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富士川河口：プレート境界の上陸地点．
この写真は，富士川河口域をヘリコプターか
ら撮影したもので，静岡新聞社から提供され
たものである．富士川河口の南方には，富士
川から供給される大量の砂礫を貯える海底扇
状地，フィリピン海プレートのユーラシアプ
レートへの沈み込み境界の駿河トラフそして
南海トラフへと連なる．このプレート境界に
沿って，富士川から供給された堆積物は四国
沖にまで達し，付加体の形成に重要な役割を
果たしている．このプレート境界部の地下百
数十kmには太平洋プレートが沈み込んでお
り，その火山前線上には日本最高峰の富士山
が位置している． 富士の山体は新富士火山
活動によって形成されたが，最終氷期には様
相を異にした古富士火山の活動があり大量の
泥流堆積物をもたらした．富士山と富士川の
間には，この泥流堆積物に覆われた富士川河
口域堆積物から構成される星山丘陵および羽

鮒丘陵がある．富士山の左側遠方に見えるの
は天子山地であり，中新世のフォッサマグナ
埋積堆積物および鮮新世の丹沢衝突によって
もたらされた礫質堆積物によって構成され
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る．富士川河口部左側は，河口部堆積物およ
び火山岩類から構成される蒲原丘陵である．

（新妻信明）



1． 第一次地質基準とは
現在，実施されている土木，資源探査，

災害，廃棄物処理，環境対策などを目的と
する事業についての基本構想や基本対応を
行う場合に，その地域の地質学的理解を充
分得ることは必要不可欠である．本基準は，
これらの地質学的調査を具体的に実施する
基準を定めるものである．本基準は，調査
の発注・受注側双方に調査内容や方法を明
確に示し，調査の質を保証するために，本
基準のもとに実施される調査の結果は，地
質学の基礎資料として使用でき，地質学の
発展のために重要な役割を担うことが期待
される．また，本基準によって諸目的にお
ける地質学的調査の役割や方法が明確に示
されることから，大学などにおける地質学
の教育における指針ともなる．

より良い地質学的理解を目的とする本基
準の内容は，地質学の発展や調査の進行に
よって定期的に書き換えられるべきもので
あり，5年ごとの改訂を行うことを計画し
ているが，本基準は地質学会によって策定
される最初の基準である．

2． 地質体区分
これまでの調査は，地域の地質特性を考

慮せずに全国統一基準のもとに実施されて
きているが，本基準は地質特性に従った地
質体区分ごとに基準を定める．本基準では，

日本列島の地質体を地質調査所1990年発
行の200万分の1地質図に基本的に従い，
正常堆積物，沖積層，付加体堆積物，火山
および火山岩，深成岩，変成岩，人工地質，
に区分する．また，地質特性として断裂，
重力崩壊，風化・変質，地質汚染について
も基準を定める．

3． 調査方法のランク付け
各地質体区分についての調査を実施する

場合には，それぞれの地質調査項目につい
て種々の調査方法が用いられるが，本基準
では，それらの調査方法をランク付けして
示す．必要最小限の調査を「D」とし，研
究途上の手法を駆使した最先端の調査を

「A」とする4つのランクに区分して示す．
また，全ての調査および測定結果について
の地質学的評価・考察を含め，必要最小限
の調査には，既存の諸資料を有効に活用す
るための調査を必ず含めることとする．

4． 本基準案の構成
本基準案は，評議員会で検討されること

前提に作成されたものであり，各地質体区
分と地質特性について策定されている地質
基準の概要説明1枚と調査法一覧表1枚か
ら構成されている．

本基準案に含まれている地質体区分・地
質特性とその担当委員は，

1）正常堆積物 皆川・早川
2）沖積層 籾倉
3）付加体堆積物 酒井
4）火山および火山岩 山元・井出
5） 深成岩 滝田
6） 変成岩 服部
7） 断裂 宇田
8） マスムーブメントとマスムーブメン

ト堆積物 岩松
9） 地質汚染調査 上砂

である．

1） 正常堆積物
1． 正常堆積物とは

正常堆積物とは，海成，非海成およびそ
れらを混合したもので，地層累重の法則が
成立し，化石層序を確立することのできる
堆積物を言う．こうした正常堆積物では，
多くの場合，側方への追跡が可能で，岩
相・厚さ等が側方で変化したり，あるいは
褶曲・断層等で切断される場合もあるが，
地層の連続は復元することが可能である．

2． 調査目的

正常堆積物では，地質層序・堆積相，地
質構造および岩質・堆積環境を明らかにす
ることにより，地質図学によってある地点
のデータから周辺を推測することが可能で
ある．したがって，地質層序・堆積相，地
質構造および岩質・堆積環境を明らかにす
ることが，正常堆積物にとって重要な調査
目的となる．

3． 調査方法

正常堆積物の調査目的となる地質層序・
堆積相，地質構造および岩質・堆積環境を
大項目とすれば，それぞれの大項目を細分
した項目に対応した調査方法がある．

地質層序・堆積相では，地質岩体の規模
や地層境界の位置等の調査項目と地質年代
等の調査項目があるが，前者は野外での物
理探査やボーリング調査が主な調査方法と
し，後者は室内での分析が主な調査方法と
なる．

地質構造については，主に野外での物理
探査，ボーリング調査，調査坑調査，トレ
ンチ調査等が主な調査方法となる．

岩質・堆積環境では，岩石の硬さ等の工
学的な問題に深く関連する調査項目もあ
り，それらは標準貫入試験や室内の岩石・
土質試験等の調査方法がある．

別表に示したような調査方法は，その調
査方法単独では各調査目的を達成できない
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第一次地質基準策定委員会　1997年12月10日

足立勝治・天野一男・服部　仁・早川俊之・井出俊夫・岩松　暉・皆川
潤・宮島吉雄・水野篤行・籾倉克幹・新妻信明（委員長）・楡井　久・坂
幸恭・酒井　彰・滝田良基・宇田進一・上砂正一・山元孝広

第2回第一次地質基準策定委員会．1997年6月18日に丸石ビル会議室で建設省土木研
究所の神尾重雄地質官に参加いただき，検討が行われた．



場合がある．すなわち，物理探査から得ら
れる情報は物性値であり，地質岩体の分布
や地層境界の位置の情報が直接得られので
はなく，得られた物性値から推定する必要
がある．また，ボーリング調査等は点の調
査であるため，調査目的を達成するために
は他のボーリングあるいは他のデータと整
合を取ることが必要となる．したがって，
別表では共通調査として既往資料のコンパ
イルや地質図，地質断面図の作成等を調査
項目として加えている．

（皆川　潤・早川俊之）

2） 沖積層
1． 沖積層の定義と特徴

沖積層は，海水面が100m前後低下して
いた氷期に削られた地形を埋積した地層で
あり，最終氷期最盛期から現在に連なる約
18,000年間に存在した水系沿いの扇状地・
河床・氾濫原・自然堤防・低湿地・河口・
内湾などで堆積した礫・砂・シルト・粘
土・泥炭などからなる．層序・層相は，海
水準変化，沿岸の波と潮流，背後地の河川
の堆積作用に支配されるが，海水準変化史
がその基調をつくる．

沖積層は，人間の生活・生産活動の基盤
として重要な位置を占めているにもかかわ
らず

①　地表露頭の観察できることが稀で，
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ボーリングなどによってしか情報が
採取できない，

②　これまでのボーリングは，建物や構
造物の地盤支持力を知るN値情報が
大部分であり，

③　これまでの地質平面図では細分され
ることが少なかった．

④　地質の詳細情報の蓄積が，地域の過
去18,000年間の地盤環境復元はもと
より地球規模の環境の経時変化の予
測に役立つ．

などの特徴をもつ重要な地質体であるた
め独立した基準をつくることとした．

しかし，沖積層の大部分は正常堆積物で
あり，ここでの特段の定めのない限り，別
に定める正常堆積物の地質基準の適用を受
ける．また，挟在する火山噴出物は火山お
よび火山岩の基準を適用する．

2． 調査目的

沖積層の層序・層相および地質構造を明
らかにし，過去約18,000年間の海水準変化
史およびこれにまつわる地域環境史を編む
ことを通じて，われわれの生活・生産基盤
として重要な地位を占めている沖積低地お
よびこれに連なる土地の地盤性状の三次元
的・時系列変化を明らかにする．

3． 調査項目と調査方法

調査目的を達成するための調査項目とし
て以下の6大項目を挙げる．
q1w 沖積層堆積の場
q2w 沖積層供給源の環境
q3w 沖積層の層序・層相と堆積環境
q4w 地質構造（隆起・沈降，不整合，撓曲，

褶曲，断層）
q5w 海水準変化史
q6w 層相ごとの物理的・力学的性状

調査方法としての事前調査，野外調査お

よび室内調査のうち，野外調査のウエイト
が高いことはほかの地質体と変わらない．
しかし，地表地質踏査の重要性は地域によ
って異なる．南房総や静岡南部のように沖
積層が段丘崖で観察できるところでは踏査
のウエイトが高いが，わが国の大部分の沖
積低地のように沖積層が平野の下に埋没し
ているところでは低い．後者ではオールコ
アボーリングと採取試料の分析および反射
法弾性波探査が役立つ．

