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●交通手段
■仙台市地下鉄
仙台市地下鉄東西線「青葉山駅」で下
車（仙台駅より乗車時間9分）。「青葉
山駅」北1出口より徒歩3分。

■仙台市観光シティループバス「るー
ぷる仙台」
JR仙台駅西口バスプールより乗車。
「理学部自然史標本館前」で下車。所
要約30分。

■自家用車
東北自動車道仙台宮城インターチェン
ジより仙台市街方面へ向かい、青葉山
トンネルを仙台城方面に出て、右折2
回、大橋経由。駐車場あり。

[オムニヴィデンス]
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●ご利用案内
総合学術博物館の常設展示は理学部自然史標本館
にて行っています。下記は理学部自然史標本館のご
利用案内です。

●入館料
大人150円/小・中学生80円
（団体は大人120円、小・中学生60円）
幼児・乳児は無料、団体は20名以上です。

●開館時間
午前10時から午後4時まで

●休館日
毎週月曜日  ,
お盆時期の数日  , 年末年始  ,
電気設備の点検日（例年8月最終日曜日）
    月曜日が祝日の場合は開館、祝日明けの日が休館となります。
    日にちが確定次第ホームページにてお知らせします。
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附属図書館理科大学コレクション・西洋古典の整備に協力

662022.3

中田横穴の3次元計測（福島県いわき市）
　1969年に丘陵の裾を削る県道拡幅工事で発見
された、崖に穴を掘って墓とした横穴墓です。多数
の副葬品から6世紀後半の造営と推定されていま
す。墓室には赤色と白色で連続する三角文を描いた
装飾があり、その重要性から国史跡に指定されま
した。総合学術博物館では貴重な文化財の保全の
ため、2021 年 12月に光学式非接触ハイエンド
3Dスキャナーを用いて詳細な３次元計測をおこな
いました。左写真は外気の影響を遮断する保護施
設です。　　　　　　　　　 （藤澤敦・鹿納晴尚）

総合学術博物館の
ホームページもご覧ください

東北大学総合学術博物館のホームページ
http://www.museum.tohoku.ac.jp/

　東北帝国大学の仙台での歴史は明治
44 年（1911）の 理 科 大 学（College of 
Science）開設から始まりました。今年は大
正 11年（1922）の本学法文学部設置より
100年目ということもあり、東北大学が文・
理を併せた総合大学としての体制を整えて
100年目の記念の年に当たります。
　開設当時からの蔵書を保管する附属図
書館北青葉山分館の依頼により、一昨年
から総合学術博物館の協力のもと、それら
を精選して理科大学コレクション（仮称）と
して整備し、いよいよ今年より保存環境の
整った附属図書館本館に移管することとな

りました。
　同コレクションには分類学の父と呼ばれる
カール・リンネ、その「使徒」の一人ツンベ
ルク、地質・古生物学のキュヴィエ、アガシ、
数学・天文学のガリレオ、エドモンド・ハリー、
ラグランジュ、ラプラス、また、物理ではウィ
リアム・ギルバートなどを初めとする1600年
以後の古典的な研究文献が集められてい
ます。
　附属図書館本館の西洋古典（1850年
以前の洋古刊本）区分の設定と併せて保
存と利用の環境が整うことで、今後の利活
用にますます期待が高まります。 西洋古典を収めた書架（附属図書館）



鼎談 : 鉱物・化石採集

企画展特別鼎談「仙台周辺での鉱物・化石採集」

竜ノ口層の化石
Oわたしたちの鉱物・化石採集では 11
月から3回にわたって（図 1）のように仙
台周辺の各地に出かけました。最初は泉
区西田中にある焼河原（やけがわら）、
それから根白石の堂所（どうどころ）、そ
して黒川郡大和町の宮床に行きました。S
さんは以前にもNさんと広瀬川の澱橋（よ
どみばし）に行かれたんでしたよね。
Sそうです。Nさん、仙台市内の化石の
産地と焼河原と澱橋の貝化石産地の層
準は、だいたい同じなんですか？

