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 22
3-6 防災と保全 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 24

~1~

第１章 ジオパークの全体像
１－１ 名称
立 山 黒 部 ジ オ パ ー ク （ Tateyama

Kurobe

Geopark）は、南東部に飛騨山脈（立山連峰お
よび後立山連峰、以下北アルプスと言う）、北
に富山湾に囲まれた全域とする。

１－２ 位置
立山黒部ジオパークは、陸域が富山県東部 9
つの市町村（富山市、魚津市、滑川市、黒部市、
舟橋村、上市町、立山町、入善町、朝日町）が

図１ 立山黒部ジオパーク地域（数値地図 10mDEM データ、

含まれ、面積は 2,769 km2 で、海域は神通海脚、

海底海岸情報ネットをもとに作成）

黒部川扇状地の海底地形、宮崎海底断層を含む面積 1,135 km2 の範囲である（図１）
。

１－３ 全体のテーマ
全体のテーマは「38 億年×高低差 4000m！

体感しようダイナミックな時空の物語」である。また、

本地域の特徴として、豊富な雪と水が大地の成り立ち、生態系、人々の生活に大きく関わっている点
を考慮し、サブテーマとして「雪と水と大地の悠久の営み」を設定している。

第２章 一般的情報
２－１ 地理的な背景、経済的状況
（１）地理的な背景
本地域は日本のほぼ中央に位置し、北側が水深 1,000m に及ぶ富山湾、南部から東部にかけては
3,015m の立山（大汝山）を最高峰とした山岳が広がる（図２）。このうち 6 市町にまたがる 764 km2 は
中部山岳国立公園の指定地域でもあるほか、朝日県立自然公園、有峰県立自然公園、白木水無県立自
然公園、僧ヶ岳県立自然公園があり、自然公園の占める比率が高いのも特徴である。山岳域に囲まれ
た平野部には扇状地が発達し、経済や交通など主要な生活圏として機能している。本地域はおおまか
に富山平野のほぼ中央に位置する呉羽山丘陵の東側で風俗、習慣に共通性のある地域となっている。

図２ 広域図

図３ 立山黒部ジオパークへのアクセス
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（２）経済的状況
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図４ 主要観光地の観光客数推移（富山県統計）

北アルプスの景観は国内でも有数の観光資源であり、本地域への観光客は年間 1,200 万人（入込延
べ数）におよぶが、通過型の観光客が多いため、宿泊型・再来型への転換が課題である。また、全国
的な少子高齢化を背景に観光客は緩やかな減少傾向にある（図４）
。

（３）施設
本地域内での自然科学を対象とした施設は表１の通り、
富山市科学博物館、富山県立山カルデラ砂防博物館、魚津
水族館（日本最古の現役水族館）、黒部市吉田科学館、黒
部市地域観光ギャラリーなど、22 箇所立地している。

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

施設名
富山市科学博物館
八尾化石資料館 海韻館
富山県立イタイイタイ病資料館
富山市北代縄文広場
富山市大山歴史民俗資料館
有峰森林文化村
富山県立山博物館
富山県立山カルデラ砂防博物館
立山自然保護センター
上市町弓の里歴史文化館
滑川市立博物館

12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

施設名
ほたるいかミュージアム
魚津水族館
特別天然記念物 魚津埋没林博物館
魚津歴史民俗博物館
黒部市吉田科学館
欅平ビジターセンター
黒部川電気記念館
黒部市歴史民俗資料館
黒部市地域観光ギャラリー（建設中）

入善町沢スギ自然館
朝日町埋蔵文化財保存活用施設まいぶんKAN

表１ 自然科学関係施設

２－２ 地形、気候、生物・生態系
（１）地形
本地域は、東部に 3,000m 級の北アルプス、南部に飛騨山地を配し、急峻な山地からは国内屈指の
急流河川が富山湾に注いでいる（図５）。北部にはこれらの河川が形成した扇状地や沖積平野が広が
り、山地と扇状地の中間には帯状に台地・丘陵地が存在する。
地形の急峻さは富山湾でも見られ、海岸から沖へ向か
って急に深くなり、
最も深い部分は水深 1,000m を超える。
約 50km の短い距離の間に、立山連峰から富山湾の深海ま
で 4,000m もの高低差がある地形は珍しく、本地域の大き
な特徴である。

図５ 河川横断概略図
（富山県資料をもとに作成）
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（２）気候
本地域の気候は典型的な日本海岸気候区に分類される。平野部（富山市）の年平均気温は約 14℃、
冬季の平均最低気温は 0℃程度であり、対馬暖流の影響で比較的温暖である（図６）。年間降水量は平
野部では約 2,300mm であるが、標高が高くなるにつれて降水量は多くなり、山地では 6,000mm に達
する。積雪量はおおむね平野部で 1m 以下であるが、丘陵部で 1～2m、山間部で 2～4m、山岳部で 4m
以上の豪雪地帯である。中でも、標高 2,450m の立山室堂
平は世界有数の豪雪地帯であり、1 年の半分以上が雪に覆
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図６ 富山の気象
（富山地方気象台、統計期間：1981～2010 年）

れ異常高温となる。
（３）生物・生態系

本地域は面積が広く、また富山湾の深海から立山連峰まで 4,000m もの大きな高低差を持つ。この
ことは、動植物の生息・生育や生態系の成立の基盤である地形、地質、気候など環境が多様であるこ
とを意味し、それを反映して生物相の多様度も高い。さらにエリアの大きな割合を占める山岳地帯は、
中部山岳国立公園、朝日県立自然公園、有峰県立自然公園、白木水無県立自然公園、僧ヶ岳県立自然
公園等に指定され、急峻な地形ともあいまって人為の影響の少ない自然度の高い植生が広範囲に残さ
れている。
1,000m に達する深度を持つ富山湾にはシラエビ、ベニズワイガニ、オオエッチュウバイ、オオグチ
ボヤ等の特徴的な深海生物から、ブリ、クロマグロ等の表層の回遊魚まで多様な生物が生息する。ホ
タルイカは日本海周辺に広く分布するが、春の産卵期に沿岸に押し寄せ「身投げ」とも称される特異
な生態は富山湾特有であり、ホタルイカ群遊海面として国の特別天然記念物に指定されている。
急流が多い本地域の河川では、アキグミ林やツルヨシ群落、オオバヤナギ群落等の中上流域の植生

写真１ シラエビ

写真２ ホタルイカ

写真３ アキグミ林

が河口付近に見ることができ、上流域に生息するニッコウイワナが下流域にまで出現することもある
など、生物相も急流を特徴づけている。
海岸～平野･丘陵部は照葉樹林帯に属し、山脈北端が日本海に接する朝日町宮崎には国指定天然記
念物である宮崎鹿島樹叢があり、スダジイ･タブノキなどを主体とした植生が残された貴重な群落で
ある。また東部の海岸に接する扇状地平野ではその末端部の随所に湧水が見られ、入善町には海岸の
湧水地に成立したスギの自然林で国指定天然記念物の杉沢の沢スギがある。
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丘陵上部から山地にかけては夏緑樹林帯で、ブナ林や天然スギが広範囲に分布する。この領域の森
林を構成する植物はユキツバキなど多雪環境に適応したものが多く含まれ、日本海側の特徴を現して
いる。こうした森林の高い生産力はまた、特別天然記念物のニホンカモシカ、天然記念物のヤマネ、
イヌワシ等をはじめとした多様な動物を育んでいる。
亜高山～高山領域は針葉樹林帯と高山草原からなり、高山植物が豊富に生育している。朝日町の朝
日岳から白馬岳周辺にかけては、白馬連山高山植物帯として国の特別天然記念物に指定され、最終氷
期からの遺存分布と考えられるウルップソウ、ツクモグサ、ハゴロモグサ等や、蛇紋岩地帯の特徴的
な植物も生育する。また立山一帯は特別天然記念物ライチョウの生息密度が高くジオパーク対象エリ
ア全体での推定生息数は現在約 1,300 羽とされ、国内最大のライチョウ生息地となっている。
山地帯から亜高山帯にかけては、タテヤマスギと呼ばれる天然スギが広く分布している。立山山麓
の美女平～ブナ坂一帯の巨木林が著名であるほか、魚津市の片貝川上流の巨岩上に生育した通称「洞
杉」など地質と気候とスギの適応力が作り出した特異な生態を示すものも見られる。また、毛勝山一
帯の標高 2,070m 地点を最高として立山連峰には標高 2,000m 以上の地帯にスギが分布している。これ
らは日本最高所のスギ生育地であり、縄文時代の温暖期からの遺存分布と推定される貴重なスギ群で
ある。本地域は、先述の杉沢の沢スギ(標高 5m)から 2,000m 以上の亜高山域までの幅広い分布と各場
所の環境に応じた多様な生態を見せるスギの一大生育地であるといえる。