調査項目の細分とそれぞれに対応する具
体的調査方法をランキングして次の表に示
す．

（籾倉克幹）

3） 付加体堆積物
1． 付加体堆積物とは

付加体堆積物は大陸縁辺での海洋プレー
トの沈み込みに伴う付加作用で形成された
地質体を構成する堆積物である．砂岩や泥
岩およびその互層からなる陸源の海溝充填
堆積物と，海山を構成する玄武岩や礁性石
灰岩，層状チャートや珪質粘土岩などの遠
洋性堆積物，珪質泥岩などの半遠洋性堆積
物からなり，これらがメランジ（混在岩）
やチャート・砕屑岩シーケンスを構成して
いる．これらの堆積物は，美濃-丹波-足尾
帯，黒瀬川帯，秩父帯，四万十帯，北部北
上帯，渡島帯，日高帯および三浦半島-房
総半島などに分布し，日本列島の骨格を形
成している．

2． 調査の目的

付加体堆積物の分布（側方や鉛直方向へ
の拡がりや連続性），層序（海洋プレート
層序の復元），付加してから現在の位置に
定置するまでの変形や温度圧力履歴の復
元，また，これらを被覆していた正常堆積

物（前弧海盆堆積物や陸棚斜面堆積物など）
との区別・記載，さらに，固さ・透水性・
風化・変質などとの岩石の物性の測定など
を目的とする．

3． 方法

基質や岩塊の特徴やそれらの地質年代な
どから層序を区分し，鱗片状劈開の走向・
傾斜や岩塊の延びの方向などから地質構造
を明らかにする．また，イライトの結晶度，
ビトリナイト反射率や弱変成作用などから
温度・圧力履歴を明らかにする．さらに，
固さ・透水性・風化・変質などの物性を測
定することにより，工学的問題に関するデ
ータを提供する．

留意事項

1． 付加体堆積物は，付加コンプレックス
（堆積岩コンプレックス：累層群または
層群に相当）と，衝上断層で境されるユ
ニット（コンプレックス：累層に相当）
に分けられる．

2． 層理・葉理と鱗片状劈開は区別して測
定・記載する．

3． ユニットの形成年代（付加年代）は泥
岩・酸性凝灰岩の微化石年代で近似され
る．

4． 調査目的が小範囲の精密調査であって
も，ユニットの特徴を識別できる程度の
範囲の概査が必要である．

5． 各種の測定にあたっては，基質（泥質
岩）と岩塊とを区別し，両者の接触関係

（堆積性接触・断層・すべり面など）を
も考慮することが必要である．

6． 地下地質を把握するための調査では，
地表調査の結果から必ずしも地下構造が
外挿できないので，正常堆積物で実施す
るよりも多くのボーリングが必要であ
る．
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7． 付加体堆積物に関しては研究者により
様々な用語が使用されている．研究途上
で用語の統一は困難かもしれないが，定
義を明確にし整理すべきである．

（酒井　彰）

4） 火山および火山岩
1． 火山および火山岩

沈み込み帯に位置する日本列島には多く
の火山が分布するとともに，地層中にも膨
大な量の火山噴出物が含まれている．その
形成年代・岩質・物性・堆積環境は多様で
あり，個々の噴出物の岩相変化も大きく，
正常堆積岩とは異なる独自の地質調査方法
が必要となる．また，火山地域では噴火災
害や地熱資源に対する調査も必要とされて
いる．

2． 調査目的

ここでは調査内容を目的に応じて火山岩
分布域における一般の地質調査，活火山の
調査と地熱調査の3つに区分する．一般の
地質調査では，火山岩の種類・分布形態・
構造を把握することが主要な目的となる．
活火山の調査では地質学的手法により噴火
活動履歴を把握することと地球物理学・地
球化学的手法により火山活動状況を把握す
ることを目的としている．また，地熱調査
では貯留構造・熱構造・地熱流体流動を総
合的に評価して地熱系モデルを構築するこ
とを目的としている．

3． 方法

火山岩分布域における一般の地質調査で
は，空中写真による地形判読，地表踏査に
よる地質図および岩相区分図の作成，岩石
薄片の顕微鏡鑑定，粒度分析および粒子形
状による火砕岩の鑑定，全岩化学組成分析，
鉱物化学組成分析，X線回折分析，放射年
代測定，古地磁気測定等による火山岩の分
布・年代調査や地球物理調査（精密重力測
定，地震探査），構造試錐による地下構造
調査が必要である．火砕岩の鑑定にあたっ
ては構成粒子の粒径による分類が重要で，
岩相区分図はその分類を反映したものであ
る必要がある．また，火山岩は岩相変化に
応じて岩石の物性も著しく変化するので，
岩相区分図にその変化が表現されている必
要もある．火山体の内部構造を地表踏査か
ら把握するためには堆積相解析も有効であ
る．

活火山調査のうち，噴火活動履歴調査で
は地表踏査およびトレンチ掘削による噴出

物層序の確立，噴出量時間積算階段図の作
成，古文書からの噴火記録の抽出，放射年
代測定，指標テフラの同定，岩石薄片の顕
微鏡鑑定，粒度分析による火砕岩（物）の
鑑定，全岩化学組成分析，古地磁気測定等
が必要である．特にこの調査では，各噴出
物の岩石学的性質，粒度組成，粒子形状か
ら，噴火様式を特定することが重要である．
また，活火山の活動状況調査では地震観測，
地殻変動観測（傾斜観測・GPS観測・光
波測量），地磁気観測，電気比抵抗測定，
精密重力測定，火山ガスの化学組成及び同
位体組成分析，二酸化硫黄放出量測定，地
下水・温泉水の温度測定等が必要である．
最終的には地質学・地球物理学・地球化学
データを総合評価してマグマ供給系モデル
を構築する必要がある．

地熱調査のうち，貯留構造調査には地表
踏査による地質図の作成，精密重力測定，
電気比抵抗測定，構造試錐，電気検層，速

度検層，注水試験，コア試験（岩石薄片，
X線回折，熱伝導率・有効空隙率・密度測
定）等が必要である．特にこの調査では地
下構造を把握するとともに，貯留の場の性
質・位置・規模を明らかにしなければなら
ない．熱構造調査では地表踏査による変質
分帯図の作成，岩石薄片の顕微鏡鑑定，X
線回折分析，地温調査，放熱量調査，熱流
量調査，岩石の放射年代・古地磁気年代測
定，全岩化学組成分析，鉱物化学組成分析，
流体包有物均質化温度測定，温泉水および
噴気ガスの地化学温度測定，試錐の温度検
層，温度回復試験等が必要である．特にこ
の調査では熱源の種類・年代・温度・体
積・位置・深さや地熱貯留層を含む地域全
体の温度分布・熱流量を把握し，その熱量
を評価しなければならない．地熱流体流動
調査では土壌ガス測定，温泉水の化学組成
および同位体組成分析，噴気ガスの化学組
成分析等が必要である．特にこの調査では，
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地熱流体の起源・流動方向・貯留場所を把
握しなければならない．

（文責：山元孝広，井出俊夫）

5） 深成岩
1． 定義と特徴

本基準で対象とする深成岩とは，マグマ
が地下でゆっくり冷却・固結して生じた完
晶質の岩石をいい，花崗岩類やハンレイ岩
類を代表とするが，いわゆる半深成岩も本
基準の対象とする．

深成岩の特徴は，高温のマグマが冷え固
まって形成されたために熱の供給源であっ
たことと，不規則な形状の岩体を形成する
ことである．また，地表では高温で形成さ
れた結晶が不安定となり，風化を受けて脆
弱化しやすい．マサはこの代表的なもので
ある．

2． 調査の目的

深成岩，特に花崗岩類は大陸地殻の主要
な構成物であり，地質構造発達史の上では
特別な位置（時間，場所）を占めている．
したがって，深成岩を形成したマグマの発
生から定置位置への移動とそこでの冷却・

固結の過程や，現在まで受けてきた構造運
動の履歴を明らかにすることは主要かつ重
要な調査目的である．また，風化・変質作
用によって脆弱化した岩石（特にマサや温
泉余土）は，災害の素因となりやすく，構
造物の基礎としても不適な場合がおおいの
で，風化・変質岩の土木的性状調査も大き
な目的の一つである．深成岩，特に花崗岩
類は様々な鉱物資源を伴うが，これについ
ては本基準ではふれない．

3． 調査方法

いずれの調査目的にたいしても，地質踏
査による野外での地質観察が基本となる．

岩石の成因調査は，野外においては踏査
によって岩体区分や岩相区分，他の地層・
岩石との接触関係の調査を行う．露頭欠如
部では，必要に応じて表土はぎやハンドオ
ーガー，ボーリング，トレンチなどによっ
て接触関係を確認する．また，野外におけ
る重力・磁気・放射線量の測定や地震探査
は岩体区分に有効な場合がある．偏光顕微
鏡観察などの記載岩石学的手法や全岩化学
分析による主要元素・微量元素・希元素の
分析，同位体測定は成因調査の有効な手法
となりうる．EPMA等による鉱物分析によ

って，岩石の成因や冷却史の情報を得るこ
とができる．

地質構造・岩体形成史調査としては，踏
査による地層や岩体相互の形成順序の把
握，断層調査（断裂調査基準参照），節理，
岩脈，岩体の内部構造の把握があり，捕獲
岩・包有物の調査はマグマの移動から定置
までの情報を与えてくれる．岩石の形成年
代は様々な年代測定法によって得ることが
できる．

土木地質的性状調査は風化・変質岩石の
野外における分布や性状の把握を基本と
し，鉱物の同定はX線回折分析により行う．
岩石の詳細な分布や岩石の硬さや透水性状
等の工学的性状調査では，ボーリングや各
種物理探査，室内での物理・力学試験など
が行われるが，ここでは地質踏査時の定性
的性状調査に留める．