N竜ノ口層っていう意味では、その中で
化石産出層準といえばいくつかあるといえ
ばあるけど、そこまで細分して考えることも
ないかな。
Sじゃあ、堂所は？
Nそれは全然別だから。
S層自体が古いんですか。本当はそうい
う予備知識とか地質学的な知識をもって
行ってたらよかったんでしょうけど。
N化石採集はそうだよね。層準を追うって
いうのは、化石を見つけようと思っている
人たちが気にしなければならない一番のこ
とだね。
O最初に焼河原を選んだのはNさんのご
提案だったんですか。（写真 2）
Nいちばんメジャーな、すぐ採れてたくさん
採れて、クリーニングするっていうのでも使
いやすい試料だからね。
S仙台市内の化石とか鉱物とかまとめてる
『気分は宝さがし！せんだい地学ハイキン
グ』って本あるじゃないですか。あれにも
焼河原で採集している写真が載ってます
ね。
Oそのくらいスタンダードな場所ってことで
すね。澱橋も焼河原も同じ貝化石が採取
できると。センダイヌノメハマグリとか。（写
真 3）

Sあとラスボス、中ボス、どっちなんだろう、
タカハシホタテとか。ハマグリ系は、数は
すごく採れるけど崩れやすくて完全なもの
が少ないですよね。
Nでも、仙台でしか採れない種類だから
ね。仙台は本当に身近で化石が採れるん
だよね。世界で一番化石に近い町だと思
うよ。仙台駅東口のヨドバシカメラの敷地
からも竜ノ口層のクジラ化石が見つかって
る。その標本も収蔵室にあるよ。

焼河原の大きな発掘痕
Sこれとかも掘った跡なんかが、その後な
らされた感じになっているんですかね。あ
と、これなんかもオーバーハングになってる
ところがそうなのかな、と。（矢印）
Nああ、これはそう。ここは化石が出るか
らみんなが掘ってこうなってる。
O自然に形成されたわけじゃなかったん
だ。そんなに深く掘り起こされたってことで
すか。
Nタカハシホタテが出やすい。
S鉱物でも追っかけていくと、「マニア坑
道」って言われるのがいつの間にか出来
たりしますから。
N鉱物の場合と違うよね。見つけ方が。
あっちは脈みたいなのをたどるのかな。

2.　焼河原の竜ノ口層露頭で貝化石の発掘 3.　センダイヌノメハマグリなどの化石の露出

1.　鉱物・化石の採集場所

地底の森ミュージアムとの共催企画展「石っていろいろ！～仙台のミュージアムの“石”が大集合～」が2022年1月21日か
ら3月13日まで開催されました。総合学術博物館では展示だけでなく協力各館での石材調査をはじめ「石図鑑」の監修や
体験イベントのための鉱物・化石採集でも活動しました。企画展をきっかけに鉱物や化石を身近で採集してみたいと考えてい
る皆さまのご参考になることを願い、採集に従事した地質・古生物学出身で技術職員の根本潤（N）、事務職員で鉱物に目覚
めた齋藤拓（S）、史学教員である小川知幸（O）の鼎談（座談会）をお届けします。



鼎談 : 鉱物・化石採集

4.　堂所の河原で青麻層の露頭を探す 5.　宮床で地面に大量に落ちていた玉随 6.　川崎鉱山跡のズリ

Sそうですね。場所にもよりますし。脈的な
ものなんていうのは、今はもうほとんど見つ
けられないから結局はズリ（鉱山で発生
する捨石の集積所）探しっていうのがメイ
ンになっちゃうんで。
Nどっちかって言うと化石の方は層準を追
う作業だから。見つけるときは。でも鉱物っ
ていうのはそうじゃない。本当にピンポイン
トで、岩体が同じだからあるってわけじゃな
い。
Oそうすると、化石だとこうやって一定の
層のところを集中的に掘ることになるんで
すね。

堂所のホタテ貝・宮床の玉髄
O堂所も竜ノ口層ですか？（写真 4）
Nここは古いね。竜ノ口層は鮮新世なん
だけど、こっちは中新世になるね。古い
時代だね。
S堂所は、大堤層か青麻（あおそ）層っ
てちょっと迷うところでしたけど、青麻層じゃ
ないかっていう結論になりましたね。
Oここはどういう化石が採れるんですか。
Nホタテ貝の仲間が密集して出てくる。名
産地だね。
S逆にホタテしか出ないようでしたね。
Oああ、なんか層をなしてホタテが顔を出
してましたよね。
S竜ノ口層と違って砂岩質だったから、本
当に（タガネが）刺さんなくて。
N鮮新世と中新世の差ぐらいの硬さの違
いがある。（笑）
O宮床では、ごろっと崩れ落ちている玉
髄とかを拾えました。（写真 5）
Sそうですね。本当に、逆に手ごろなサイ
ズのものがごろごろでしたね。ただ、途中
で雨が降っちゃったりして採集としては消