写真４ ライチョウ

写真６ 洞杉
写真５ タテヤマスギ

２－３ 文化遺産、遺跡など
本地域には、富山市直坂遺跡をはじめ旧石器時代から人々が生活していた跡が見られ、扇状地や平
野を眼下におく高台で多く発見されている。縄文時代になっても丘陵先端部や台地上に遺跡は集中し
ており、代表的なものとして日本で最初に発見された縄文時代の大型住居跡の不動堂遺跡がある。ま
た呉羽山丘陵の北には、日本海に面した地域では数少ない縄文時代の蜆ヶ森、小竹貝塚が発見されて
いる。縄文時代後期、弥生時代より高台から平野部に遺跡の分布が広がり始め、古墳時代前期（4 世
紀前半）には竹内天神堂古墳（前方後方墳）などが富山平野に出現する。
奈良時代は立山、片貝川などが大伴家持により万葉集に、そして当時から立山は神々の山として歌
われている。立山は、駿河の富士山、加賀の白山と共に日本三霊山の一つに数えられていて、江戸時
代には全国から参拝がある。立山室堂は、高地にある日本最古の山小屋建造物である。
江戸時代の北国街道は、神通川、常願寺川、早月川、片貝川、黒部川の河口付近を通る道である。
しかし、川が急流で特に夏季には雪解け水により水流が多く、また戦略のため橋は架橋されることが
なく、舟橋、徒歩で渡っていた。例外として、黒部川の渡しが不便なため、街道を黒部市三日市で山
際を通る上往還と海側の下往還に分かれ、上往還に日本三奇橋の一つである愛本橋が 1662（寛文 2）
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年に刎橋として架けられた。
1800 年代になると、各地で水田の開拓事業が進められ、それに伴い、用水が整備された。十二貫野
用水、舟倉用水などがあり、これまで水を引くことのできなかった台地上に美田が作られた。今でも
富山湾を望む台地上には水田が広がっている。
近代になると、全国的な電気の需要の高まりにより本地域の多くの急流河川は格好の電源開発の対
象とされ、地域に軽金属工業の発展を促した。代表的な発電施設には、黒部川第四発電所などがある。
更にその発電用ダムと自然が生み出した景観はアルペンルートや黒部峡谷、黒部ダム、有峰森林文化
村などの観光地となっている。
滑川のネブタ流し、魚津のタテモン行事、黒部市のニブ流しなど水に関わる祭が現在でも各地で行
われている。

写真７ 不動堂遺跡

写真８ 立山参道の観音菩薩像

写真９ 滑川のネブタ流し

第３章 ジオサイトとその活用
３－１ ジオパークのテーマと地形・地質概要
（１）ジオパークのテーマ
本地域には、宇奈月地域の花崗岩から発見された融け残りの砕屑性ジルコンが示す約 38 億年前と
いう時間、深さ約 1,000m の富山湾から標高約 3,000m の立山連峰までの高低差 4,000m という空間が
あり、他地域では類例をみない時
空の広がりがある（図７）
。38 億年
という過去を振り返ると、本地域
には大陸時代を起源とし、恐竜が
闊歩する大地、日本海の形成（亜
熱帯のマングローブから深海ま
で）
、北アルプスの隆起、立山の火
山活動、氷河の形成、世界的な気
候変化による海水準の変動など、
大地のダイナミックな姿、様々な
環境を経たことを物語る多くの優
れたサイトを有することがわかる。
また、現在では高低差 4,000m の変
化に富んだ地形と多様な生態系を
もつ。そのようなサイトを訪れ、
大地の成り立ちを考え、過去と現

図７ 本地域の地形（数値地図 10mDEM データ、海底海岸情報ネットをもとに作成）
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在の関連や繋がりを発見し、
体感することを目指す。
そこで、全体のテーマを「38 億年×高低差 4000m！
体感しようダイナミックな時空の物語」とした。また、本地域の特徴として、豊富な雪と水が大地の
成り立ち、生態系、人々の生活に大きく関わっている点を考慮し、サブテーマとして「雪と水と大地
の悠久の営み」を設定した。

（２）地形・地質概要
本地域の大部分は飛騨帯（飛騨変成帯と宇奈月変成帯からなる）、東縁部は飛騨外縁帯に属し、図
８に示すように大局的にみると標高の高いところには古い地層や岩石が分布し、標高の低いところに
新しい時代の地層や岩石が分布している。これらをテーマであるダイナミックな時空の物語として、
4 つの時代と 3 つの空間に分けて説明する。

１）大陸が分裂と接合を繰り返した時代
地球上にはかつて地質時代ごとに超大陸が存在していた。最古の超大陸は約 36 億年前に形成が始
まり約 30 億年前に存在したと考えられる安定大陸ウルであり、その後、時代の古い方から新しい方
へ、ケノーランド（約 21 億～27 億年前）、ヌナ（約 15 億～19 億年前）、ロディニア（約 6 億～10 億
年前）
、ゴンドワナ（約 3 億 5000 万～5 億 4000 万年前）、パンゲア（約 2 億～3 億年前）の超大陸が
存在していた。それらの超大陸が分裂、合体を繰り返し、造山運動や生物の分布および進化に大きな
影響を与えてきたが、その全容についてはまだ謎が多く残っている。
本地域には超大陸パンゲア形成にかかわる北中国（中朝）地塊
と南中国（揚子）地塊との関係を考える上で鍵となる素材が豊富
にあり、研究者の注目を集めている。中でも宇奈月地域の花崗岩
から発見された約 38 億年前のジルコンという鉱物からなる日本
最古の砂粒は超大陸ロディニア起源の北中国地塊と関連が深い
ことを明らかにした。北中国地塊で卓越する約 18 億年前の砕屑
性ジルコンが恐竜で知られる手取層群や新生代新第三紀中新世
の楡原層と岩稲層から発見され、北中国地塊が後背地として存在
していたことが明らかとなった。約 18 億年前にはヌナ超大陸が

写真 10 38 億年前のジルコンが含まれ
ている宇奈月花崗岩
いた
されている。以上のことから飛騨帯は北中国地塊に帰属すると考えられている。約
3 億 5000 万年か

存在し、北中国地塊はカナダ北東部またはカナダ北方にあったと

ら 4 億年前の北中国地塊はゴンドワナ超大陸のアフリカと南米大陸の北西方に位置していたと考えら
れている。約 2 億 5000 万年前に北中国地塊と南中国地塊が衝突し、衝突型の飛騨変成作用を被りパ
ンゲア超大陸の一部となった。
宇奈月変成帯は、流紋岩や風化の進んだ泥質岩など大陸分裂時に形成されるリフト帯堆積物を原岩
とし、その結晶質石灰岩からは古生代石炭紀後期（約 3 億年前）のコケムシの化石が発見されている。
したがって、北中国地塊がゴンドワナ超大陸から分裂する時に飛騨帯を基盤として堆積したものであ
り、衝突型の飛騨変成作用により、泥質岩が十字石片岩になっている。

２）大陸であった時代
約 2 億 2000 万年前から 1 億 8000 万年前に飛騨変成岩類に貫入した花崗岩類が、山岳地域に広く分
布している。飛騨外縁帯に属する北東部の山地には中生代ジュラ紀前期（約 1 億 9000 万年前）に主
に海や汽水域で堆積した来馬層群が分布し、アンモナイトや貝、クビナガリュウの歯の化石を産出し
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ている。南部を中心とす
る山地では、ジュラ紀後
期～白亜紀前期（約 1 億
5000 万～1 億 1000 万年
前）に海や陸で堆積した
手取層群が分布し、国内
最大の恐竜足跡化石群が
発見されている。これら
先白亜系と新第三系の間
に白亜紀～古第三紀の酸
性火山岩類である太美山
層群が帯状に分布してい
る。

３）日本海が作られた時
代
日本海は約 3000 万年
前から大陸が裂け始め、
玄武岩質安山岩とその地

図８

立山黒部ジオパークの地質図（富山・飛騨山地地質図〔小林武彦編、2000〕、活断
層データベース〔産総研、2012〕をもとに加工）

溝帯に流紋岩の噴出（約
2500 万年前）を伴いながら、海水が流入することにより誕生した。その後、激しい海底火山活動（約
2000 万～1700 万年前）を伴いながら拡大を続け、この頃に富山湾の原形ができたと考えられている。
比較的標高の低い山麓から丘陵地帯には日本海の形成と関連深い新生代の地層が分布している。そ
れらは激しい海底火山活動を物語る岩稲層（約 2000 万～1700 万年前）、ビカリアやカケハタアカガイ
などの亜熱帯性の動物化石を産出する黒瀬谷層（約 1600 万年前）
、深い海に堆積した東別所層（約 1500
万年前）
、寒流が流れ込む浅い海に堆積した音川層（約 1300 万～500 万年前）、時々暖流が流れ込む海
に堆積した三田層（約 300 万年前）というように時代ごとに様々な環境を経たことが明らかになって
いる。

４）北アルプスが誕生する時代
北アルプスから海へ流れる黒部川をはじめとする国内有数の急流河川は山々を侵食し、上流部では
黒部峡谷や称名滝などの急峻な地形をつくり、下流部では砂礫を堆積させ扇状地を形成し、山の隆起
により段丘面を発達させ、臨海扇状地となり、狭い大陸棚と急勾配の斜面を経由して深さ 1,000m に
達する富山湾の深部へと続いている。