（滝田良基）

6） 変成岩
1． 変成岩

変成岩は，堆積岩・火成岩(火山岩・火
砕岩を含む)とともに三大別される岩石で
ある．変成岩は，既存の地層・岩石が，続
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成作用や埋没変成作用などを経て，累進変
成作用を受け，地下深所において最高の温
度・圧力に到達し広域変成岩になる．その
後，上昇に転じて地表付近に出現する過程
では，後退変成作用，変形・変質作用を受
ける．

火成岩が貫入したところでは，熱の影響
で接触変成作用を，また，断層や破砕帯周
辺では変形作用を受ける．

2． 調査の目的

変成岩は，原岩が続成作用や埋没変成作
用を経て，地下深部において累進変成作用
を受けた後，後退変成作用とともに地表に
上昇するまでの全過程において，時期ごと
に異なる条件下に置かれる．原岩や一度変
成岩になったものが，元の岩石構造や造岩
鉱物がそのまま保持されることは少なく，
成分移動を伴うこともあり，別の岩石にな
る．また，重複変成されることも珍しくな
い．したがって，変成岩の調査・記載に当
っては，原岩，変成岩および変形岩をそれ
ぞれ区別する．

変成岩の特徴は，新しく形成される鉱物
が定向配列して岩石に異方性が生じて脆弱
化の一因になる一方で，接触変成作用を受
けた場合では，元の岩石構造が消滅して，
ホルンフェルスのように均質化して堅固な

岩石になる．また，断層や破砕帯周辺では
変形作用を受け，変形岩になり脆弱な岩石
ができ易い．

変成作用は，原岩の岩石構造・原岩の鉱
物組み合わせ・原岩の化学組成から，どの
ような累進変成作用および後退変成作用の
経路をたどったか，各段階における鉱物の
再結晶・鉱物間の化学反応などの物理化学
的条件および熱源を調べ，全体の時系列変
化P_T_t loopを作成する．究極的には，ス
ケ－ル入り三次元立体断面図を作成し，周
辺地域における関連する複数の地質事象

（火成岩貫入，上昇・削剥・礫供給・不整
合）と照合し，変成作用のloopと成因・
形成史を明らかにする．

変形岩は，変成域上昇過程における温度
低下・減圧・加水に伴う後退変成作用のと
き形成され，変質作用も受ける．特に，結
晶片岩や千枚岩では，片理面上に層面断
層・層面すべりや破砕部がよく発達する．
その結果，大規模な地すべりの原因になる
ので，片理・節理は，はく理面・へき開
面・線構造を含めて異方性構造を調査・記
載する．

3． 調査方法

変成岩の調査・記載は，以下の内容を考
慮して行う．

①　原岩の種類と残存構造，
②　変成度（P，T）を示す鉱物と鉱物

組み合わせ，
③　異方性構造（片理・節理・はく理・

へき開・線構造），
④　断層・破砕帯，褶曲，
⑤　各種の年代測定と地質事象の時期と

の照合，
⑥　物性値測定（帯磁率・密度・空隙

率・弾性波速度）
上記のうち，①②③は変成岩に特有の

要素である．異方性構造は，露頭や原位置
で判断可能なものと，定方位試料を採取し，
室内において顕微鏡観察や⑥物性値測定
によって初めて三次元（X，Y，Z）解析可
能のものとがある．重複変成作用や重複変
形作用を受けた場合，二軸・三軸を持った
褶曲軸面や線構造に関する現場での認定や
解析は容易ではない．

④ ⑤ ⑥に関する内容は，他の地質調
査・記載の場合と共通である．

（服部　仁）

7） 断　裂
（断層，裂か，節理）
1． 定義と特徴

断裂は，人工地質体を除く全ての地質体
に共通に見られる地質現象で，ある幅を持
つ境界に平行な変位のあるものを断層，境
界に直交し開口性のものを裂か，変位の殆
どない境界（面）を節理という．断層のう
ち最近の地質時代に繰り返し活動しており
将来も生起する可能性の高いものを活断層
という．

2． 調査の目的

断層破砕帯は，多くの場合粘土鉱物を含
み脆弱となっており，種々の問題を発生さ
せるため，また活断層については，地震の
発生と密接に関係していることや，地表に
変位を与えるために特に重要である．裂か，
節理については透水性や，強度に影響を与
えることがある．

3． 調査方法

断層が活断層であるか否かは，変位地形
の有無と新期堆積物への変位の有無によっ
て調査する．活断層と判明したときは，そ
の活動周期，最終活動年代，規模（長さ，
変位量）を調査する（地形判読，地表地質
調査，物理探査，地球化学探査，ボーリン
グ，トレンチ，年代測定）．その他の断層
については，成因，活動史，幅，延長，変
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位量，断層間物質およびその固結度，透水
性，強度を調査する．断層は，多くの場合，
厚い表土や，崖錐堆積物によって覆われて
いるため，位置を特定するために多くの調
査が費やされる．これらの調査は，基本的
には，文献調査，地形判読，地表地質調査
をもって始め，段々と精度を上げて調査を
進めて行くこととなる（ボーリング，孔壁
画像解析，横坑，竪坑，物理探査，地球化
学探査，トレンチ）．断層間物質は，顕微
鏡（偏光，電顕），X線（粉末，蛍光），化
学分析により解析される．物性は，室内岩
石（土質）試験，現位置試験（せん断，変
形，載荷，透水）により明らかとなる．断
層を形成する原因となっている地殻応力の
測定が行われることもある．裂か，節理に
ついては，位置，規模，オリエンテーショ
ン，割れ目の集中度が，調査される．

4． 留意事項

断層の成因を調査するときには，形成時
の応力場を考慮すること．また，スリッケ
ンサイド上の条線に注意すること．横坑や
竪坑ではスレーキングや応力解放によって
実際以上に規模が大きく見えたり，強度が
低下していることがあるので注意が必要で
ある．室内分析，試験に供する供試体のサ
ンプリングについては，目的に応じて十分
注意する必要がある．カタクレイサイト，
マイロナイト，シュードタキライトについ
ては変成岩の項にて扱うこととする．

（宇田進一）

8） マスムーブメント
とマスムーブメント

堆積物
1． 定義と特徴

重力によって直接起こる岩石や砕屑物質
（土壌・岩屑など）の斜面下方への移動を
マスムーブメントといい，運動様式に基づ
いて地すべり・崩壊・土石流に分類され
る．地すべりは緩斜面で発生し，土塊はマ
スとして原形を比較的よく保ったまま移動
する．運動は緩慢な場合が多く，周期性・
継続性がある．泥岩や結晶片岩・蛇紋岩な
ど特定の地質のところで多発する傾向があ
る．地すべりの誘因としては降雨や融雪に
よる地下水が挙げられる．これに対し，崩
壊は地質の如何に関わらず急斜面で発生す
る．運動は急速で，土塊は原形をとどめな
い．誘因には豪雨と地震がある．一方，土
石流は豪雨時に渓流に沿って土石が急激に
流下する現象である．斜面崩壊が引き金に
なることが多い．

これらマスムーブメントによる堆積物，
すなわち，地すべり堆積物・崩壊堆積物

（崩積土）・土石流堆積物は，巨礫も含む不
淘汰・無層理の堆積物で，詳しく見ればそ
れぞれに特徴がある．その他，斜面上の岩
屑が少しずつ緩慢に動いてがけ下にたまっ
た堆積物を崖錐堆積物といって崩積土と区
別する場合がある．斜面のクリープによる
緩んだ岩塊も，崩壊の素因となることが多
いので，ここではマスムーブメント堆積物
に準じて扱う．

2． 調査目的

マスムーブメントが人命や財貨に損害を
与える場合には土砂災害と呼ばれる．近年
の地質災害の大部分はこの土砂災害であ
る．したがって，マスムーブメント発生の
予知予測は防災上非常に重要である．一方，
過去のマスムーブメント堆積物自体が新た
なマスムーブメントの素因になることが多
く，防災上軽視できない．また，道路など
構造物の建設にとって障害となり，土木地
質学的に重要である．さらには，「現在は
過去の鍵」の言葉通り，海底地すべり堆積
物やメランジェなど付加体堆積物の研究に
とっても非常に参考になる．

3． 調査方法

マスムーブメントは，基盤地質が何であ
れ，現生に起こった現象であるから，第四
紀地質学的視点が第一義的に重要である．
何よりもまず空中写真判読による地形分類
がなされなければならない．次いで，現地
踏査では通常の地質調査だけでなく，地
形・植生・構造物の変形などによる変状構
造の把握や水文地質の調査が必要となる．
移動しつつある状況では，伸縮計や変位
計・傾斜計などによる観測も実施して二次
災害の防止に努めると共に，すべり機構を
推定して応急対策を行う．精査段階では，
電気探査・弾性波探査など物理探査とボー
リング調査が行われ，土質試験も実施して，
恒久的な防災工事設計の資料を得る．マス
ムーブメント堆積物の調査に当たっては，
堆積学的手法を駆使するのは当然である．
テフラが存在する場合には火山灰層序学的
手法を活用したり，植物片が混入している
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場合には放射年代を測定したりして，マス
ムーブメントの発生時期を特定する．

（岩松　暉）

9） 地質汚染調査
1． 定義

地質環境を，人工的物質または人間活動
によって地層やその間隙にある地下水およ
び地下空気を物理的，化学的，生物的に人
間側に不利に変化させる現象が地層汚染

（Contaminated Sediments―土壌汚染も含
む―），地下水汚染（Ground Water Con-
tamination）および地下空気汚染（Ground
Air Pollution）であり，この3つの汚染を
総称した現象．