化不良に終わってしまいました。

川崎鉱山跡の黄鉄鉱
Oここは川崎鉱山「跡」ということで稼
働はしてないんですよね。しかし何だかみょ
うにズリが新しく見えるっていう。（写真 6）
S溶け出した鉄さびがタール状に被覆し
ちゃうんで、石どうしがくっついて崩れにくく
なっている部分が多いんです。
N本気ならスコップを持っていくんでしょ。
Sスコップよりもツルハシのほうがいいです
ね。下に落ちているやつになると小さめで
したけど、ズリの中に入っているやつだと
大きい塊で入っちゃってると思うので、スコッ
プなんかだと、ガツンって。
Nなっちゃうんだ。
Sだからツルハシなんかでやるんだったら崩
していきながらっていうところかな。
Oここはおもに黄銅鉱が。
Sいえ、黄銅鉱は中ボス以上です。圧倒
的に黄鉄鉱（パイライト）です。（写真 7）
このときは黄銅鉱だって言えるものは一個
しかありませんでした。しかも薄い皮膜の
やつで。ここはあまり時間掛けずにやっちゃ
いましたからね。寒かったし。
Oさすがに身体が冷えてきて。
S○○さんがさっそく「石っていろいろ！」
展を見に行って、石ガチャをやったらしい
んです。そうしたら川崎鉱山の黄鉄鉱で、
「ちっちゃいやつしか付いてなかった」っ
て言われて。
Nこれならまあ、だいぶいい方だって。

高温型石英
O青葉の森緑地に戻ってきて。これはな
んでこんなふうに屋根っぽくなってるんです
か。（写真 8）

Sそれはもう柔らかさの違いですよね。
Nこれは岩が硬いんだよ。だから出っ張っ
て。だけどこっちはヤワいので。
O滝の水の流れでどんどんV字型に削ら
れてきたってことですか。で、ここも雨風と
かに下の層もえぐられてきた。
N何年か何百年かして、こういうふうに落っ
こちてくるんだよね。この（手前に見える）
大きな礫岩が。
Oそうか、これは上の層から落ちてきたも
のなんですね。
S写真上は V字だけど実際には水平のと
ころで滝が後退してる形でしょうからね。
Nでも硬いからなかなか削れないよね。
Sどれだけの時間をかけてこれだけ後退し
ていったのかっていう。
Oああ、何百万年。
Sはい。上からの土砂なんかが天然のヤ
スリ状態でどんどん削っていくわけです。
N（高温型石英を採取したときの写真を
見て）ああ、これは鉱物採集って言って
も層準を追って見つけるタイプじゃないの？
Sそうですね。白沢層だっていう話ですけ
ど、はっきりとはしていないみたいですね。
三滝層まで行ってしまうと高温型石英は
いっさい出ない。そもそも高温型石英は供
給源っていうか、それ自体はわかってない
らしいですからね。軽石なんかに含まれて
いたのが雨風かなんかで流されてきて溜
まったっていう。でも、それが大きくて多い
から産地として言われてるだけであって、
高温型石英ってわりと至るところにポロポ
ロ落ちてるんですよ。
Nこの小豆大のサイズのがっていうことね。
「郷六のダイヤ」って呼ばれてますね。小
さいものなら竜ノ口層なんかでもいくらでも
入ってるんだよ。
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Oなぜか白沢層とされているところには少
し、
Nでかいのが。
O集中して採れるところがあるんですね。

金を掘っていた？
Oこれが第 3回目の旧刈田鉱山というの
で、稼働やめてからずいぶん経って、戦
後まで動いていたんですか。
Sここは福岡鉱山と刈田鉱山の二つが
あって、福岡鉱山はだいぶ古くからやって
いたところだったんです。もとは銅関係な
んかを採っていたところに石膏が出てきて、
そっちに切り替えたところらしいんです。で、
刈田鉱山の方は昭和 30年代後半から稼
働した、日本国内でも随一に新しいような
鉱山なんですけれども、わずか十数年で
閉山しちゃったところでした。今回は、そ
このズリではなく、石膏の細脈から少し採
取した形です。
Oあかがね（赤銅）橋っていうのがあって、
銅を採ってたのかな、って。
S下流域の脇に進んだところに、しろがね
沢っていうのがあるんです。白金沢。そっ
ちは金なんですよね。
O金も採れたのかな。
Sなくはないですね。もしかしたら日本全国
いろんなところで採れていた可能性はあり
ますね。自分の地元にも、どこにでもあるよ
うな感じで三角山みたいなやつってある
じゃないですか、平地のところに突然ポコっ
てなっているような山とかの。そういうところ
は何らかの形で花崗岩的なものが残って
いる場合には金が出る可能性が高いと○
○先生もおっしゃってました。