（４-１）そびえ立つ山々と削られる谷、火の山
北アルプスは約 400 万年から隆起を開始したと考えられている。その原因としては、プレート運動
に起因する東西性の水平圧縮応力が働くアイソスタシーによるもの、マントルダイアピルの上昇によ
るものなどの説がある。マントルダイアピル説を裏付けるものとして、北アルプスの約 50～150km の
深さには直径約 80km の低速度領域が確認されている。約 80 万年前に形成された世界で最も新しい花
崗岩である黒部川花崗岩は北アルプスの隆起の激しさを物語っている。黒部川花崗岩は、宇奈月温泉
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などの熱源であり、吉村昭の小説「高熱隧道」の舞台である。
立山は有明花崗岩類であるが、中腹の弥陀ヶ原や雲ノ平の周辺には、新生代第四紀の火山噴出物か
ら構成される地域がある。約 20 万年前からはじまった火山活動により、弥陀ヶ原などの火砕流台地
や、ミクリガ池などの火口湖が形成された。現在火砕流台地には湿地がひろがり、弥陀ヶ原と大日平
はラムサール条約に登録されている。立山は富士山、白山と並ぶ日本三霊山として古くから信仰され、
現在でも噴気をあげる地獄谷は死後の世界を思わせ、その様子が描かれた立山曼荼羅などにより、独
特の世界観を作り上げている。
立山や薬師岳などの山岳地域には、最終氷期（約 11 万年～1 万年前）に圏谷（カール）や U 字谷
などの氷河地形が形成され、立山や剱岳の周辺では国内初の現存する氷河が近年発見されている。

写真 11 地獄谷

写真 12 ミクリガ池

写真 13 黒部ダム

北アルプスを削る河川は、豪雨による洪水で昔から人々の暮らしに大きな影響を与えて来た。安政
の飛越地震では立山カルデラの一部が崩落し、大規模な土石流が発生したため甚大な被害があった。
その証拠として常願寺川の扇状地には大転石が点在している。洪水の力を弱めるために、黒部川や常
願寺川では古くから霞堤をつくり、立山カルデラでは大規模な砂防えん堤を築き土砂災害を防いでい
る。また、急峻な地形と豊富な水を利用し、水力発電を行い、黒部ダムは日本の高度成長期の重要な
電力供給源となった。

（４-２）扇状地の発達と人の営み
呉羽山丘陵をはじめとする丘陵地帯は、北アルプスの隆
起を示す扇状地性の堆積物である呉羽山礫層や、約 15 万年
前の氷期を示す植物化石を産出する峠茶屋礫・砂泥互層な
ど、主に新生代新第三紀～第四紀の地層からなり、約 50
万年前に始まった断層活動（石動変動）による隆起と河川
による侵食によって形成されたと考えられている。
本地域の主要な河川が作る扇状地は複合扇状地を形成し、
特に東部の扇状地は臨海性で海域まで扇状地地形が延びて
いる。扇頂部周辺には新生代第四紀更新世に形成された開
析扇状地の段丘が残っており、神通川の段丘堆積物からナ

図９ 黒部川扇状地と沿岸海底の地形
（出典：『写真と図で見る地形学』東京大学出版会）

ウマンゾウの臼歯などの化石が発見されている。黒部川扇状地には、四十八ヶ瀬と呼ばれたように旧
河道が幾筋も残されている（図９）
。また本地域の特徴として、水の循環と人との生活の関わりがあ
げられる。大陸からの冷たい季節風と日本の対馬暖流から供給された水蒸気の影響を受け、立山連峰
一帯は世界でも有数の豪雪地帯となっている。大量の雪のおかげで夏でも河川の水が豊富にあり、扇
状地上では常西合口用水に代表される用水を使った水田が発達している。扇状地末端部には湧水群が
広がり、共同の洗い場や掘り抜き井戸として古くから利用されている。
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写真 15 黒部川扇状地

図 10 海底林と埋没林の位置

写真 14 雪の大谷

入善沖海底林や魚津埋没林などは新生代第四紀の地球規模の気候変動による海水準変動を物語る
貴重な証拠である（図 10）
。

（４-３）日本三大深海湾である富山湾
富山湾にはいくつかの海底谷が存在し、それらが集まり長さ約 750km の富山深海長谷となって、富
山トラフをぬけて大和海盆に達している。湾に流れ込む豊富な河川水により、栄養に富む沿岸表層水
が形成され、多くの魚介類を養っている。また、ミネラルに富み、細菌類が少ない水深 300m 以下の
深層水（日本海固有水）を使った様々な食品、医療分野の製品が開発されている。

３－２ ジオサイト紹介
本地域では互いに関連の深い、ストーリーを構築する露頭、地形、景観、史跡が集まる範囲をジオ
サイトとし、ツアーのコース作成の利便性を考え、複数のジオサイトをエリアとした。エリアは河川、
扇状地、稜線など主要な地形を考慮、ジオサイト内にある個々の露頭、地形、景観、史跡などの具体
的な見学できる場所はジオポイントとした。12 のエリアと 48 のジオサイト、315 のジオポイントで
構成されている（図 11）
。

１）大陸が衝突する時代
①38 億年前のジルコン産地（宇奈月ジオサイト、ジオポイント No.70）
北中国と南中国の 2 つの大陸が衝突した約 2 億 5000 万年前の飛騨変成作用を被った飛騨変花崗岩
類の 1 つである宇奈月花崗岩が見られる。この花崗岩の中には約 37 億 5000 万年前という国内最古の
年代が記録されたジルコンが見つかっている。また約 19 億年前を主として、約 22 億～25 億年前、約
27 億 8000 万年前など他の時代のジルコンも発見されている。これらジルコンは、宇奈月花崗岩をつ
くったマグマ活動でも融け残った古い大陸地殻起源のものであり、
年代分布の特徴から本地域の起源が北中国に関連していることが
明らかになった。宇奈月花崗岩は宇奈月温泉公園で見ることができ
る。
②宇奈月の十字石（宇奈月ジオサイト、ジオポイント No.68）
十字石片岩は、約 2 億 5000 万年前からの大陸衝突による中圧型

写真 16 宇奈月の十字石

変成作用によって形成された宇奈月編成帯泥質片岩層に含まれる鉱物で、肉眼で観察できる程度の大
きさのものは国内ではここだけである。黒部川左岸のイシワ谷の林道終点付近で観察できるが、県の
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天然記念物に指定されているため採集は禁じられている。黒部市宇奈月市民サービスセンター（黒部
市役所旧宇奈月庁舎）脇に展示されている。

図 11 エリアとジオサイト（数値地図 10mDEM データ、海底海岸情報ネットをもとに作成）

２）大陸であった時代
①寺谷のアンモナイト包蔵地（境川ジオサイト、ジオポイント No.18）
中生代ジュラ紀前期（約 1 億 9000 万年前）の来馬層群が分布し、アンモナイトや海生貝化石が発
見されている。下流の大平川の転石からクビナガリュウ類の歯化石が発見されている。来馬層群は、
古生代付加体からなる飛騨外縁帯を覆う堆積層であるが、最上位の水上谷層は化石などから手取層群
相当であり、この間に飛騨帯と飛騨外縁帯が接合したことを物語る。県指定天然記念物。
②雄山（花崗岩）（立山・剱岳ジオサイト、ジオポイント No.154）
標高 3,003ｍの岩稜の雄山は立山信仰のご神体で、毎年数多くの登拝者、一般登山客がその頂きを
目指す。立山山頂で見られる岩体は、濃飛流紋岩と同時期の約 1 億～6000 万年前（中生代白亜紀末か
ら新生代古第三紀初頭）に活動した有明花崗岩類と呼ばれる貫入岩である。この花崗岩類は、剱岳周
辺や越中沢岳、赤牛岳、野口五郎岳などでも見られる。このほか飛騨帯には、飛騨変成作用前に貫入
していた飛騨変花崗岩（約 3 億～2 億 4000 万年前）や飛騨花崗岩類（約 2 億～1 億 8000 万年前）や、
黒部川花崗岩などの約 400 万～100 万年前の若い花崗岩が貫入している。このように、北アルプスの
主稜線をなす多くの岩石は様々な時代の花崗岩類で構成されている。
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③恐竜足跡化石群露頭（恐竜足跡化石群ジオサイト、ジオポイント No.279）
1995（平成 7）年に発見された、中生代白亜紀前期（約 1 億 2000
万年前）の手取層群の露頭で、幅約 30m、高さ約 20m の約 600m2、
斜度約 30 度の地層面からなる。これまでに獣脚類、竜脚類、鳥脚
類、アンキロサウルス類、翼竜類、鳥類の足跡化石が合計約 500 個
発見されており、中生層でこれだけの種類の足跡化石が発見されて
いる例は世界でも希である。また、継続的な発掘調査により、獣脚
類の歯化石や鳥脚類の歯化石、骨化石も発見されている。

写真 17 恐竜足跡化石群露頭

恐竜化石以外にもカメ化石、シダやイチョウなどの植物化石も発見されている。足跡の地層面には
樹幹の跡がいくつかあり、厚さ約 50cm の凝灰岩に覆われている。恐竜が生息していた地面が火山灰
によりパックされ、タイムカプセルとして現代によみがえったものである。本露頭は地層面と地層断
面をセットで観察することができる地層の学習に適した場所である。現在、場所は非公開であるが、
夏期に足跡化石の見学ツアーが開催されている。
④横山楡原の衝上断層（楡原ジオサイト、ジオポイント No.272）
神通川の渓岸にある衝上断層（相対的に時代の古い地層が新しい地層の上に乗り上げた低角逆断
層）の露頭で、プレートテクニクス以前の日本列島発達史を象徴するものとして国指定天然記念物と
なっている。下盤は手取層群長棟累層（中生代ジュラ紀後期～白亜紀前期）、上盤は飛騨花崗岩類（約
2 億年前：ジュラ紀初頭）で、久婦須川沿いの桐谷から飛騨市神岡町まで続く大規模な水平短縮の地
殻変動があった証拠である。断層の形成年代は白亜期末頃で、イザナギプレートの中央海嶺が沈み込
んだ際の南日本全体におよぶ地殻変動が関与していると考えられている。露頭としては、富山市楡原
のほか、岐阜県飛騨市横山・茂住などでも観察できる。