地下水汚染とは，大地に人工的汚染物質
（以下汚染物質という）が貯蔵されたり，
あるいはゴミとして埋められたものが雨水
などで溶出し，その汚染物質が地層中の間

隙の水を汚染すること．一方，地層汚染は，
汚染物質，汚染水や地下空気（地下汚染空
気も含む）が地層中を通過する過程に，汚
染物質が地層の構成物質に付着あるいは変
質させる現象．地下空気汚染は，地下にあ
る汚染物質（固体廃棄物を含む）・汚染地
下水などの有害物質が気化し，通気帯

（Vadose Zone）にある地層の間隙や空洞
にある空気を汚染する現象をいう．

土壌汚染とは，カドミウム・銅・砒素な
どの有害物質が土壌に蓄積されることによ
って，農作物等の生育が阻害されたり，人
の健康を損なうおそれのある農産物が生産
されたりするほか，水質汚濁を引き起こす
ことをいう．―法律用語としては土壌汚染
と呼ばれている―

2． 調査の目的

汚染物質が重金属であれ，有機塩素系化
合物や農薬であれその基本的な考え方は同

じである．現場の地質構造や地質汚染の実
態が正しく調査し，評価・解析をおこない，
汚染物質が侵入した実態を明らかにする．
その結果を基に，最良の浄化対策を計画す
ること．

3． 調査方法

地下水汚染現場で調査や浄化対策を計画
する場合，地下水に目を向けるのではなく，
地下水が汚染した過程を考え，帯水層を始
めそれを形成する地質構造を見極めること
である．地下水の入れ物になっている帯水
層は地下地質構造と複雑に絡み合ってい
る．

汚染物質を胚胎する地下の地質構造や，
地層汚染，地下空気汚染，地下水汚染とい
った地質汚染全体について見極め，汚染物
質と汚染された場との関係を明らかにする
ことが調査の基本である．

汚染機構解明調査は，地下水や有害物質
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マスムーブメントの調査法



を包括する三次元的な地下空間や水文学的
特性などについて，現場・現場での精査を
必須とする．調査の基本は，地質構造にお
ける地層の単元・水文学的な帯水層区分の
解析を行い，地質空間における汚染物質の
存在状態や地質汚染の実態を調査し読みと
ることにある．
このことから．

①　地下水や汚染物質の通り道である地
下の地質構造の確認

②　地下水や汚染物質の流動過程
③　汚染物質が移動・拡散して地質汚染

への発展
などを科学的に解き明かすことが必要であ
る．これが，地下水汚染三原則である．

汚染現場の浄化にとって不可欠な要素
は，汚染物質がどこから侵入したかを突き
止めることにある．これは，汚染源の確定
調査（汚染源探査）と呼ばれ，調査・対策
の効果的な展開を可能にする．

汚染現場の浄化対策を計画する場合は，
現場の地質構造や地質汚染の実態が正しく
調査され，それを評価・解析されているこ
とが前提となる．調査がおこなわれていな

い浄化対策は無意味であるばかりでなく，
時には誤った対策をおこなってしまい，最
悪の場合は汚染を拡大し，かえって悪化を
招く．機構解明調査で汚染の実態が明らか
になった時点で，浄化対策のための精査が
必要である．というのは，機構解明調査の
結果で浄化計画を策定するのでなく，その
結果を基にして最適な場所に効果的な技術
を選定するための調査である．

（上砂正一）
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1． 会社の概要

私たちは，株式会社アイ・エヌ・エーと
いう建設コンサルタントです．コンサルタ
ントという業種は，地質学会の会員の皆様
にもなじみが深いかと思いますが，頭に

“建設”とつくとちょっと違和感を覚える
かも知れません．当社の営業内容としては，
河川，砂防，海岸，道路，下水道などがあ
り，総合コンサルタントとして，社会生活
の基盤にかかわる構造物の調査から設計ま
で，一貫したサービスを行うことを目指し
ています．土木構造物の設計にあたっては
地下の構造を知ることが不可欠であり，ま
た地震や土砂災害など防災的な分野へ貢献
することを目指して，当社では創業初期の
段階から地質技術者が配置されてきまし
た．株式会社アイ・エヌ・エーの社員数は
1997年末の段階で技術職・事務職を合わ
せて337名ですが，そのうち地質関係学科
の出身者は40名を占め，全体の1割を超え
る陣容となっています．
2． 地質関連の業務内容

当社の業務の中で，地質技術者の活躍す
るフィールドは，ダムおよび道路関連の部
門と，活断層や斜面・土砂災害の調査を主
体とする部門とに大別されます．前者は構
造物の建設を目的とする調査，後者は防災
を目的とする調査と言い換えることができ
ます．会社組織の中では，それぞれ河川事
業本部（第1，第2河川事業部），環境事業
本部（地質調査部，砂防部），および開発
事業本部（道路部）に属しています．
3． ダム関連分野

ダム関連の分野は，ダムの計画から地質
調査，設計，施工監理など一連の業務に携
わっており，中でも地質調査は非常に重要
な地位を占めています．ダムの分野では，
早くから地質調査の重要性が認識されてお
り，サイトの地質上の成因と構造を十分に
踏まえた上で，基礎の性状を明らかにして

ゆくことが要求されます．設計者の側も地
質学に関する知識や理解度が高く，テクニ
カルタームを交えての議論がしばしば展開
されます．最近では条件の良いサイトが少
ないため，精度の高い地質調査成果が求め
られていることは言うまでもありません．
地質調査の手法は様々な新技術が開発さ
れ，物理探査等による非破壊的な方法も導
入されるようになりました．しかし，得ら
れたデータを有機的に結びつけて解釈する
ためには，現地の丹念な踏査によるマッピ
ングを欠かすことができません．その意味
で私たちは，地質学の手法を最大限に取り
入れて業務を遂行しているという自負を持
っています．
4． 活断層・防災分野

活断層や斜面災害，土砂災害などの調査
では，地表踏査やボーリングなどの一般的
な調査法と並んで，空中写真判読等による
地形学的な検討から，地表面に残されてい
る変状の痕跡を抽出することが重要となり
ます．これらの検討においては“地形屋”

（一般には地理学科の出身者）による専門
的な知識と経験が不可欠であり，当社では
15年以上前から地理学科の出身者を採用
してきました．冒頭の部分で“地質関係学
科”と書いたのはそのためで，地質・地形
の技術者がお互いの知識を吸収しながら協
力して業務を遂行しています．世間一般で
は，地形に関する調査も地質調査の一環と
して捉えられており，“地質屋”がこれを
代行しているコンサルタント会社が多いよ
うですが，地形調査の専門技術者等さまざ
まな分野の技術を吸収することにより，調

査の精度を高めるとともに，より広い分野
で活躍してゆきたいと考えています．
5． 道路関連分野

道路は，高い経済効果を発揮することに
より，地域の発展に大きな貢献をもたらし
ます．そのため，全国で幹線道路について
の整備が急がれており，当社においても社
会情勢を反映したさまざまなニーズへの対
応を図っています．道路は長大な構造物で
あることから，一般的に工区を分けて調
査・設計が行われますが，地形・地質条件
を踏まえた広い視野からの検討が重要とな
ります．道路部門での地質調査は，切土・
盛土部分やトンネル，橋梁区間などを対象
とする基礎の性状や強度の把握が中心です
が，最近では防災に視点をおいた斜面の安
定についての調査・解析なども行われてい
ます．また，環境問題への対応は道路の分
野でも大きな関心事となっており，地形・
地質分野のみならず自然科学全般にわたる
幅広い知識が要求されています．
6． おわりに

地質学会のご厚意により，紙面をお借り
して当社の紹介をさせていただきました．
この記事の読者がどのような方になるのか
見当もつかず，思いついたことを書きつづ
ったため，諸兄の失笑を買うような部分も
多々あるかと思います．多くの大学の学科
名から“地質”の文字がなくなり，地質学
の存続についての危機的状況が叫ばれてい
る昨今ではありますが，阪神大震災や豊浜
トンネルの崩落事故の例を引くまでもな
く，防災面における地質学の重要性は増大
する一方であります．この文章を読まれた
学生・院生の方々のうち何人かでも，当社
のような業種に興味をもって身を置かれる
ことにより，地質学が廃れることなく発展
して行くことを願ってやみません．

株式会社　アイ・エヌ・エー
（Interface between Nature and Art）

〒112_8668 東京都文京区関口1_44_10
電話　03_5261_5711（代表）

活断層のトレンチ調査
のスケッチ作業（上）
建設中のダム基礎の岩
盤スケッチ風景（下）

賛助会員
のページ
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駅ビルを仮住まいとして
昭和56年5月の開館以来，JR九州八幡

駅（鹿児島本線）の駅ビルの一部を仮住ま
いとし，自然史系の総合博物館を目指して
活動を進めている．他にも，少し離れた所
に収蔵庫や研究処理施設として使用してい
る建物が二つあるが，いずれも仮施設であ
る．現在新世紀へ向けて新館の建設計画が
進められつつある．