7.　ズリから採れた黄鉄鉱 8.　青葉の森緑地「化石の森」　手前の礫岩は上の地層から落下 9.　雪花石膏

雪花石膏（アラバスター）
Oなんだかここ（石膏の細脈）は、ごろっ
としたアラバスターが露出しているという、
そんな場所でした。（写真 9）
Sたぶん、あの粘土脈があったところをて
いねいに掘ればいくらでも出てくると思いま
すよ。
Oなかなか見た目が美しいですね。
S石膏は手近な鉱物採取っていう意味で
は、行けば採れないことはないですからね。
ぜひ宮城の本場たる宮崎鉱山なんかも行
きたいところですけども。
Oそれはどこにあるんですか。
S加美町の。たぶん日本全国的に見ても
有名な石膏鉱山ですね（閉山）。石膏
鉱山って島根県を除けばおもに東日本な
んですよ。なので、うちらにとっては石膏っ
て山形にもあるよね、宮城でも採れるよね、
福島なんかけっこういっぱいあるよねってな
るけども、西日本に住んでる人からすれば、
O珍しい、ってことですね。
Sはい、珍しいというか、石膏ってそんな
に身近にあるものなんだっていうふうに受け
取られると思うんです。

材木岩（柱状節理）
O最後に、白石の材木岩です。（写真
10）
Nけっこうこれは迫力あるよね。この辺は
石とかね、すごいよね。
Sどうしても遠近感的なものとかがなくなっ
ちゃうからあれだけど、ふつうに一本一本
はひと抱え以上ですからね。あと、青葉
区大倉の定義山（じょうぎさん）。あそこに
も材木岩があるんですよね。
Oそこも材木岩って呼び方をしている？

Sはい。らしいです。ただ、そこに行くた
めに降りる道がだいぶ藪に覆われているら
しくて。ちょっと見てみたいところですね。
でも材木岩そのものって柱状節理はそん
なに珍しくないですからね。
Oあちこちにありますね。縦だったり横だっ
たり斜めだったりしますが。
S山形との県境近く、川崎にある柱状節
理のところは表面がうまい具合に削れ
ちゃってて、天然のウォータースライダーみ
たいになってるところがあるんですよ。あれ
はあれで触れるところに柱状節理の露頭
があるので一見の価値ありかなって思いま
す。

まとめ :「石」のおもしろさ
Oそろそろ予定時間も過ぎてしまったので、
まとめに入りたいと思います。
S石のおもしろさって、ふつうの石だと表
面は光沢がないじゃないですか。そんな
に綺麗っぽくも見えないけども、ちゃんと切っ
て研磨すると、こういうようなツヤツヤの飾
り石とかにも使えるようなものに、ほとんどが
なるんですよね。なので、ただの石じゃん、っ
ていうふうな形だけでないのも、また石のお
もしろさなのかなって思うんですけど。
Oカットしたり研磨したりすると、そういう興
味が湧くことになるんですか。
Sだから瑪瑙なんかも同じですよ。あれは
自然のままで持ってるよりは、やっぱりカット
してその面に対してのところの綺麗なところ
を見ないとっていうふうな。あれは本当に
人工的に手を掛けるっていうよりは、エン
ハンスト（美しさを引きだすため加熱や含
浸処理されたもの）っていう扱いにはでき
るものですからね。
N初心者の人には、水晶とか。



鼎談：鉱物・化石採集；共催企画展

「石っていろいろ！～仙台のミュージアムの“石”大集合！～」

　総合学術博物館と地底の森ミュージア
ムの共催で企画展「石っていろいろ！～
仙台のミュージアムの “石”大集合！～」
を、地底の森ミュージアム企画展示室を
会場として開催しました。仙台にある各種
ミュージアムの所蔵する珍しい化石や鉱
物、また石器・板碑・石臼などをあつめ、
その石材の正体と産地も知ることのでき
る、仙台周辺の「石」の総合展として大
変ご好評をいただきました。
（写真提供＝地底の森ミュージアム）