３）日本海が作られた時代
げ

だ

①下田金山跡（早月川ジオサイト、ジオポイント No.125）
早月川右岸にある江戸時代初期に栄えた越中七金山の一つで、加
賀藩の重要な財源となっていた。この金山跡周辺は、飛騨変花崗岩
や手取層、太美山層などが見られ、越中七金山が約 1600 万年前から
の日本海拡大の際、地溝帯縁辺の正断層となった黒菱山断層沿いに
あり、様々な地質時代にマグマ活動や熱水活動が起きてきたことが
よく理解できる。金鉱を産出する地層（福平層や医王山層）は日本
海拡大時の海底火山活動で堆積した。

写真 18 下田金山跡

②入会橋のハイアロクラスタイト（早月川扇状地ジオサイト、ジオポイント No.107）
早月川右岸の入会橋付近の崖には、安山岩質の角張った礫が凝灰岩に含まれた凝灰角礫岩が露出し
ている。これは、日本海の拡大期に、リフト帯の水底に流れ出した溶岩が急激に冷やされ、割れてで
きた火砕岩（ハイアロクラスタイト）である。
③掛畑の貝化石（八尾ジオサイト、ジオポイント No.284）
泥岩、砂岩、礫岩からなる黒瀬谷層（約 1600 万年前）の露頭が久婦須川左岸に露出する。ビカリ
ア、カケハタアカガイ、ムカシセンニンガイなどの亜熱帯性の貝化石を産出する。マングローブ植物
花粉化石が報告されている。
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④樫尾の貝化石（八尾ジオサイト、ジオポイント No.286）
外雲橋下の久婦須川の河床には、
（約 1600 万～1500 万年前）の泥岩を主体とした地層を観察するこ
とができる。ノジュールの中から、オオキララガイやヤスリツノガイなどが発見され、当時深い海の
底だったと考えられている。
て ん ぐ びら

⑤天狗平の化石層（八尾ジオサイト、ジオポイント No.282）
音川層（約 1500 万～500 万年前）の砂岩を主体とした露頭が神通川左岸にある。エッチュウカガ
ミガイ、マツモリタマキガイなどの貝化石が発見され、当時寒流が流れる浅い海が広がっていたと考
えられている。砂岩中に石灰質のノジュールが含まれる。富山市の天然記念物に指定されている。
⑥跡津川断層真川露頭（有峰ジオサイト、ジオポイント No.210）
富山—岐阜県境界付近を東北東−西南西にのびる長さ約 70km の右横ずれの活断層。すべり面は段
丘礫層及び湖成層と、破砕を受けた花崗岩との境界をなす。跡津川断層は 1858（安政 5）年の安政の
飛越地震の震源断層と考えられている。日本海拡大時に正断層として活動した傷跡が再活動した代表
例。国指定天然記念物。

写真 19 掛畑の貝化石

写真 20 天狗平の化石層

（カケハタアカガイ）

写真 21 跡津川断層真川露頭

４）北アルプスが誕生する時代
（４-1）そびえ立つ山々と削られる谷、火の山
①立山（立山・剱岳ジオサイト）
3,000m 級の岩稜の立山連峰は、富山平野から眺望すると概ね横一線に山頂が連なっているように見
え、その山頂部には平坦な地形が点在している。これらの地形的特徴は、日本海拡大直前の約 3000
万年前まで北アルプスが大陸縁辺域の一部分にあって長白山脈や
シホテアリニ山脈と一連のなだらかな隆起準平原地形に属してい
たことを示唆している。北アルプスの隆起は、約 400 万年前から始
まり、大規模な火成活動を伴いつつ約 200 万年前に急激に進行した
と考えられる。その要因に、後立山連峰に分布する世界で最も新し
い深成岩である黒部川花崗岩の活動などが、隆起の営力として寄与
したと考えられる。その後現在に至るまで風化・侵食などの外的営

写真 22 山崎圏谷（カール）

力が立山連峰に様々な表情を与え、剱岳、真砂岳など独特の景観が
楽しめる。
立山連峰には圏谷（カール）、U 字谷、モレーンなど多数の氷河
地形がみられ、最終氷期には、後立山連峰についで国内 2 番目の氷
河の広がりをもっていたと考えられている。雄山西面の山崎圏谷は
写真 23 剱岳と三ノ窓・小窓の氷河
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立山でもっとも有名な氷河地形で 1945（昭和 20）年に国の天然記念物に指定されている。
②剱岳（立山・剱岳ジオサイト、ジオポイント No.143）
剱岳はその険しい山容から岩と雪の殿堂と呼ばれ、アルピニスト憧れの山となっている。最終氷期
に長さ数 km に達する氷河が発達し、池ノ谷、小窓谷、三ノ窓谷、長次郎谷、平蔵谷のような深くほ
りこまれた U 字谷や、八ツ峰、源次郎尾根、剱尾根のようなアレートと呼ばれる氷河地形を作り上げ
た。
③立山・剱岳氷河群（立山・剱岳ジオサイト）
立山の御前沢雪渓、剱岳の小窓、三ノ窓雪渓では、積雪の下に現在でもゆっくりと流動している厚
さ数十 m、長さ数百 m に達する巨大な氷体が確認され、2012（平成 24）年にこれらの氷体は日本で
初めて現存する氷河であると認められた。これにより、極東地域の氷河の南限が立山まで南下したこ
とになる。これらの氷河は、世界有数の膨大な積雪量により形成されると考えられる。
④薬師岳（薬師岳ジオサイト、ジオポイント No.217、218）
薬師岳の山体は手取層群や古第三紀の火山岩類からなる。東側斜面には形が見事な圏谷が 4 個ほぼ
連続して並んでおり、1952（昭和 27）年に薬師岳の圏谷群として国の特別天然記念物に指定されてい
る。また、薬師岳は薬師如来の浄土として、山岳信仰の対象である。
⑤室堂平（室堂平ジオサイト、ジオポイント No.166）
現在の立山カルデラ内に存在していた火口から流れ
てきた溶岩によってできた溶岩台地である。その最後の
溶岩は今から約 4 万年前までで、以後、台地上とその周
辺でマグマ水蒸気爆発を繰り返し、ミクリガ池やミドリ
ガ池などの地形を形成した。地獄谷と呼ばれる温泉の湧
出や噴気活動などの地熱活動が認められる場所は、7 世

写真 24 室堂平

紀末頃まで火口湖として存在し、一帯には硫黄堆積物による湖成層が分布する。室堂平では、春には
高さ 15～20m に達する雪の大谷、夏にはチングルマやハクサンイチゲ、コバイケイソウなどの高山植
物、秋にはナナカマド、ミネカエデなどの紅葉を見ることができ、氷期の遺存種であるニホンライチ
ョウ（国指定特別天然記念物）や絶滅のおそれがあるホンドオコジョといった貴重な生物も多数生息
している。
⑥立山の山岳信仰遺跡群（室堂平ジオサイト、立山・剱岳ジオサイト）
越中の立山は、駿河の富士山、加賀の白山と共に日本三霊山の一
つに数えられている。山全体が信仰の対象となっていて、室堂の主
な遺跡は立山開山の信託を受けた場所とされる玉殿の岩屋や虚空
蔵窟がある。国の重要文化財である立山室堂は山小屋建造物では日
本最古のもので、5 間×4 間の建物が 2 棟並んでいる。雄山山頂に峯

写真 25 玉殿の岩屋

本社、浄土山には社殿跡があり、別山山頂付近に社がある。
⑦弥陀ヶ原（弥陀ヶ原ジオサイト、ジオポイント No.188）
室堂平の西側、立山黒部アルペンルートの高原バスが走る長さ
約 12 km のなだらかな台地は弥陀ヶ原と呼ばれている。弥陀ヶ原は
今から約 10 万～9 万年前に発生した大火砕流がつくりだした溶結
凝灰岩の台地である。弥陀ヶ原の台地の東半分は現在、ガキ（餓鬼） 写真 26 弥陀ヶ原
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田と呼ばれる池塘が 1,000 近く点在し夏には高山植物が咲き誇る湿地（2012〔平成 24〕年にラムサー
ル条約湿地に登録）
、西半分はタテヤマスギとブナに覆われた森林になっている。
⑧立山カルデラ（立山カルデラジオサイト）
約 22 万年前からはじまった立山（弥陀ヶ原）火山の主な活動舞
台と考えられるが、その山体の多くは既に失われてしまっている。
約 10 万年前の火砕流噴火の陥没地形と考えられてきたが、明確な
手掛かりは見つかっておらず、最近では山体の著しい侵食と崩壊の
進行によって形成された侵食地形と考えられている。その大きな要
因として、脆弱な火山性地形を背景としてこの地域の厳しい気象条

