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も有効な方法を提供できうるものと前提してい
る。すなわち，概略設計の基本は地盤のハザード
やリスクの特定にあり，専門家の意見を体系的に
活用するべきとしている。さらに，不確実な地盤
状況に対して有効な設計方針を適用する際に発注
者ニーズや許容リスクを正確に認識し，概略設計
計算の精度に限界があることを認識提示し，リス
ク分析やリスク対応設計の結果をリスク管理表
（後述）にまとめ，設計終了時にはそれらのリス
ク管理表やすべての地盤情報を施工者や発注者に
引き渡すべきであると述べている。
第 6章「施工者の役割」では，発注者は多く

のリスクを施工者側に転化する契約方式をとるか
ら，地盤関連リスクは施工者に大きな影響を与え
る。一方，地盤に関連する不確実性はうまく組織
された施工者に対して多くの好機を与えうる。し
たがって，施工者のジオリスクマネジメント戦略
は，契約の枠組みが変わるような影響が出る可能
性を認識し，提案した仮設工法や特殊工法に応じ
てリスク管理表を定期的に更新し，施工技術に関
わるリスクはわかり次第迅速に評価すること，さ
らに施工者が設計責任をとらせられる場合にはジ
オリスクが十分に管理されたか否かを確認するた
め地盤設計の照査を行うべきであるとアドバイス
している。このような施工者のジオリスクマネジ
メント結果は，土木の専門工事業者や地盤設計者
などプロジェクトにおいて後に関係する専門家に
結果を伝達しなければならないと付言している。
付録として，リスク管理表，リスク・ソフトウェ
ア，ケースヒストリーが紹介されている。
「リスク管理表」は別の組織・部署間で情報を
共有するための強力なコミュニケーション手段で
あり，簡易な文書であるが，標準形式として合意
されたものはなく，読者のニーズに最適な実例要
素を採用すればよいとしつつ，「リスク管理表の
作成および使用方法」を要約し，具体的に「英国
におけるリスク管理表の例」（AMEC Civil Engi-
neering（英国の建設プロジェクトで使用した管
理表）），Bovis Lend Lease Ltd（当該社で用いら
れている安全リスク管理から戦略的事業管理リス
クまで使用されている代表的な書式）および Ove  

Arup and Partners（大規模な土壌汚染の存在や
懸念から遊休地化した土地の開発案件を対象にし
たワークショップで編集）の 3例を紹介している。
「リスク・ソフトウェア」は，本書執筆時点
（2001）で，かなり限定的な紹介にとどまらざる
を得なかったので，最新の情報を補てんすべきで
ある。
「ケースヒストリー」は，予期しない地盤状況
をいかに克服するかの視点で紹介されている。計
画された工場の運用が差し迫っていたため，地質
調査は実施されなかったが，後に不良な土質条件
が判明し，従来通りの杭基礎を採用した工法では
事業費用が発注者の予算を超過することが明らか
となった具体的な事例が紹介されている。設計自
体はかなり進捗していたが，コンストラクション・
マネジメントによるアプローチを採用していたの
で，代替基礎の使用や施設の位置移動などの解決
策の検討が可能であったので，結果的に予算内で
かつ計画期間より早く完了した。これを元にさら
に「トンネル事業におけるリスクマネジメント」
「都心地区の現場における予期せぬ地盤条件」お
よび「ジオリスクを請負業者に移転する」ことの
重要性を指摘している。すべて，英国の事例であ
るから，わが国に適用する際にはそれなりの吟味
等が必要であるが，現段階における教科書として
良書で一読をお勧めする。
最後に，あえて評者の独善的な感想を述べれ
ば，東京都の築地→豊洲移転問題において十分な
ジオリスクマネジメントが行われていれば，あの
ような醜態な事態が惹起される可能性は大きく軽
減されたのではないかと愚考する次第である。

（加藤碵一）　

高木秀雄：年代で見る日本の地質と地形　誠文
堂新光社，2017年 1月，191ページ，A5判，
定 価：2,200 円（ 税 別 ），ISBN  978-4-416-
51703-1