10.　白石市七ヶ宿の材木岩（柱状節理）

共催企画展ポスター 地底の森ミュージアムでの展示室のようす

根本潤 齋藤拓 小川知幸

S手軽に採れる水晶産地が、宮城にはな
いんですよ。
Oなかなか難しいようですね。県内だと。
S鉱物マニアの人たちにとっては宮城県も
石なし県って言っちゃうくらいですから。
Oそれは水晶を指して？
Sいえ、鉱物全体を指して。めぼしい鉱
物がない県っていう意味で。いや、そん
なことないんだけどな、って。
Oその辺が今回の採集のきっかけでは
あったわけですよね。
Sそうですね。こういう話題をつうじて、採
る採らないは別としても身近なところに自然
のいろんなものが産出していて見ることもで
きるんだって少しでも感じてもらえるんだった
ら、いいですよね。
Nいや、むしろ逆の入り方をしてもらったほ
うがいいと思うんだよね。化石を、今日はじゃ

あ採りに行くよ、行きましょうって、いきなり
化石が採れる現場に行って、はいこれが
化石ですっていうよりも、まずは地層を見
てから、
Sああ、こういうところにこういうのがあるん
だよっていうふうな。
Nで、入っていかないと、何だろう、
Sああ、モノだけで満足しちゃいますよね。
Nそう。そこにたんに、何であるのかも何
も考えないで、あるから採ろうみたいになっ
ちゃう。鉱物もそれだよね。そういう岩体と
か、その土地の成り立ちがあってこそ、そ
こにそういう鉱物が産出するっていうのが
あるから、それを一緒に知るっていうところ
は大事だと思う。
Sそうですね。市民参加型でもしもこういう
ふうな採集体験会をやるんだったら、最初
の一時間は座学でしょうね。

N化石産地にしろ鉱物産地にしろ、もとも
と地質なりを調査してて、ああ、ここにこん
なのがあるねっていうのがわかってそういう
産地とか鉱山になっていった。最初に発
見するような気持ちをもってるといいのか
な、と思う。
Sそうですね。でも鉱物にしても化石採集
にしてもわりと成果があってなんぼってなっ
ちゃうんですよね。逆に成果がなければな
んでここでは採れなかったんだろうって考
えるのも面白いんですけどね。
Oやっぱり自分なりの発見があると楽しい
ですよね。本日はありがとうございました。

（構成／写真＝小川知幸）

※ 前号で予告した旧生物学教室での展
示設営の記事は諸事情により次号に掲
載します。



フォーラム講演・討論会 ; 展示パネル

蔵王の魅力再発見フォーラム講演・公開討論会

　蔵王町をジオの観点から紹介して地域
の魅力を考える公開討論会「蔵王の魅力
再発見フォーラム」が、12月25日に蔵王
町ございんホールでおこなわれました。基
調講演では山形大学の伴雅雄氏が蔵王
火山・青麻山の成り立ちを解説し、当館
の髙嶋礼詩が蔵王町の過去 2000万年

間の大地の歴史を紹介しました。宮城学
院女子大学の宮原育子氏はジオパークと
地域振興との関係について話題を提供
し、パネルディスカッションでは活発な討論
がおこなわれました。
　蔵王町は「蔵王ジオパーク構想」を立
ち上げ、日本ジオパークの認定をめざして

展示パネルとウタツギョリュウ完模式標本

東北地方で発見された中生代の大型脊椎動物化石の展示パネル

　日本海が誕生するよりはるか昔、中生
代の東北地方・太平洋沿岸地域はアジ
ア大陸の東の縁に位置していたことがわ
かっています。これらの地域には当時の
陸域や浅海域で形成された地層が点 と々
分布していて、恐竜や魚竜をはじめとした
大型脊椎動物の化石が産出しています。
　本展示パネルでは、これまで東北地方
から発掘された 12体の中生代の大型脊
椎動物化石とその産地を紹介しています。
このうち東北大学所蔵の化石はウタツギョ
リュウとイナイリュウの 2体となります。ウタ
ツギョリュウは世界最古級の魚竜化石で、
展示室の標本は完模式標本に指定され
ています。ウタツギョリュウ化石は福井県
立恐竜博物館の 2021年特別展「海竜　
恐竜時代の海の猛者たち」に出展してい
ましたが、2022年 1月中旬に当館に戻っ
てきて、ふたたび展示しています。もう一
体のイナイリュウは、1939年に小学校教
員の鈴木喜三郎氏により発見された日本