写真 27 立山カルデラ

件と地熱活動が一層風化と侵食を促進させ、更に隣接する跡津川断層の活動による大規模な山体崩壊
の誘因が形成を推し進めてきたと考えられる。日本の地質百選。
⑨鳶崩れ跡（立山カルデラジオサイト、ジオポイント No.182）
1858（安政 5）年 4 月 9 日（旧暦 2 月 26 日）
、跡津川断層の活動によって発生した安政の飛越地震
（推定 M7.3）により立山カルデラ南部の大鳶山・小鳶山一帯で「鳶
崩れ」と呼ばれる巨大崩壊が発生した。巨大崩壊の跡は現在、「大
鳶崩れ跡」
、
「小鳶崩れ跡」と呼ばれている。鳶崩れは静岡県の大谷
崩れ、長野県の稗田山崩れとともに日本三大崩れのひとつとされて
いる。膨大な崩壊土砂（鳶泥）がカルデラ内の湯川と真川を堰きと
め、いくつもの天然ダムができた。地震の 2 週間後と 2 ヶ月後に天
然ダムが決壊して大土石流が下流の村々をのみ込み、「安政の大災

写真 28 鳶崩れ跡

害」と呼ばれる甚大な被害を富山平野にもたらした。
⑩新湯（立山カルデラジオサイト、ジオポイント No.178）
直径約 30 m の円形の池で、約 4 万年前以後の立山火山第 4 期活動としての水蒸気爆発火口跡。安
政飛越地震以前は冷水湖だったが、地震後に温泉を湧出しはじめたという。この温泉に含まれるシリ
ぎょくてき せき

カ（二酸化珪素）が水中を浮遊する砂粒のまわりに付着することで、玉 滴石とよばれる直径 1～2mm
の魚卵状蛋白石が生成される。2013（平成 25）年に国の天然記念物に指定された。
⑪称名滝（称名渓谷ジオサイト、ジオポイント No.195）
室堂平周辺の水を集めて西へと流れる称名川は弥陀ヶ原の台地に入るとほぼ垂直に 150m 以上も切
れ込んだ峡谷、
「称名廊下」の中を流れ、その末端の断崖には国の名勝・天然記念物に指定されてい
る大瀑布、称名滝がかかっている。称名滝は上部から 70、58、96、126 m の 4 段から成り、それらが
連続して日本最大の落差（350m）を持つ巨大な滝となっている。称名滝は 10 万年前、現在よりも 15km
下流の富山市小見付近にかかっていたが、柔らかい溶結凝灰岩を削剝しつつその後、1 年間に 10cm

写真 30 十字峡
写真 29 新湯
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写真 31 称名滝

ほどの速度で後退し、現在の位置に至っている。
⑫十字峡（下廊下ジオサイト、ジオポイント No.91）
下廊下の名所。節理によって水流が規定されているのが観察できる。黒部川本流の 1 箇所で 2 本の
支流（剱沢と棒小屋沢）が十字になって合流している。
⑬祖母谷の黒部川花崗岩（欅平ジオサイト、ジオポイント No.81）
地表に露出した花崗岩としては世界一新しい（約 80 万年前）黒部川花崗岩の露頭がある。河床に
は風化が進んでいない転石が多く、黒部川花崗岩の特徴とされている球形の黒色包有岩（玄武岩質）
を多量に含むようすが観察できる。高温単純泉の祖母谷温泉があり、川原を掘ると温泉が湧き出す。
⑭黒部峡谷の温泉（宇奈月ジオサイト、欅平ジオサイト、下廊下ジオサイト）
黒部峡谷には、黒薙、鐘釣、祖母谷、阿曽原など多くの自然湧水の温泉がみられる。多くは高温温
泉で知られ、火山体から離れていることや、天水起源の単純泉であることから新期花崗岩の破砕帯中
の熱水溜まりを起源にするものと推定されている。仙人谷ダム建設時に熱水が噴出したことで有名な
高熱隧道も同じ起源とされる。また、宇奈月温泉は、大正時代に約 7km 上流の黒薙温泉から引湯する
ことにより温泉観光として開発された温泉地である。
⑮洞杉（片貝川ジオサイト、ジオポイント No.122）
洞杉は片貝川上流南又谷に群生するスギの巨木群。急流河川片貝川が刻んだ深い谷の斜面上にある
露岩や巨大な転石上に生育し、多量の雪によってねじ曲がった枝と岩を抱えているような根をもつ特
異な姿をしている。一見生育には不向きと思える岩上だが、日当たりや雪の圧力が軽減されるなど小
さいスギには有利な点も多く、さらに谷の中の高い湿度や多量の降水も岩の上のスギの成長を助けた
と考えられる。洞杉は周囲の環境に上手く適応して生き残ってきた巨木といえる。

（４-２）扇状地の発達と人の営み
①呉羽山礫層（呉羽山丘陵ジオサイト：ジオポイント No.253、上市川ジ
オサイト：ジオポイント No.131、132、東福寺野ジオサイト：ジオポイント
No.117）
福寿荘横の呉羽山礫層ジオポイントは、主に未固結の礫層からな
り、砂層、泥層を挟む。礫の一部は「くさり礫」となり、スコップ
で削ることができる。層厚は約 100m で、礫径は下部で約 30cm の
ものが多く、上部は 5～10cm ほどになる。礫種は安山岩、花崗岩、 写真 32 呉羽山礫層
石英斑岩、手取層群の砂岩からなり、北アルプス由来の礫を含むことから、北アルプスが隆起した時
の扇状地性の堆積物と考えられている。呉羽山礫層の堆積年代は、挟まれる凝灰岩から新生代第四紀
更新世中期と考えられているが、上市町に分布する呉羽山礫層に挟
まれるテフラの対比により、その堆積年代が新生代新第三紀鮮新世
後期まで遡ることができると確認された。北アルプスの隆起を物語
る貴重な露頭である。
②友坂の二重不整合（呉羽山丘陵ジオサイト、ジオポイント No.251）
安養坊砂泥互層と西富山砂岩層を呉羽火砕岩層（約 15 万年前）
が不整合で覆い、さらにそれらを友坂段丘礫層（約 10 万年前）が 写真 33 友坂の二重不整合
不整合で覆ったものである。二つの不整合を確認できる例は全国的にも珍しく、呉羽山丘陵の成り立
ちを考える上で貴重なサイトである。
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③常西合口用水（常願寺川扇頂ジオサイト、ジオポイント No.237）
常願寺川左岸の富山市約 5,000ha を灌漑する用水。1891（明治 24）年の大水害後、県に招かれた内
務省技師デ・レイケは、堤防が決壊するのは常願寺川左岸に点在する灌漑用水取入口が河床を傾斜さ
せていることが原因であると考え、上滝の上流 900m 付近に共通の取り入れ口を設けその幹線水路か
ら 12 の用水路に分流する計画を立てた。1892（明治 25）年 2 月に着工、翌年 6 月に完成した（現在
は常東用水と共通で、横江頭首工にて取水している）。
④大場の大転石（常願寺川扇央ジオサイト、ジオポイント No.242）
直径 6.5m、推定重量 400t に達する花崗岩の転石。安政の大災害
の土石流によって上流の立山カルデラから約 30km を流れ下った。
このときに流れ出した大転石は常願寺川周辺に現在も 40 個以上が
点在し、そのいくつかの大転石は災害の語り部として整備されてい
る。
⑤竹内天神堂古墳（白岩川ジオサイト、ジオポイント No.138）

写真 34 大場の大転石

竹内天神堂古墳は、古墳時代前期（4 世紀前半）の造営で全長約 38m の前方後方墳である。白岩川
は、富山平野を流れる河川であるが、この川沿いの微高地に大型の古墳が集中する。古墳群は、前期
から中期の県内での一大勢力の存在を示すもので、竹内天神堂古墳
の被葬者は白岩川水系の平野を勢力基盤としてこの地域で最初に
台頭した首長で、周辺の首長系譜のさきがけとなった人物と推測さ
れている。
若王子塚古墳（直径 46m、4 世紀後半）、稚子塚古墳（直径 46m、
5 世紀前半）などがこれに続く権力者と推測されている。白岩川流
域の大勢力の成立過程を解明する上で貴重な資料である。
ぎょうでん