発足のきっかけは，かつて米軍も使用し
た小倉北区郊外の広大な里山中にある山田
弾薬庫の跡地で，昭和50年に付近の小学
生がたくさんの魚類化石片を見つけ，その
兄が所属していた高校の理科部の先生へそ
れらを届けたことに始まる．白亜紀の関門
層群（脇野亜層群）からのもので，その断
片的な産出は以前から他でも知られていた
が，大量に保存良好のものが産するため，
話題となった．これを端緒として，それま
で地元に自然史系の博物館がなかったこと
から，市立自然史博物館設立を要望する市
民運動へとつながり，設立へと至ったもの
である．

当初はこの弾薬庫跡地を主候補地とする
建設計画であったが，国有地返還の交渉が
長引きそうだとの見通しから，上記のよう
に八幡駅ビルを仮施設とする開館に至っ
た．

展示活動
常設展のほかに，企画展や企画展の期間

中のみ公開する収蔵展示等を行っている．
常設展は八幡駅ビルの 2 階フロアー約
500m2を用い，約3,000点の標本を次の5
テーマで行っている．

●北九州の生い立ち
脇野亜層群産の魚類化石や芦屋層群産の

各種脊椎動物化石などを中心に，郷土の地
史を紹介
●北九州の動植物

鳥獣類の剥製や昆虫標本などを中心に，
現在の北九州地方の生物相を紹介
●無脊椎動物の系統と進化

化石を主として，分類群ごとに展示
●脊椎動物の系統と進化

恐竜骨格やマンモス骨格，各種化石，サ
メの剥製などを分類群ごとに展示
●鉱物と鉱石

九州工業大学旧鉱山学科関係の標本（加
藤武夫標本，松本唯一標本など）や小川留
太郎標本などで，各種の地下資源や関連の
鉱物標本を展示

仮施設ということもあって，展示はほと
んど学芸員の手づくりによるもので，新し
い映像展示などは全くない．しかし，豊富
な実物資料を高密度に並べているという点
では，研究者はもとより一般来館者にも喜
ばれることが多い．

恐竜骨格等，大型の標本は天井高の問題
もあって，常設展には設置できないものも
多いが，これらは幸い広い空間のある近く
の分室の収蔵展示室（約7,000点の標本を
延約850m2に展示）に置いている．

企画展は通常春，夏，秋の年3回分室で
開催している．平成5年の夏季に日本地質
学会100周年を記念し，西日本支部と共催
で行った「九州島の生い立ち」展は非常に
好評で，例年に比べ40％近くの観覧者増
があった．雲仙噴火の後で，夏いっぱい雨
が降り続き梅雨の明けなかった年でもある

が，お天気の影響（一般に雨･曇天の方が
観覧者が多い）を除いても，好評であった
ことは明瞭に統計の数字に現れている．

普及･教育活動
一般の利用者等のために，次のような事

業を行っている．

●野外観察会･バスハイク･室内講座･講演
会など

●図書の閲覧と貸し出し
自然史関係の図書約5,000冊を公開

●自然観察普及書などの発行
総合案内―地球と生きものの歴史―
北九州自然ガイドブック―地学編―
スライド集―北九州の地層と化石―
山田緑地の自然など

●展示解説ボランティア活動
公募･研修制で，日･祝日（企画展期間中

は土曜も）の午後のみ活動
●公民館講座を始めとする社会教育や学校

教育等への協力
●博物館学実習生の受け入れ

資料収集保存活動等
常勤職員14名*中，有学芸員資格者9名

（地質系3名，生物系5名，嘱託1名）で，
展示･普及･教育活動とともに資料の収集保
存活動や調査研究活動等を行っている．

寄贈を主とする収蔵標本は約33万点を

北九州市立自然史博物館
－人と地球環境の調和を考える21世紀の博物館を目指して－

業務課長 藤井厚志

博物館紹介⑨

第1図．本館建物の全景
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数え，その内整理を終えた56,000点余りが
登録され，1件ごとにデータベース化され
ている．登録標本では寄贈の占める割合は
全標本の約3/4である．地質関係の登録点
数は化石9,607点，岩石･鉱物7,954点であ
る（平成8年度末）．

二次資料としての各種図書・文献類は約
70,000点に及んでいるが，その主体も諸先
生方からの継続的な寄贈によるもので，地
史学や層序･古生物学系の論文別刷類の豊
富さは国内でもトップクラスといえるもの
と確信している．残念ながら，これらの文
献類のデータベース作成はごく一部を除い
ては未着手で，これからの重要課題となっ
ている．しかし，一応のところは著者別に
仕分けされて閲覧できるようになっている
ので，利用希望者は学芸員までご連絡をい
ただきたい．

研究報告書は年刊で，昭和54年以来既
に16号を数え，国内外との交換を積極的
に進めている．

友の会活動
最初に紹介したように，熱心な市民運動

が博物館の開設につながった実態そのまま
に，友の会には実は博物館の発足よりも先
にできたという歴史がある．魚類化石「デ
ィプロミスタス」の発見によって「北九州
市に自然史博物館を」という市民の要望が
大きくなり，昭和53年4月に教育委員会に

自然史博物館開設準備室が設置されると，
続いて翌年1月には早々と北九州自然史友
の会が有志によって組織された．そのロゴ
マークは会員の手によって図案化されたデ
ィプロミスタスである．現在の会員数は
1,000名を越えている．

機関誌「わたしたちの自然史」（季刊）
が発行されると共に，約1/3もの会員がさ
らに一歩踏み込んだ活動を目指していろい
ろの研究部会を組織し，情報交換会や研究
発表会，観察･採集会，実習講座などを
折々に開催している．地質系の研究部会に
は，化石と地質鉱物の二つがある．

各種講座などでの友の会員によるボラン
ティア的な協力や標本の寄贈等は非常に多
い．友の会活動と博物館活動とは車の両輪
のようなものとはよく用いられる言葉であ
るが，実際それに余りあるものと言って決
して過言ではない．

新館建設計画
現在，21世紀へ向けての北九州市の社

会的，産業的基盤構造の再構築を目指した
都市の再開発計画が進む中で，新しい都市
型の博物館としての建設構想が練られつつ
ある．ディプロミスタスの発見地である山
田弾薬庫跡地に新館を，という考えも一時
あったが，産業，文化，生活が融合する新
創造拠点都市「八幡東区東田地区」におけ
る総合開発計画の中で，ここに博物館群を
集積するミューズパーク構想が平成8年に
提言された．

この構想は，地区内にある明治 34 年
（1901年）の官営製鉄所による第一高炉の
跡地（昭和47年まで使用された第10次高
炉が今も残り，宇宙テーマパーク「スペー
スワールド」の近隣地）を中心として，将
来的に産業科学博物館や歴史博物館，環境
博物館を継続的に整備していく第一段階と
して自然史博物館を建設しようとするもの
である．21世紀の人と地球環境の調和を
考 え る 「 環 境 」 を 共 通 テ ー マ と し た

「SHINE**博物館構想」と呼ばれる．
遠からず，新世紀早々には皆さんにお目

にかかれることを待ち望みつつ，現在この
構想に基づいて設計へと進みつつあり，子
供から大人まで楽しく学べる，開かれた参
加交流型の施設の実現を目指して努力して
いるところである．

［利用案内］
所在地：805_0061 福岡県北九州市八幡東区

西本町三丁目6_1
電話：093_661_7308
Fax：093_661_7503
TEL_SERV：093_671_3311
観覧料：小･中学生50円，高校生以上100円

（団体割引有，企画展中は別料金）
開館時間：9時30分～17時30分（入館は17

時まで）
休館日：月曜日（休日の場合は翌日），年末

年始
友の会年会費：大学生以上 3,000円，小･中･

高校生 1,000円，家族会員 4,000円

* 内，事務系職員は 5 名．他に非常勤嘱託
（専門職）2名．

** Science， Human History， Industry，
Natural History，Environmentの各頭文字
をとったもの．

第2図．常設展示室「恐竜コーナー」

第4図．友の会の研究部会活動の事例
「わたしたちの自然史」第62号より

第3図．野外展示の巨大珪化木（長さ18m）
種名：Paraphyllanthoxylon pseudo_

hobashiraishi (Ogura) Mädel

和名：ニセホバシライシ
時代：新生代漸新世（大辻層群）
産地：小倉北区白洲灯台沖



国際連合（国連，UN）では，第二次世界
大戦の5大戦勝国，即ち中国，フランス，ソ
連（現ロシア），イギリス，アメリカ（英語
国名のアルファベット順），が大きな勢力を
もっており，現在日本がメンバーになるか否
か問題になっている，安全保障理事会の常任
理事国をこの5か国が構成していることはご
承知のとおりである．したがって，国連の公
用語も，この5か国の国語ということになっ
ているはずである．しかしながら，現実には
公用語として，また組織内の言語としては，
英語とフランス語が圧倒的に多く使われてい
る．筆者が約3年間勤務していたエスキャッ
プ事務局（ESCAP，アジア太平洋経済社会
委員会，在バンコク）では，通常は英語で仕
事や会議を行い，フランス語の語学専門官が
いて，大きな国際会議の際のみ，翻訳や通訳
をしていた．他国語については，常勤の専門
職員はいなかった．

国連はその性格から事務局職員は多国籍に
わたり，英語国人以外の職員の方が多いので
はないかと思う．例えば，筆者のいたエスキ
ャップ鉱物資源課の国籍別構成は，在任中に
人の出入りは多少あったが，延べにすると，
いわゆるオフィサーは；日，豪，ビルマ（現
ミヤンマー），英，米，独，ソ連，オランダ，
の地質屋各1名，ビルマ人鉱山屋1名，米人
の統計・資料・報告書・庶務担当者1名であ
り，さらに秘書3名，製図屋さん1名であっ
た．秘書と製図専門職はタイ人であったが，
特に秘書は英語が非常に良くできる人達であ
った．したがって多くの文書は，英語を母国
語としない人達が英語で書くことになる．外
部にでる公式報告書などは，専門のeditorが
手を入れるが，内部文書ならびに外部に出る
ものでも公文以外は，そうではない．随分
色々と苦労もあり，問題もあるようである．