唯一の偽竜類の化石です。残念ながら
化石本体は戦時中に行方不明となったま
まです。Yabe & Shikama （1948）にこの
化石の記載とスケッチが掲載されており、
学術的にも貴重な標本であることが証明さ
れています。最近は登米町のイナイリュウ
の発見地点に看板が設置され、再注目さ
れています。このほか岩手県の久慈層群

からは恐竜化石が近年続 と々産出してお
り、発掘が続けられています。
　東北地方の東縁部にはこれらの産地
以外にも中生代の堆積岩類が分布してお
り、今後も大型脊椎動物化石の発見が
期待されます。

（文／写真＝髙嶋礼詩）

います。今回、町内外から150名をこえ
る多くの方々が参加し、ジオパーク構想へ
の関心の高さを実感しました。このフォー
ラムは地元の方 に々とって地域のジオの魅
力発見とジオパーク構想支援のきっかけに
なったのではないでしょうか。

（文／写真＝髙嶋礼詩）

パネルディスカッションのようす 基調講演での髙嶋教授



化石標本受贈 ; 貢献賞受賞

高倉山層産のペルム紀頭足類が寄贈されました

知られていて、これまでたくさんの化石が
記載・報告されてきましたが、その詳細な
年代については意見がわかれていました。
高倉山層の頭足類化石をもっとも多数産
出した産地は現在いわき市の天然記念物
指定をうけており、多数の追加標本を得る
ことは困難となっています。
　鈴木さんの収集された頭足類標本には
多様な種類が含まれており、高倉山層の
年代やこの時期の南部北上帯の頭足類
化石群を知るための貴重な研究資料で
す。

　この鈴木標本を総合学術博物館協力
研究員の永広昌之博士が検討した結果、
120点の標本のうち、保存の良くない、あ
るいは未成熟な個体で同定が困難なもの
をのぞく、計 71個体が同定され、同標
本には、4属 8種のオウムガイ類（1新
種を含む）と8属 8種および属種未定の
1亜科のアンモノイドが含まれることがわか
りました。
　これらの属種構成から、高倉山層の頭
足類の年代は中期ペルム紀の中期（ワー
ディアン期）であることが確実となりました。
高倉山層の群集は、南部北上帯のワー
ディアン期の頭足類群集としてはもっとも多
様なものです。この研究成果は 2022年
3月発行予定の東北大学総合学術博物
館紀要（B u l l e t i n  o f  t h e  To h o k u 
University Museum）第 21号に掲載さ
れます。

1 - 3．オウムガイ類．
4 - 6．アンモノイド類．
1. Pleuronautilus chisatoi Ehiro（新種）, 
2. Pleuronautilus cf. gregarius（Miller）, 
3. Endolobus? sp., 4. Agathiceras sp., 
5. Neopopanoceras cf. scrobiculatum 
（Gemmellaro）,  6 .  Roadoceras  c f . 
roadense（Böse）.

　このたび福島県いわき市在住の化石収
集家・鈴木千里さんから、主として 1960
年代から1970年代に、いわき市四倉町
の高倉山東方に分布するペルム系高倉
山層から採集された頭足類化石およそ
120点が東北大学総合学術博物館に寄
贈されました。
　高倉山地域は、北上山地の南半部を
占める南部北上帯とよばれる地質区の延
長にあたるもので、その南西端に位置し
ています。この地域にペルム紀化石を産
する泥岩主体の地層があることは古くから

黒柳助教が2020年度地球環境史学会貢献賞を受賞

　総合学術博物館の黒柳あずみ助教が
研究テーマ「有孔虫記録を基にした海洋
環境の精密推定」により、地球環境史学
会の 2020年度地球環境史学会貢献賞
を受賞しました。
　地球環境史学会は、地球環境変動に
かかわるさまざまな研究分野の研究者・
学生から構成されています。地球環境史
学会貢献賞は、地球環境史の解明に対
して顕著な貢献をした研究者に授与される
ものです。
　第 7回地球環境史学会年会は 2021
年 10月23日にオンラインで開催され、年