写真 35 竹内天神堂古墳

⑥行田の沢清水（早月川扇状地ジオサイト、ジオポイント No.103）
行田の沢清水は、早月川扇状地の扇端部に位置し谷沿いにそって地下水が湧き出しており、行田公
園として水が作る小川や湿地帯を整備している。市民の憩いの場となっている園内には四季折々の草
花が植えられ、特に花菖蒲が有名で 6 月中旬ごろから満開になる。沢清水や公園を守る活動があるこ
とから、環境省の平成の名水百選に選ばれている。
⑦魚津埋没林（片貝川扇状地ジオサイト、ジオポイント No.98）
魚津埋没林は片貝川扇状地の扇端部である魚津港一帯から、1930
（昭和 5）年の魚津港改修工事の際に発見された埋没林である。そ
の後の調査で埋没林が確認された魚津港北側の土地は、1936（昭和
11）年に国の天然記念物、1955（昭和 30）年に特別天然記念物に指
定された。
この埋没林は、現在の海水準よりも数十 cm～2m 程度下位から発 写真 36 魚津埋没林
見されており、約 2000 年前の冷涼な気候下の海水準低下時期に形成された森林跡と考えられ、富山
湾周辺の最終氷期以降の海水準変動を示す証拠の一つとなっている。さらに、構成する樹種などから、
魚津埋没林は扇端部湧水地に成立したスギ主体の原生林だったと考えられ、現在も黒部川扇状地の末
端にある杉沢の沢スギ林（国指定天然記念物）のようなスギの原生林が、約 2000 年前には富山県東
部の扇状地一帯の海岸近くに広がっていた可能性を示している。同所は現在、特別天然記念物 魚津
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埋没林博物館として整備されており、埋没林を実地で見学することができる。日本の地質百選。
⑧愛本橋（黒部川扇頂ジオサイト、ジオポイント No.57）
黒部川扇状地の扇頂部に位置し、川沿いの崖が無斑晶で緻密なデイサイトで形成されているため、
侵食されにくく、川幅が約 60m と、黒部川の中でも際立って狭い。かつて
ここに日本三奇橋の愛本刎橋がかかっていた。両岸にはウラジロガシ（県の
天然記念物）が生え、右岸には 1969（昭和 44）年の大水害の跡を残す建物
も見られる。狭窄部の上流側には合口用水の取り入れ口があり、両岸には幹
線用水路や沈砂池が設置され、扇状地一帯約 7,500ha の農地を潤す農業用水
の供給と約 28,000kw の発電を行っている。
しょうず

⑨生地の清水（黒部川扇端湧水ジオサイト、ジオポイント No.31）
地域住民が管理する 11 箇所の共同洗い場や、750 箇所あまりの掘り抜き
井戸があり、湧水は飲み水、洗濯、炊事、冷蔵場所として昔から住

写真 37 生地の清水

民の生活には欠かせない生活用水となっている。杉沢の沢スギ等と
共に環境省選定「名水百選」に黒部川扇状地湧水群として選ばれて
いる。
⑩杉沢の沢スギ（黒部川扇端湧水ジオサイト、ジオポイント No.27）
扇状地末端部の海岸に近い自然湧水帯に生育するスギ林。人と自
然が創り出した植生であり、扇状地の原風景を感じることが出来る。写真 38 杉沢の沢スギ
暖温帯の植物、山地性植物、湿性植物が生育する。国の天然記念物に指定されている。
⑪入善沖海底林（黒部川扇端湧水ジオサイト、ジオポイント No.30）
入善町吉原沖の水深約 40～20m の海底から発見された、かつて黒部川扇状地先端部の海岸沿いに
生育した原生林跡。水深 40m 付近で約 1 万年前、20m 付近で約 8000 年前と水深が浅くなるほど新し
い時代を示すことから、最終氷期以降の温暖化に伴う海水準の上昇を示す証拠とされている。切り株
の一つは陸揚げされて、入善町沢スギ自然館と富山市科学博物館で見ることができる。

（４-３）日本三大深海湾である富山湾
①蜃気楼展望地（蜃気楼・ホタルイカジオサイト、ジオポイント No.308）
富山湾は江戸時代から蜃気楼の名所として有名な場所であり、現在でも毎年春に継続的に上位蜃気
楼が観察されている全国的にも特異な地域である。富山湾での蜃気楼の発生の仕組みは、まだ謎も多
いが、程よい距離に対象となる景色があることや、陸地で温められた空気が湾上に流れ込み密度の違
う空気の層が発生しやすいなど、富山湾やその周辺の地形が大きく関係している。
魚津港北側は「蜃気楼展望地点」として魚津市の名勝に指定されており、蜃気楼についての解説板が
立てられている。春の蜃気楼シーズンには、インターネットや地元メディアには蜃気楼出現予報が発
表され、多くの人が蜃気楼を見ようと海岸へ詰め寄せている。
②ホタルイカ群遊海面（蜃気楼・ホタルイカジオサイト、ジオポイント No.309）
富山湾には、毎年春の夜になると、産卵のためにメスのホタルイカが大群で来遊する。特に湾東部
地域では海岸近くで産卵し、中には波に打ち上げられるホタルイカも現れる。これを地元では「ホタ
ルイカの身投げ」と呼び、儚く幻想的な光の世界を体験しに多くの人が夜の海岸を訪れる。このよう
に光を出すイカが毎年大群で海岸に接近するのは、世界的にも例が無い。湾東部は海底が岸近くから
急激に深くなっており、深海域から産卵のために浮上してきたホタルイカが岸近くまで来遊する原因
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の一つと考えられている。富山市の常願寺川右岸から滑川市、魚津市の魚津港付近までの海面は、
「ホ
タルイカ群遊海面」として 1922（大正 11）年に国の天然記念物、1952（昭和 27）年に特別天然記念
物に指定されている。
③ヒスイ海岸（宮崎・境海岸）（ヒスイ海岸ジオサイト、ジオポイント No.12）

本地域の北東部に位置する約 4km のエメラルドグリーンの美しい海岸で、日本の渚百選にも選ば
れている。ヒスイをはじめとする多くの種類の岩石の礫を拾うことができ、石の学習には最適な場所
である。ヒスイは、隣接する糸魚川世界ジオパークで産出するものが流れ着いたものと推測されてい
る。

写真 39 蜃気楼（魚津港北側）

写真 40 ホタルイカの身投げ

写真 41 ヒスイ海岸（宮崎・境海岸）

３－３ 調査研究
（１）学術研究
本地域ではこれまでに多くの地球科学に関する研究が行われてきた。今後、各研究グループ間での
交流を盛んにし、連携をとりながら、より広い視点で調査を行っていきたい。以下にこれまでの主な
研究例をあげる。

１）花崗岩、堆積岩のジルコン年代
本地域には、さまざまな年代の花崗岩が分布し、近年、ジルコン年代の研究が試みられている。Ito
(2013)により、黒部川花崗岩が、露出している花崗岩としては世界一新しい（約 80 万年前）ことが確
認された。Horie et al.(2010)は宇奈月花崗岩の年代（2 億 5600 万年前）を確認するとともに、その外
来包有物のジルコンから、鉱物として日本最古になる 37 億 5000 万年前のジルコンを発見し、北中国
地塊と関連が深いことを明らかにした。また、中間ほか(2010)は、山田地域の新生代新第三紀中新世
の砂岩中の砕屑性ジルコンの年代を測定し、大陸由来と考えられる約 18 億年前のジルコンは楡原層
と岩稲層には含まれるが、その上位にある黒瀬谷層にはその年代のジルコンはほとんど含まれず、約
1600 万年前には本地域が大陸から完全に分離・独立していたことが明らかにされた。このように花崗
岩、堆積岩中のジルコンの年代は大陸との関係を考える上で重要であり、多くの研究者の注目を集め
ている。

２）宇奈月変成岩類

中圧型変成帯

大陸衝突

Hiroi et al.(1978)により宇奈月変成岩類の結晶質石灰岩から古生代石炭紀のコケムシの化石が発見
され、Hiroi (1983)は宇奈月変成岩類が中圧型の変成作用を受けたことを示し、飛騨変成岩類とは別の
変成帯であると考えられていた。しかし、飛騨片麻岩と宇奈月変成岩類の閃ウラン鉱の U-Th-Pb EMP
化学年代が約 2 億 4000 万年前で一致することがわかり、それらは一連のものと考えられている（椚
座・後藤, 2006）
。磯﨑ほか(2010)、大森・磯﨑(2011)などにより、宇奈月変成岩類は南北中国地塊間
の衝突造山帯の東方延長とみなされている。
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３）立山火山
本地域には活火山である立山火山がある。但し、雄山など立山三山や立山カルデラとは直接対応し
ない。立山火山は約 20 数万年前に活動をはじめた複合火山で、その活動史は原山ほか(2000)により 5
つのステージに分けられている。そのうち第 2 期の噴火（13～9 万年前）は、弥陀ヶ原台地を形成し
た大規模な称名滝火砕流堆積物によって特徴付けられる。近年富山大学の石崎らの研究により、従来
単一の堆積物であると考えられてきた称名滝火砕流堆積物は、噴火期の異なる 2 つの火砕流堆積物
（軽
石を主体とした下位の芦峅寺火砕流堆積物とスコリアを主体とした上位の称名滝火砕流堆積物）に分
けられる事が明らかにされた。また町田・新井(2003)などにより従来それぞれ第 2 期、第 3 期の噴出
物とされてきた立山 D テフラと立山 E テフラがこの 2 つの火砕流堆積物に対比されることが明らか
となるなど、立山火山の活動史の見直し・再区分が行われている。

４）立山連峰に現存する「氷河」
日本の山岳には数百もの万年雪が存在するが、氷河は存在しないと長らく考えられてきた。立山カ
ルデラ砂防博物館の研究グループは、電波で氷厚を測るアイスレーダーや誤差数センチの測量用 GPS
など新しい機器を使って、立山連峰の万年雪で氷河の可能性を探る現地観測を 2009（平成 21）年か
らはじめた。その結果、剱岳の三ノ窓雪渓、小窓雪渓、立山の御前沢雪渓は流動する氷体をもつ日本
初の現存する「氷河」であると判明した（福井・飯田, 2013）。現在、他にも現存氷河が存在するのか、
氷河はどのように形成維持されているのか明らかにするための調査研究が行われている。