また英語国人が英語が上手いのは当然であ
り，見事な文章を書く人もいたが，皆が良い
英文を書いているとは限らない．彼らは例外
なく語彙は豊富だが，分かりにくい，妙な文
章を書く人も結構いる．これは，何国人でも
同じであるが，要するに，言語が考えるため

の唯一の道具である以上，逆に考えの纏まら
ない人は言語・文章も下手なのかも知れな
い．

1970年代半ば頃，エスキャップ着任早々
「英文報告書の書き方」というようなものを
渡された．これは国連全体のものではなく，
余りにもひどい英語の文書が出てくるので，
エスキャップ事務局の文書関係者が業を煮や
して，私的に作って管理職に配ったものらし
く，3_4枚タイプ打ちの極めて簡単なもので
あった．筆者は紛失してしまい，手元に現物
がないのが残念であるが，概要は覚えている．
簡単ながら，流石に語学のプロが作ったもの
だけあって，その要を得ていることに感心し
た記憶があるので，何とか想い出して，その
骨子を紹介する．これは，一般の報告書用で
あって，直接地学英語と関係はないが，当て
はまることが多い内容であると思う．

まず，美文・名文を書こうとするな，と戒
めている．文学作品や情緒的な手紙を書くわ
けではない．要するに内容は一読して著者の
ロジックが理解できなければならず，練達の
士が専門分野のものを読む場合には，斜め読
みでも概要を把握できる文章でなければなら
ない，という．この「書き方」によれば，そ
のような文書を書くのは比較的簡単なことだ
そうで，以下の「3大鉄則」を守れば，必ず
成功するそうである．

1．「できる限り，センテンスは短く切る．」
これは，地学英語にも当てはまると思う．

やはり，余程英語が上手くない限り，and，
which，thatなどで，センテンスを長く引っ
張るのは避けた方が，判り易い文章が書ける
と思うし，歯切れも良くなる．
2．「できる限り，主語・述語・目的語は近

づける．特に主語と述語は離さないように
努力する．両者の間に余計な言葉を入れな
い．入れる代りに外へ出す．」
例えば，前のセンテンスを　―“主語・述

語・目的語（主語部）は，できる限り（修飾
部），近づける（述語部）”―　と書かない．
主語と述語の間に余計な修飾語が入ってお

り，この程度の文章なら問題ないが，もう少
し複雑な文だと二読，三読しなければ内容は
おろか文章も追えなくなる恐れがある．それ
では余程の暇人か義務で読まざるを得ない人
以外は読んでくれないという．

このアドバイスは地学英語にとっても，非
常に適切なものではなかろうか？　英語国
人，日本人を問わず，これを守って欲しい地
学屋はたくさんいるように思える．また日本
語にも当てはまるかも知れないとも思う．
3．「できる限り，能動形を使い，受動形は

避ける．」
この「鉄則」は前2者に比べて，地学には，

当てはまらないケースが比較的多いであろ
う．しかし最近の米英の論文を読んでいると，
確かに受動形は以前より少なくなっているよ
うに見受ける．必要ない場合には，能動形で
書く方が理解し易い文章になることは事実で
ある．

以上が，骨子である．これさえ守れば，正
確に，早く，内容を理解して貰える英文を書
けるはず，というわけである．これほど簡単
なことだけで，良い文章が書けるものではな
かろうが，要は得ており，筆者には簡潔で非
常に良いアドバイスと思える．諸兄姉は如何
に感じられるだろうか．しかし，このような
努力をしているにも拘わらず，国連の報告
書・論文類には難解な悪文が少なくないのも
事実である．如何に理解し易い文章を書くこ
とが困難かを示していると思う．

以上の話では，センテンスの内容には全く
触れていない．文章の構造のみに触れている．
前回述べたUSGSの“Suggestions”では「一つ
のセンテンスには一つの考え・事実のみを記
し，それ以上多岐にわたることは記さない，
云々」，色々と内容についてうるさいが，上
記の「書き方」の著者は「鉄則1」を守りさ
えすれば，問題にならないと言いたいところ
であろう．後で紹介する．
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地学英語雑感②　国連の英語
嶋D吉彦

日本地質学会ニュース読者の皆さまへ
新しい日本地質学会Newsをご覧いただいた皆さまのご意見をお待ちしております．地質学会事務局またはニュース

担当宛に，ニュース誌でお読みになりたい情報や記事などのご要望，掲載記事や企画へのご意見など，ファックス・電
子メールでお送りください．また，ニュース誌の表紙を飾る地球科学的な写真のご投稿もお待ちしています．

なお，いただいたご意見はニュース誌に掲載させていただく場合がありますので，ファックスでご意見をいただいた
場合には追ってフロッピー等で原稿をお送りいただければ幸いです．

日本地質学会編集事務局　Fax : 03_5256_5676 E_mail : geosocjp@ra2.so_net.or.jp



シュプリンガー・フェアラーク東京
1997年5月発行，A5判，264ページ，定
価2,330円＋税

46億年の地球の歴史からみれば一瞬の歴
史しか持たない人類の活動激化が，局地的か
ら広域的に至るまで地球環境を極めて急速に
破壊しています．日本でも足尾鉱毒事件，四
日市ゼンソク，水俣病，イタイイタイ病など
の悲惨な公害の歴史を反省して，産業活動に
伴う汚染発生の抑制や環境問題への意識向上
がはかられてきたはずでした．

しかし，近年になって産業廃棄物問題や，
超低濃度でも毒性が極めて強いダイオキシン
等からの恐ろしい汚染に曝されています．更
に，フロンガスによるオゾン層破壊，大量の
炭酸ガスによる地球温暖化，あるいは核エネ
ルギー問題など，速やかに手を打たないと地
球生態系全体に大打撃を与える諸問題が山積
みになっています．

ところが，世界中の人々が注視した1997
年12月の地球温暖化防止京都会議は，各国
の目先の利害にとらわれた印象が強く，危機
感を一層つのらせた人が多かったのではない
でしょうか．いま重要なのは「遥か46億年
の地球の歴史における環境変化の流れを理解
した上で，現在の人類活動がもたらす環境破
壊の実態を把握して今後を予測し，抜本的な
対策を科学的に考える」ことでしょう．

さて，環境問題を考えるには化学的な知識
が不可欠にもかかわらず，化学が苦手あるい
は嫌いだという人が多いのも事実のようで

地球環境化学入門

J．アンドリューズ/P．ブリンブルコム/
T．ジッケルズ/P．リス著

渡辺　正訳

す．このような時に，英国の4人の環境化学
研究者・教育者が地球科学的な視点で，「環
境汚染の理解と対策考案に不可欠な，環境化
学的な知識」をわかりやすく紹介した本が出
版されました．本書はその和訳版であり，通
常なら化学専門家以外が敬遠しがちな「化学
的な説明」を一般の読者が親しみを持って理
解できるようにうまく解説する努力をしてい
ます．とくに，豊富なBOX（囲い込みの記
事）によって化学の法則，実験方法，トピッ
クスなどを解説しており，あらゆる分野の読
者への心配りが感じられます．「化学はどう
も…」という方にもお勧めの一冊です．

さらに本書は，今までの環境関連書籍と比
べて「地質関連の解説」が充実していて，地
質関係者には一層親しみやすいことも特色の
ひとつです．一般読者向けには，地球の成立
ちや気圏・水圏・岩石圏，鉱物等の環境化学
との関連がわかりやすく紹介されています．
なかでも，化学処理した粘土鉱物を用いて猛
毒物質ダイオキシンなどを吸着処理する最新
技術については，モデル図や具体的な実験結
果のグラフを平易な文章と用語で解説してい
ます．そのうえ，生物とくに微生物による物
質の変換能力についても触れており，粘土鉱
物などとの関係や鉱床生成との関連などもバ
ランスよく解説しています．

多くの読者は，初めて出会う知識や，環境
問題を大局的に考えるための知恵の源がたく
さん詰まっている，と感ずるかもしれません．
もちろん，本書は入門書ですからそれぞれの
分野からみれば不満もあるかもしれません．
現行のフロン代替物質によるオゾン分解能力
がフロンの20分の1である利点までは記述さ
れていますが，フロン代替物質による温暖化
効果の方がCO2 に対して桁外れに大きいと
いう最新問題発生の紹介はありません．また，
有機スズ（船底へのフジツボなど貝類の付着
防止剤）やダイオキシンなどが環境ホルモン
として人類を含む各種生物の子孫継承能力を
破壊し始めたという大きな問題も本書では紹
介されていません．おそらく執筆時にこれら
の情報が間に合わなかったのでしょう．参考
までに目次を以下に示します．
第1章　地球というもの

1．1 環境化学＝地球と人間活動のサイエ
ンス

1．2 地球ができたころ
1．3 地球の誕生と進化
1．4 本書の構成

第2章　大気の姿
2．1 はじめに
2．2 大気の成り立ち
2．3 定常状態と平衡状態
2．4 自然の営みが生む大気成分
2．5 微量気体の化学反応
2．6 都市の大気汚染
2．7 大気汚染と健康
2．8 大気汚染の害
2．9 大気汚染の退場ルート