会前の地球環境史学会総会において学
会賞・奨励賞・PEPS論文賞とともに貢献
賞のオンラインでの表彰式がおこなわれま
した。
　表彰式では、各受賞者が村山雅史・
地球環境史学会長より表彰されたのち、
それぞれ短いコメントを述べました。
　昨年度と本年度は新型コロナ感染症の
ためオンラインでの開催でしたが、通常の
年会は対面形式で開催され、2018年 11
月には、東北大学で開催されたこともあり
ました。そのさいには 2日間の会期中に
100名近くが参加しました。

寄贈された高倉山層産頭足類の一部

貢献賞の賞状と有孔虫 3D模型



Omnividensはラテン語で、英語のall-seeingに相当し、
「普く万物を観察する、見通す」の意味をもっています。

理学部自然史標本館

東 北 大 学
総 合 学 術 博 物 館
THE  TOHOKU  UNIVERSITY  MUSEUM
〒980-8578
宮城県仙台市青葉区荒巻字青葉6-3
tel/fax. 022-795-6767
©The Tohoku University Museum

●交通手段
■仙台市地下鉄
仙台市地下鉄東西線「青葉山駅」で下
車（仙台駅より乗車時間9分）。「青葉
山駅」北1出口より徒歩3分。

■仙台市観光シティループバス「るー
ぷる仙台」
JR仙台駅西口バスプールより乗車。
「理学部自然史標本館前」で下車。所
要約30分。

■自家用車
東北自動車道仙台宮城インターチェン
ジより仙台市街方面へ向かい、青葉山
トンネルを仙台城方面に出て、右折2
回、大橋経由。駐車場あり。

[オムニヴィデンス]
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●ご利用案内
総合学術博物館の常設展示は理学部自然史標本館
にて行っています。下記は理学部自然史標本館のご
利用案内です。

●入館料
大人150円/小・中学生80円
（団体は大人120円、小・中学生60円）
幼児・乳児は無料、団体は20名以上です。

●開館時間
午前10時から午後4時まで

●休館日
毎週月曜日  ,
お盆時期の数日  , 年末年始  ,
電気設備の点検日（例年8月最終日曜日）
  月曜日が祝日の場合は開館、祝日明けの日が休館となります。
  日にちが確定次第ホームページにてお知らせします。

2

附属図書館理科大学コレクション・西洋古典の整備に協力

662022.3

中田横穴の3次元計測（福島県いわき市）
1969 年に丘陵の裾を削る県道拡幅工事で発見

された、崖に穴を掘って墓とした横穴墓です。多数
の副葬品から6世紀後半の造営と推定されていま
す。墓室には赤色と白色で連続する三角文を描いた
装飾があり、その重要性から国史跡に指定されま
した。総合学術博物館では貴重な文化財の保全の
ため、2021 年 12月に光学式非接触ハイエンド
3Dスキャナーを用いて詳細な３次元計測をおこな
いました。左写真は外気の影響を遮断する保護施
設です。 （藤澤敦・鹿納晴尚）

総合学術博物館の
ホームページもご覧ください

東北大学総合学術博物館のホームページ
http://www.museum.tohoku.ac.jp/

　東北帝国大学の仙台での歴史は明治
44 年（1911）の 理 科 大 学（College of 
Science）開設から始まりました。今年は大
正 11年（1922）の本学法文学部設置より
100年目ということもあり、東北大学が文・
理を併せた総合大学としての体制を整えて
100年目の記念の年に当たります。
　開設当時からの蔵書を保管する附属図
書館北青葉山分館の依頼により、一昨年
から総合学術博物館の協力のもと、それら
を精選して理科大学コレクション（仮称）と
して整備し、いよいよ今年より保存環境の
整った附属図書館本館に移管することとな

りました。
　同コレクションには分類学の父と呼ばれる
カール・リンネ、その「使徒」の一人ツンベ
ルク、地質・古生物学のキュヴィエ、アガシ、
数学・天文学のガリレオ、エドモンド・ハリー、
ラグランジュ、ラプラス、また、物理ではウィ
リアム・ギルバートなどを初めとする1600年
以後の古典的な研究文献が集められてい
ます。
　附属図書館本館の西洋古典（1850年
以前の洋古刊本）区分の設定と併せて保
存と利用の環境が整うことで、今後の利活
用にますます期待が高まります。 西洋古典を収めた書架（附属図書館）
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