５）扇状地の地下水環境
主要河川である黒部川、片貝川、早月川、常願寺川、神通川などの扇状地では地下水環境調査が数
多く行われてきた。特に世界を代表する扇状地である黒部川扇状地では 1960 年代から地下水環境に
関する研究が活発に行われており(藤井, 1965)、これまでに地下水流動や水位、水質、水量などの特性
が明らかになっている(例えば、榧根・山本, 1971; 榧根, 1991; 丸山, 2006; Tebakari et al., 2013)。これ
らの研究は、1970（昭和 45）年から国や黒部市、入善町によって継続的に支援されている。また、片
貝川扇状地においても魚津市が調査しており、片貝川沖の海底湧水による測定から、沿岸海域への栄
養塩類の供給量は河川よりも大きいことが明らかになっている。

６） 扇状地の水利や農業活用
ジオに関する人文社会科学的な研究として、黒部川扇状地の農業水利や文化地理（黒部川扇状地研
究所, 1991）や扇状地農村の変容と地域構造（田林, 1991）などがある。

（２）地域研究
１）富山地学会
地域にかかわる諸科学の研究および教育を志す人々の集まり。地質や雪氷、陸水、地球科学、地形
など、地学や自然地理などの自然科学を勉強する人、山村や都市、交通、産業などの人文地理学や歴
史学、民俗学、環境学などに興味を持つ人など多彩である。また、小・中学校、高校、大学などの教
員、一般企業の方々や公務員など、会員の構成もいろいろである。1931（昭和 6）年に設立し、70 年
を越える長い歴史を持ち、地域社会にも大きく貢献してきた。会の活動は、研究発表会、富山県内の
学生よる学生発表大会、野外巡検のほか一般公開講演・シンポジウムなどを行っている。
会長

竹内章（富山大学名誉教授）

２）黒部川扇状地研究所
黒部川扇状地の変容状況を総合的に調査研究し、より豊かな地域社会の形成を図ることを目的とし

~ 19 ~

て 1976（昭和 51）年に設立。現在会員数は約 150 名である。研究例会では専門家による講演会や研
究員による研究発表会が行われ、会員同士が研究成果を共有し、情報交換を図りながら研究を深めて
いる。また、地域への出前講座をはじめ、地元小中学校、高校への出前授業や中学生の「社会に学ぶ
14 歳の挑戦」受け入れなど、地域住民・学校に対して積極的な支援や協力にも努めている。これらの
成果を所報や紀要にまとめて累積し、貴重な資料として各界の研究者に有効活用されている。研究は
地理・地学・歴史をはじめ、環境・人口・食糧・水・エネルギー問題など多方面にわたり黒部川扇状
地の自然環境と調和した地域社会の構築並びに振興、そして地域の枠を超える課題解明にも結びつき
大きな成果をあげている。所長

水嶋一雄（日本大学教授）

３）富山湾に学ぶ会
富山湾の調査・研究から得られた話題を中心に海を語る勉強会として、1983（昭和 58）年に発足。
富山湾には蜃気楼、海底林、ホタルイカ、寄り回り波など興味深いことや、深層水の利用、海岸侵食、
水質汚濁など海の開発や環境問題にまつわる大切な問題が少なくない。現在、富山湾の話題だけでは
なく日本海の環境や地学的な問題など多方面から話題を集めて議論している。勉強会は毎月 1 回のペ
ースで続けられている。会長 石森繁樹（富山高等専門学校名誉教授）
４）日本黒部学会
黒部学という地域学を提唱し、黒部に関わる歴史・文化、自然についての幅広い分野の研究者・専
門家が集まり、研究会や講演会、巡検・現地研修を開催している。毎年紀要を発行。1989（平成元）
年に発足。会長

川田邦夫（富山大学名誉教授）

３－４ ガイド
（１）立山ガイド
ちゅうご

登山ガイドである立山ガイドの起源は江戸時代の後半、立山登拝登山の案内人であった「中語」に
まで遡る。僧侶に代わり神仏の心を登拝者に伝え、登拝者の願いを神仏に伝える役割があったという。
近代登山の萌芽以前の近世日本では、
「中語」などの山案内のシステムが登拝登山を支えてきた。明
治・大正期以降の黎明期の近代登山を支えたのもまた中語であり、
1890 年代後半に成立した「立山中語人夫同盟」は日本において最初
に組織化された山案内人の組織と考えられている。登山が大衆化さ
れ多くの登山者が立山を訪れるようになった現在、時代の変化と共
に立山中語人夫同盟は「立山案内人組合」、更に「立山ガイド協会」
へと姿を変えつつも、登山者の山頂までの往復を安全に先導するこ
との役割は変わってはいない。また、立山ガイドはその高度な登
攀技術を発揮して立山地域における雪氷・地形・地質など様々な

写真 42 氷河調査時の立山ガイド

学術調査のサポート役として重要な役割を担っていることも付け加えたい。

（２）ナチュラリスト
ナチュラリストは、1974（昭和 49）年に富山県が全国に先駆けて成立したボランティアによる自然
解説員制度であり現在、本地域では立山室堂平、弥陀ヶ原など 4 箇所において自然解説および環境教
育の役割を担っている。また 1976（昭和 51）年からは「富山県ナチュラリスト研究会」
（現、富山県
ナチュラリスト協会）を発足させ、会員の資質向上のための研修と、前述の活動とは別に自然観察会
などの自主事業も行っている。解説活動は主に、動植物の生態系・地域環境が占めるが、立山室堂平
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においては立山火山の活動や、氷河地形および氷河期の地理的な
遺存種であるライチョウなどについての解説教育普及活動に関わ
り、ジオパーク活動としての一端を垣間見ることが出来る。
他に、黒部峡谷ナチュラリスト研究会、黒部市ナチュラリスト
研究会、入善町自然を愛する会などで、すでに地質についての解
説を取り入れた自然解説活動が行われている。

写真 43

ナチュラリストによる解説

（弥陀ヶ原）

（３）ジオガイドの養成

本地域内においては、県の育成するナチュラリストや各自治体の観光ボランティアなど、多くのガ
イド団体が地域の自然や歴史、文化を案内している。特に、立山や
黒部峡谷といった観光地では、これらの団体に所属するガイドが常
駐し、観光客らに対し積極的に案内を行っている。
これらの団体に所属するガイド経験者を対象に、平成 25 年度から
黒部・立山ジオパーク研究会（現、立山黒部ジオパーク協会）がジ
オガイド養成講座を開講している。本地域の地学的な成り立ちや特
徴、リスク・マネジメントなどのガイド術を学ぶ共通科目の他、こ

写真 44 現地研修（神通峡）

れまでのガイド活動にジオの視点を加えられるようにと、本地域を
5 つのコースにわけ選択科目（室内研修および現地研修）を実施し
た（表２）
。受講者は、3 年以内に全 6 回の講義を受けることでジオ
ガイドとして認定される。
平成 25 年度から３年間で 125 名がジオガ
イドとして認定を受けた。また、山岳地域の案内が可能、あるいは
より高度な知識をもつ上級ガイド（有料ガイド）の育成を行う予定
である。
写真 45 現地研修（立山）
表２ ジオガイド養成講座の５つのコース

コース名

内 容

A

神通峡コース

立山のドラマチックな大地の成り立ちを神通川沿いに観察する

B

立山コース

常願寺川、有峰を含む人気の立山地域をジオの視点でより深く楽しむ

C

急流河川コース

片貝川や早月川など日本海屈指の急流河川からホタルイカ・埋没林まで

D

黒部コース

トロッコや温泉などを楽しみながら、黒部川と扇状地の関係について学ぶ

E

日本海コース

本地域の海岸部を横断。海の幸を楽しみながらジオとの関わりについて学ぶ

（４）ガイドマップ、ガイドブックや出版物
各市町村観光協会等が、街歩きや海の幸などを紹介する多くの無料のガイドマップを発行しており、
これらは駅や観光案内所等で入手が可能である。また、エリアごとに身近な自然観察コースを紹介し、
そこで見られる動植物や地形などをイラストマップや写真とともに紹介したガイドブックも刊行さ
れている（富山県ナチュラリスト協会編「とやまの自然を楽しむ」、富山県教育委員会生涯学習室発
行「ふるさと発見フィールドノート」
、北陸の自然をたずねて編集委員会・編著「北陸の自然をたず
ねて」など）
。
近年では、県内各地の地学的な見どころを平易に解説した「富山地学紀行」（藤囲会）の発行もあ
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り、少し詳しく地学について学んでみようという人によく利用されている。北アルプスの山岳域の自
然を紹介するガイドブックも多く、山岳域に特有の地形や動植物を紹介している。博物館等では、標
高差 4,000 m の中に育まれる雄大な自然景観とその成り立ち、そこに育まれる多様な自然、水循環、
各地の特徴的な自然（蜃気楼や立山カルデラなど）をテーマにしたガイドブックを発行しており、一
般の方にもわかりやすく大地の成り立ちやそこに育まれる自然、また自然とともに暮らす私達の生活
について解説している。