第3章　陸地の姿

3．1 陸地という場
3．2 ケイ酸塩鉱物
3．3 風化
3．4 化学風化のしくみ
3．5 風化の速さを決める要因
3．6 風化が生む物質
3．7 陸水の化学

第4章　海の姿
4．1 はじめに
4．2 河口で起こる現象
4．3 海水の特徴
4．4 多量イオンの循環
4．5 海水の微量成分

第5章　変わりゆく地球
5．1 地球をまるごと考える
5．2 問題の物質たち
5．3 炭素の循環
5．4 硫黄の循環
5．5 フロンと成層圏オゾン

付録　索引　訳者あとがき
（三田直樹）

ダイヤモンド社　1997年12月発行，A5
判，209ページ＋主要文献＋事項索引，
定価¥2,100円＋税

まず著者9名の中で日本地質学会の会員は
2名しかいない．このことは，世間で自分の
土地は果たして安全であろうかと心配な人が
多いことを示している．この本では，研究者，
不動産鑑定士，弁護士，税理士，土地コンサ
ルタント，地質調査会社，リスク・マネジメ
ントの専門家など多くの人がこの問題にかか
わっていることがわかる．

第1章は「安全な土地神話の崩壊」である．
野島断層が動いた兵庫県南部地震のとき，震
災の帯はなぜできたかを検討している．そし
て，危険な土地として活断層を取り上げ，日
米の比較から活断層対策の違いを述べてい
る．もっとも，かつて川崎市に米国の調査団
がやってきてアンケートを取ったことがあ
る．近い将来に地震があるとしたら，あなた

あなたの土地は安全か

日本の土地研究会（著）
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はどうするかと調べたのである．米国では地
震のない新しいところに引っ越すと答えた人
が多かったが，川崎では誰も動く気配はなか
った．調査団は日本の人は地震に強いと考え
たが，考えてみれば我々は地震のないところ
に引っ越すゆとりがないのである．経済問題
がこの場合には大切であろう．次に軟弱な地
盤の説明がある．首都東京や横浜は江戸時代
の昔から海を埋め立てて下町ができていっ
た．地盤沈下や地震時の揺れの増幅など問題
が多い．特に山地と平地の境界などでは，硬
軟の地層境界で起こるフォーカシング現象
が，兵庫県南部地震の際，大阪の上町台地の
西で観察された．埋立地の人工地盤では地震
の際に，液状化・流動化が起こりやすい．こ
のような現象が住宅にもたらす被害は，金を
かければ防ぐ方法がないわけではない．危険
な土地の見分け方は，周りの景色，地名，土
地条件図，あるいは近所の地盤の沈下具合か
ら見分けることができる．

第2章「知られざる地質汚染の恐怖」は，
日本では情報が少ないことに問題がある．ハ
イテク産業が生み出す地質汚染など，また野
放しにされた市街地の土壌汚染など行政の対
応はまだ不十分である．厳しいアメリカの地
質汚染浄化法やスーパーファンド法など外国
に見習うべき点は多い．

第3章「変わる土地評価」は，このような
状況のもとに宅地の安全性が問われ始めたこ
と，不動産をめぐる法的トラブル，そして地
震による住宅被害は不可抗力かなどの問題へ
と発展してきた．地質環境が土地の評価の大
きな要因となってきている．基礎を補強しな
ければならない土地は担保価値が減少する．
不動産鑑定士の土地観もかわってきた．地質
汚染の有無が不動産の鑑定評価基準になりつ
つ あ る．国 際 環 境 基 準 が 問 題 と な り，
ISO 14000シリーズの影響がみられるように
なってきた．グリーン・パスポートとよばれ，
この認証がとれた企業とその製品は環境を守
る意識が高いと評価される．汚染は，ゼロエ
ミッションの定義「水圏，大気圏への排出を
一切廃絶し，一産業部門における廃棄物が他
部門での再生原料に転換されること」に従え
ば消滅することになる．

第4章「安全な土地を作る」その第一は土
地が安全かどうか調査することである．地震
国日本といわれる我々の土地，戦後50年を
かけて急激に経済成長を遂げてきたそのひず
みが生んだかのような地質汚染も，社会問題
化してきている．危険な地盤地質や沈下を調
べるにはいわゆる地質調査がある．調査方法
として地質ボーリング，地層サンプリング，
サウンディングなどがある．軟弱地層の目安
として建設省の建設経済局民間宅地指導室で
は，地表面下10mまでに有機質土・高有機
質土がある，粘性土で標準試験N値が2以下
あるいはスウェーデン式サウンディング試験
において100kg以下の加重で自沈する地層の
存在，砂で標準試験N値が10以下あるいは
スウェーデン式サウンディング試験において

半回転数（Nsw）が50以下のものの存在，
また軟弱地盤地質の判定にあたって土質試験
結果が得られている場合には，そのデータも
参考にする．と定めている．

住宅に関するクレームのうち7割が地質に
起因している．もっとも多いのが不等沈下に
よる住宅の破壊である．専門家の研究結果に
よると不等沈下による被害と沈下の激しさ

（沈下量）には相関関係がある．このために
軟弱な地盤ではさまざまな基礎が考慮され
る．布基礎は帯状に建物の下にコンクリート
を打って作る．基礎の幅は建物の重さや，地
盤の強度を考慮して求める．より軟弱な地盤
ではベタ基礎を建物の下全体にコンクリート
で作るが，軟弱層が厚いと深い地層まで加重
がかかりかえって沈下が激しくなるデメリッ
トがある．厚い軟弱層の場合，固い地盤まで
杭を打って建物を支えることもある．地質汚
染に対しては，地層汚染，地下水汚染などが
ある．かつて言われた土壌汚染はもともと農
地の汚染だけを対象としていた．市街地の地
質汚染に対しては，これを修復するには「地
質浄化」とでも表現するほかない．これらの
調査法はさまざまあるが，大きく見て，地層
を現状のままに取り出して，汚染診断をする
サンプリング，地下空気の汚染ガスの検知，
地下水を採水しておこなう分析の3種からな
る．

地質汚染は人の健康への影響，建物の腐食，
植物の成育障害等の財産被害，更には土壌機
能の低下などさまざまな障害を引き起こす．
地質汚染対策を推進するためにはその実態を
正確に把握する必要がある．しかしわが国に
は，地方公共団体による計画的実態把握の制
度がないため，地質汚染の実態把握は十分で
ない．

処理対策の実施には長い年月と多額の費用
がいる．このために公的な支援が大切である．
国として平成4年度から始められた補助金制
度がある．これは，地方公共団体が地質汚染
の調査を実施し，問題のある事業者に積極的
に対策指導を行うに当たり，その調査に対し
て国庫から補助金が支出されるというもので
ある．

地質汚染にたいし，専門家が口をそろえる
のは日本企業がいかにこの問題に対して無関
心であるかということである．

現在アメリカでは，汚染の責任を金銭的に
負担能力のある企業がかぶるケースが多い．
しかし責任は大企業ばかりでなく，クリーニ
ング店の跡地を洋服店が買った場合などで汚
染が判明したとき，浄化費用を負担する責任
はその購入者にもかかってくる．

地質学者の知らない世界を，かいま見せて
くれる興味のある本である．このために地質
学者が行う仕事は多々あるといわねばならな
い．一読をお勧めする．

（羽田　忍）

Vol. 1 : Biostratigraphy, Cenozoic
Planktonic Foraminifera w/appendix :
Key Planktonic Taxa, 283 ページ，38図
版；Vol. 2a, Text : Cenozoic Benthonic
Foraminifera, 824ページ，インデックス
43ページ，17表；Vol.2b, Plate : 102図
版 ; Vol. 3, Paleozoic_Mesozoic Forami-
nifera, 150ページ，20図版，インデック
ス11ページ．

インドネシアにおける有孔虫の研究は20
世紀初頭のK. Martin以来長い歴史をもち，
多くの研究者や特に石油開発関係者の努力に
よって数千種におよぶ化石が記載され，その
生層序は世界的にも重要な基準の一つとなっ
ている．しかし，この重要な化石の記載はし
ばしば限られたサーキュレーションしかもた
ない雑誌に載せられており，またインドネシ
ア語による記述しかないことも多くて，一般
の研究者はもちろん，開発関係者にも参照す
るのが困難な場合が多かった．

この大冊は，こういう現状を打開するため
に，インドネシア地質調査所（GRDC）にお
いて長く顧問をつづけていた著者の一人，
S.K. Skwarko氏が，他の2名の共著者の助力
をえて，これまでに公表されたすべてのイン
ドネシア産有孔虫をリストアップし，原記載
の図版を再録したものである．その内容は以
下に紹介するように，オリジナルな記載では
ないが，最小限必要な情報をすべて含んだモ
ノグラフといえるものである．この種の業績
はしばしばオリジナルな論文に比べてその科
学的価値が低くみられがちであるが，その有
用性において下手なオリジナルな論文よりも
ずっと高く評価されねばならないものであ
る．

この本は3部に分かれており，第1巻はイ
ンドネシアの有孔虫生層序と新生代の浮遊性
有孔虫に当てられている．第2巻は新生代の
底生有孔虫に使われているが，その量が多い
のでテキストと図版の2冊に分けられてい
る．第3巻は中生代および古生代の有孔虫に
あてられており，古生代のフズリナ類はここ
に納められている．

第1巻283ページのうち，63ページがイン
ドネシア各地の堆積盆地ごとに有孔虫の生層
序が紹介されている．ここでは各堆積盆地ご
とに帯，データム面，対比が記述されており，
対比表も添えられている．これまでにインド
ネシア各地でたてられた分帯が網羅されてお
り，その概要を知るのに役立つとともに専門
家の文献検索のソースとしても有用であろ
う．この中にはインドネシアの研究者による

Foraminfera in Indonesian
Stratigraphy. 1998.