「日本列島 5億年の生い立ちや特徴がわかる」，
書店で平積みになっていても表紙のカラー写真が
とても目だっている。表紙の写真は，蝶ヶ岳から
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壁
の火砕丘，というようにこの本の内容をあらわし
ている。
本書の著者高木秀雄教授（早稲田大学）の専門
は構造地質学で，日本ジオパーク委員会顧問でも
あり，地球科学の教科書やジオパークに関する著
作も多数ある。
とにかく全ページオールカラーで，どの写真も
著者や各地の専門家やプロフェッショナルが撮影
した「この 1枚」というもので，評者は地形学
専攻なので，「日本の地質と地形」がタイトルな
のでこれは読まねば！と思ったが，実際に各地の
地形の写真を見るだけでも楽しいし，さらに露頭
や鉱物，化石の写真も満載である。
このように，写真を中心として時系列で日本列
島の生いたちをたどっているのが本書の特色で，
最初に「序章」で「年代スケール」についての解
説と，日本列島の地質と地形の多様性，プレート
収束域としての日本列島，付加体や日本海拡大と
伊豆弧の衝突など，日本列島の歴史の重要トピッ
クがコンパクトに紹介される。
なかでも，最初に時間スケールのところで紹介
されるのが，本書の特色でもある「地球暦」で，
地球の誕生を 1月 1日午前 0時，現在を年明け 
0秒前としたときの地球史の各イベントの日付と 
時刻が示さている。原始生命の誕生が 3月 4日，
人類の誕生（700万年前）は 12月 31日 10時
40分，という具合である。
そして，全国 43ジオパーク（2017年 1月現
在）の分布が地質図上で紹介される（ここまでで
26ページなので字が多くてもちっとも苦になら
ない）。
序章に続き，いよいよ日本列島の誕生から現在
まで，時系列での物語がはじまる。以下では大き
く 3章からなっている。
第 1章は「日本列島の成り立ち─大陸の縁辺

部であった頃」で，始生代～原生代から古第三紀
までの時代である。表紙に登場した日本最古の鉱

物である宇奈月花崗岩から分離されたジルコン
が登場する。ウラン‒鉛法による放射年代は約 38
億年で，最初に紹介された「地球暦」では 3月 5  
日である。また，日本最古の地層は飛騨外縁帯の
もので，最古の化石は岐阜県上宝村のコノドント
という小さな歯のような化石で，オルドビス紀は
「地球暦」では 11月 25日頃，表紙に登場したハ
チノスサンゴもデボン紀で 11月 28日頃という
わけで，あっという間に晩秋になってしまった。
さらに，三波川変成岩や手取層群の恐竜化石にな
ると年末の 12月 22 ～ 25日，夕張の石炭大露頭
は 12月 27 ～ 29日である。
このように，地域別ではなく時代順（地球暦の
日付つき）というのが目新しく，「国指定天然記
念物」や「地質百選」，ジオパークはもちろん，
「県の石」になっていることなども紹介されてい
て楽しめる。
「日本列島の成り立ち」第 2章は「日本海が拡
大し列島となった頃」で，アジア大陸の東縁部に
海の堆積物が付加成長していた時代から，いよい
よ日本列島としての歩みを始める時代である。日
本海が拡大し，フォッサマグナが形成され，「グ
リーンタフ」など海底火山活動が活発化した。こ
れらのエピソードのほか，秩父盆地のパレオパラ
ドキシア（直訳すると「古代逆説獣」）や瑞浪層
群のビカリアなど有名な化石も紹介される。表紙
に登場する隠岐島

どうぜん

前の真っ赤な崖は（地球暦で）
12月 31日 14時頃形成されたカルデラの一部で
ある。そしてこの頃，太平洋側では伊豆弧が衝突
して丹沢の変成岩が形成された。
第 3章は「第四紀」であり，その開始の 258
万 8千年前は 12月 31日 19時 4分である。房総
半島上総層群の黒滝不整合が第四紀の基底付近
で，千葉県銚子付近ではザクロ石を含む火山灰層
がみつかっている。地磁気の逆転が発見された兵
庫県豊岡市の柱状節理がみごとな玄武洞や，世界
一若い北アルプス穂高連峰の滝谷花崗閃緑岩は
12月 31日の 22時 5分，阿蘇カルデラの形成は
23時 49分，もう「行く年来る年」の時間である。
火山活動以外にも，地震や活断層，風化や侵食
によるさまざまな地形として，海成段丘と河成段
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丘，表紙に紹介された沖縄県の玉泉洞などの鍾乳
洞や，氷河地形と現存する氷河が登場する。最後
の大トリが何かは，実際に手にとってご覧いただ
きたい。
一点だけ，重箱の隅をつつくようで恐縮だが，

室戸の海成段丘の説明が「氷期」となっていたの
で，「間氷期」としていただければとお願いしたい。
はじめに述べたとおり，すばらしい写真を見な

がら「地球暦」カレンダーをたどってゆく構成は
読みやすく，ジオパークの紹介もあり，地学の普
及と地学遺産の保全や活用に絶大な効果を発揮す
ると思う。A5判オールカラーで 191ページ，こ
れで 2,200円（税別）という価格も手頃で，旅行
や巡検に持っていき現地での確認はもちろん，往 
復の車中（機中・船中）でも楽しめる。評者は
「12月 31日の 23時 50分」以降の研究しかして
いないが，そこに至る 5億年の歴史に引き込ま
れること請け合いである。

 （久保純子）　
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