３－５ 教育へのジオパーク活用
（１）教育活動
地域内の地形・地質、生物、気候等の事物・現象やその自然に成り立つ地域の郷土文化、歴史、生
産活動は幼稚園、小・中・高校における教育活動の教材として大いに活用されてきた。理科教育や「総
合の学習の時間」における郷土学習等にジオパークの活用方法を列挙する。
１）理科教育
学校周辺や校区にジオサイトやジオポイントがある場合は授業時間に観察を行う（表３）
。また、
休日や夏休みの課題として各自観察する。科学部等の部活動でジオサイトへ行き、教師や博物館、ジ
オガイドの指導のもと観察する。
表３ 学年ごとの単元と有効なジオサイト

学年

単元

学習項目

小5

流水の働き

侵食、運搬、堆積

小6

大地のつく
りと変化

地層、化石、火山、
地震

中1

火山と地震

火山、地震、地層

中2

天気の変化
自然の恵み
と災害

気圧、雲、雪
火山噴火、洪水、
台風

地理

扇状地、段丘

地学

プレート運動、
古生物、気象

生物

植生、生態系

中3

高校

主な流域、エリア、ジオサイト
（児童・生徒が見学できる）
黒部峡谷エリア、神通川エリア、立山カルデラ、称
名渓谷など（侵食）
黒部川扇状地エリア、片貝川、早月川、上市川、白
岩川、常願寺川、神通川（運搬、堆積）
境川、八尾、恐竜足跡化石群（地層・化石）
室堂平、弥陀ヶ原、立山カルデラ、雲ノ平（火山）
呉羽山丘陵（地震・断層）
室堂平、弥陀ヶ原、立山カルデラ、雲ノ平（火山）
呉羽山丘陵（地震・断層）
境川、八尾、上市川（地層・化石）
立山エリア
室堂平（火山災害）
黒部川流域、常願寺川流域、神通川流域（洪水）
黒部川扇状地エリア、常願寺川（扇頂・扇央・扇端）
（扇状地） 舟見野、十二貫野、東福寺野（段丘）
境川、宇奈月、片貝川、呉羽山丘陵、八尾、恐竜足
跡化石群、猪谷
富山湾エリア、ヒスイ海岸、黒部川扇端湧水、室堂
平、有峰、白木峰

２）総合的な学習の時間での「ふるさと教育」
富山県では、ふるさとの自然、歴史・文化、産業等についての理解を深め、ふるさとに対する誇り
や愛着を育むための「ふるさと教育」を推進している。魚津市ではふるさと教育の一環として、博物
館学芸員の解説で市内のジオポイント等をバスで移動しながら見学する「ふるさと発見バス」事業を、
市内小学校の総合的な学習の時間で行っている。このような取り組みを、ジオサイトの見学や、ジオ
解説書を活用した調べ学習等でさらに進めていく。
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３）遠足や宿泊学習
校外学習の折に、ジオサイト内にあるジオポイントで野外観察や体験学習を行う。事前に観察予定
のジオポイントを下見し、プリントを準備する。当日はジオガイド等の解説を聞く。

（２）生涯学習
１）学校の枠を越えた学習
青少年期からの自然に親しみ、保護に関心をもつ大きな取り組みとして、富山県が 2000（平成 12）
年より行っているジュニアナチュラリスト制度がある。この制度では小学生 3 年生以上の青少年を対
象に講座を開催しており、すでに 250 名近くが認定を受けており、認定後も富山市内の「ねいの里」
などで活動している。また、くろべ水の少年団は、黒部市内の小学校高学年を対象に黒部川とその周
辺を中心に「水」をキーワードとした河川の水生生物調査などの自然観察活動を 20 年以上にわたっ
て行っている。
水みらいプロジェクトは、小中学生に「水」に関する学習や調査
研究活動について発表する機会を与えているもので、毎年 TV 放送
されている。10 年目の平成 24 年度からはチャレンジ学校水族館と
して県内の 4 地域が 7 ヶ月にわたる飼育と観察を行う事業を行って
いる。平成 25 年度は、富山市内の富山大学附属小学校に立山黒部ジ
オパーク推進協議会から講師を派遣し、常願寺川の大地と自然と文
写真 46 水みらいプロジェクト

化を繋ぐ授業と現地学習を行った。

（富山大学附属小学校）

２）博物館によるアウトリーチ活動
本地域にある博物館では、住民に対し積極的なアウトリーチ活動を行っている。富山市科学博物館
では、常願寺川の河原の石や、県内産の化石などをセットにした「移動ミニ博物館」を学校や公民館
に貸し出し、県内の自然に対する理解、関心を高めている。また、立山カルデラ砂防博物館では「移
動博物館」を開催し、学芸員が学校へ赴き、調査研究の成果に基づいた立山の自然などについて講義
を行っている。
３）ふるさと学習
一般の方を対象とした本地域におけるジオパークの視点に立ったふるさと学習は、これまで富山県
民生涯学習カレッジや富山市民大学等の生涯学習講座な
どで行われてきた。立山黒部ジオパーク協会では、
「山と

第1回

海が凝縮した空間

第2回

立山黒部ジオパークの地学リレー講

／立山カルデラ新湯の異変

に、魚津学び塾（U 学塾）やサイエンスカフェとやまな
どにも講師を派遣している。魚津学び塾では、ジオパー
ク構想の概要とともに「何気ない景観・地形をあえてジ
オ目線で説明」と題した講義を行い、その後、参加者全
員でジオパークのキャッチコピーのアイデアを提案する
という企画を行った。
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立山(弥陀ヶ原)火山の噴火史の見直しと
今後の火山活動モニタリング

演会」
（表４）やジオカフェを実施し、地域住民に対する
ジオパークの魅力について学習する機会を設けた。同様

地質過程の現場を見る－立山温泉新湯－

第3回

超大陸の離散と集合について－磁石の化
石からわかること

第4回
第5回
第6回

富山湾の生き物
富山の黄金ロマンを求めて
標本で見る富山の植物／山歩きの楽しみ
と高山植物ほか

表４ 地学リレー講演会の演題

（３）防災学習
本地域は立山連峰と富山湾が近いため、急流河川が多く、また降水量も多いため、梅雨や台風によ
る洪水が頻発してきた。洪水や土砂災害を防ぐため、多くの治水・砂防施設がある（表５）
。特に、
常願寺川上流の立山カルデラは大規模崩壊地のため日本有数の砂防工事が行われている。国土交通省、
富山県、市町村は地域住民の防災意識を高めるために博物館・展示施設を設置したり、現地見学会を
行ったりしている。
表５ 防災学習に有効なジオサイト

分類

有効な
ジオサイト

主な施設

防災学習の内容

治水
砂防

常願寺川流域、 富山県立山カル
立山カルデラ
デラ砂防博物館

治水

黒部川扇状地

黒部市歴史民俗
資料館

黒部川の洪水や治水の歴史について紹介。

自然
災害

県東部

富山県消防防災
センター

富山県特有の自然災害（豪雨、洪水、寄り廻り波、地
震、雪崩等）の恐ろしさを体験型展示で紹介。

館内で常願寺川の治水と砂防の歴史等を紹介。

３－６ 防災と保全
（１）ジオサイトの保全状況
本地域の大半は、中部山岳国立公園や県立公園に指定され厳重に保全活動が行われてきた。なかで
も立山地域は 702（大宝 2）年の開山以来、山岳信仰の場となってきた背景もあって保護活動にも努
め、全国初のマイカー規制の導入や、トロリーバス（扇沢～黒部ダム）、路線バス・観光バスの排ガ
ス規制を行い、外来植物の撤去にボランティアが活躍している。また、地域内には多くの文化財、天
然記念物、特別名勝等が存在し、その保護保全にも努めている。さらに景観にも配慮し、看板の規制
を行い最小限のコース案内や植生の掲示にとどめるほか、高山地帯ではバイオトイレを積極的に導入
している。
本地域には、自然保護センターやビジターセンターが置かれ、自然解説員が常駐し自然保護活動を
サポートしている。
住民が参加する保全の 1 つとして、海岸や河川清掃のボランティア活動が活発に行われている。特
に漂着物の多い海岸部は、富山県海岸漂着物対策推進地域計画に基
づき重点的に清掃が行われている。また入善町にある杉沢の沢スギ
では、近くの上青小学校で文化財愛護少年団を結成し、手作りの案
内看板の設置や清掃活動などを地元地区住民と連携しながら沢ス
ギ愛護活動を行っている。

写真 47 沢スギ愛護活動
（上青小学校）

（２）安全対策・防災対策

防災対策として、国と自治体は既に本地域内の主要河川である黒部川、常願寺川、神通川、片貝川、
早月川での洪水ハザードマップを作成し、住民に周知するとともに、富山湾沿岸の高潮・津波ハザー
ドマップを作成している。
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また、ジオパークエリアの山岳遭難に対しては、富山県警の山岳警備隊と民間の遭難対策協議会組
織が活発に救助活動や遭難防止活動を行っている。立山室堂平地獄谷では、環境省の火山ガス事故対
策の監視施設があり火山防災に努めている。さらに、険峻な山岳地域での案内と安全確保を担うため、
プロの山岳ガイドが多く存在し活躍している。
立山黒部ジオパーク協会が主催するジオガイド養成講座でも、山岳ガイドの協力を得て、安全対策、
防災対策についての講義を取り入れている。
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