Harsono Pringgoprawiro, Darwin
Kadar, Stanislaw K. Skwarko 
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ものもすべて紹介されており，インドネシア
で発刊された文献に接することがむつかしい
者にとって貴重な文献となっている．

第1巻の残り220ページは新生代の浮遊生
有孔虫の記載されたすべての種がリストアッ
プされている．巻頭にこれまでの研究史がま
とめられ，重要な論文が年代順に紹介されて
いる．各種の記述にはシノニム・リスト，記
載された標本の収蔵先，模式地（インドネシ
アで記載された新種のみ），地理的分布，層
序的分布，時代，産出頻度，堆積環境などが
載せられている．以上の項目がすべての種に
ついて網羅的に記載されているわけではない
が，収蔵先，地理・層序分布・時代などの重
要な項目はほぼ完全に収録されている．さら
にほとんどすべての種のオリジナルな図版が
38枚のプレートに収録されており，これだ
けでもこの本の有用性が証明される．巻末の
文献表と種のリストもまた非常に役にたつ．

第2巻は新生代の底生有孔虫にあてられて
いる．内容は第1巻後半と同じスタイルで書
かれている．採録された種は698ページにわ
たって記載されており，主要な種の時代分布
の表，43ページにわたるすべての種のリス
ト，さらには別冊になっている102プレート
に納められた図の複製，そして文献表がこれ
に付け加えられている．

第3巻は新生代以前の時代の有孔虫を収録
している．インドネシアには，中・古生界の
露頭が少ないわけではないが，有孔虫の記載
は比較的少なく，この巻は他の巻に比べると
150ページと薄い．しかしながら，この中に
は石炭紀，二畳紀，三畳紀，ジュラ紀，白亜
紀の有孔虫の記載された種がリストアップさ
れている．記述の内容は第1巻，第2巻と同
様で，種の要約を中心として，これに分帯・
対比，図版（20プレート），文献リストが付
け加えられている．

巻頭に控えめに述べられているように，こ
の浩瀚な編纂書は，4年間におよぶSkawarko
氏一人による文献の収集，記載の転写，図版
の選択の努力の結実である．その誠実な編纂
と，報いられることの少ない業績をなしとげ
た意欲には賞賛の言葉もない．共著者の2人
はインドネシアでの分類・生層序が正確に採
録されているか否かをチェックしたとのこと
である．インドネシアのように新生代有孔虫
層序のスタンダードとなる地域の情報は，こ
の種の研究に必要不可欠である．残念ながら，
インドネシアに限らず東南アジアの文献類の
入手はしばしばきわめて困難であり，その上
に言語の障害もあって正確な情報を知るのは
かなり難しいのが実態である．化石の情報は
地域的な性格をもつものが多いが，それから
樹立されている生層序は汎世界的な対比の上
で大きな意義をもつ．したがって，地域的な
情報を決して軽視することはできない．イン
ドネシアの有孔虫に関する情報がこのような

形で入手できるようになったのはまことに喜
ばしい．個人で所有するには多少高価ではあ
るが，研究機関の図書室には是非とも備えて
おくべき文献である．なお，1部を地質調査
所の図書室に寄贈してあるので参照された
い．

この本は以下のようにして入手できる．
申し込み先：Ninin Hartini S.
Fax : 62_22_2510053, E_mail : omegask@ibm.net
個人購入：US＄ 345.00 ; 
大学・研究所・会社購入：US＄ 498.00 
銀行振込先：Saving Account, No. 2752012474,

Citibank, Jl. Ir. H. Juanda Nos. 65_67,
Bandung 40116, Indonesia.

あるいは下記宛に銀行小切手を送付する．
Ninin Hartini S.
Jl. Omega No. 14, Kompleks UNPAD,
Cigadung II, Bandung 40191, Indonesia.
払い込み次第，航空便にて配送される．

（佐藤　正）

信濃毎日新聞社　1998年1月28日発行，
B5判，190ページ，定価2,500円（本体）

1995年1月の阪神・淡路大震災を起こした
のは活断層であったと，テレビ・新聞・週刊
誌などを通じて報じられたので，「活断層」
という言葉とその被害が日本人の目と耳に焼
き付けられた．そして，タイミングよく松田
時彦氏が岩波新書に名著『活断層』を書かれ
たから，関心をもった人々にはこれが格好の
解説書となった．

私自身の記憶をたどると，幼い時に祖母に
「大地震の時には地割れが起こるから竹藪へ
逃げ込め」と教えられて，恐ろしいことだと
思ったが，これは濃尾地震（1891年）の風
聞を伝えたのだろうか．郷里の伊那谷で，高
校生の時，鹿間時夫先生に「八木貞助氏（八
木健三氏の父）が発見された段丘礫層を切る
断層を見に行こう」と誘われたが，この時露
頭を見た記憶がはっきりしない．その頃，友

信州の活断層を歩く

信濃毎日新聞社編集局編

人と2人で登った裏山の虚空蔵山への登山路
に，花崗岩を切る幅10 cm位の断層の露頭を
見つけて，両側の鏡肌の間に小学生が粘土細
工に使うような軟かい粘土が詰まっていたの
を記憶している．大学では，「大地形学」の
講義（三野与吉先生）中に，それぞれ5万分
の1の地形図を渡されて，この中に断層（線）
を見つけよという宿題を課せられた．「先に
断層の露頭を見つけてから地質図に表現せ
よ」と先輩に言われていたので，地理屋さん
は感覚が違うんだなーと思った．

1958年中央自動車道の路線調査の時，指
導にきていただいた立岩　巌先生から現場
で，「このように粘土に指を突っ込めるよう
な断層は新しいんですよ．旧いものは硬くし
まっています．」と教えられた．もちろん活
断層などという定義を私は知らなかったが，
最近松田時彦氏にこの話をしたら，「そんな
ことは弟子の私も聞いたことがなかった．」
ということだった．また，そのとき「このよ
うな断層は意外に長く直線的に延びるんです
よ．」とも言われた．水平ずれ断層のことを
おっしゃったのだと思う．1976年，ヘルシ
ンキ大学の図書室で見たP. Eskolaが書いた
フィン語の地質学の教科書（出版された年は
忘れたが，紙質から第二次大戦前と思われる）
には，小藤文次郎氏の水鳥の断層崖の写真が
再録されていた．日本の教科書には，もっぱ
ら正断層や逆断層のブロックダイアグラム
や，第三紀層を切る断層の写真等が載ってい
るが，果たして何％の教科書にこの写真が紹
介されているだろうかと，反省させられたも
のである．

本書は，信濃毎日新聞の朝刊に，1996年4
月9日から1997年9月30日まで，毎週火曜日
にほぼ1面を使って59回にわたって連載され
た特集『活断層を歩く』を一冊にまとめたも
のである．一部に白黒の航空写真が使われた
が，大部分はカラーの航空写真・露頭写真と
スケッチ（トレンチを含む）と併せて，20
万～2.5万分の1の地形図に，写真の範囲・
断層（推定を含む）と露頭の位置を赤ではっ
きり入れてある．“編集局編”とはなってい
るが，黒岩範臣編集委員が，地質調査所や国
土地理院に何度も通い，電車と自転車を乗り
継いで，機会ある度に巡検に参加して，まさ
に歩いて現場を訪れ，また地元でいちばんよ
く知っている人たちの説明を求めた上で，各
節をまとめたものである．地震の記録・語彙
の解説や“寒天製造と地形”とか“花崗岩と
温泉”などの地域のトピックスなどを囲み記
事として含めてある．新聞連載中から一冊の
本にまとめて出版されるよう要望の高かった
内容である．

B5判の2～4ページに新聞の一回分を納め
たので，写真や地図は新聞より縮小されてい
るが，カラー写真は本書の方がはるかに鮮明
である．松田時彦氏の『活断層』を見ても，
中部・近畿地方には活断層が密集しており，
長野県内には要注意断層が多いことが書かれ
ている．本書では，長野県内の活断層を地域
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別に下記のようにグルーピングしている．
長野盆地西縁断層系（6～48 ページ）：

1847年の地震によって現れた善光寺断層か
ら飯山断層まで．
糸魚川_静岡構造線活断層系（49～124ペ

ージ）全体の概説に続いて，糸魚川市のフォ
ッサマグナミュージアムから釜無山断層群ま
で．1983年の茅野市金沢のトレンチ，1996
年の松本市の牛伏寺断層，池田町の松本盆地
東縁断層のトレンチを含む．まだ活断層とい
う言葉が流行する前に，松田時彦氏が「松本
盆地の東縁に美事なリニアメントがあるね」
と言われたのを思い出す．
伊那谷活断層系（125～161ページ）：かっ

て，天竜川に沿う河岸段丘とされていたもの
の多くが，実は断層崖だったという松島信幸
氏たちの成果を中心にまとめた．
中央構造線活断層系（162～173ページ）：

中央構造線博物館の紹介と長野県南部の露頭
と地震の紹介．
木曽地方の活断層（174～182ページ）：阿

寺断層・上松断層・境峠断層の3つだけを取
り上げたが，最後に新しい群発地震を伴った
長野県西部地震推定断層（183～185）と松代
地震断層（186～189ページ）で終わる．

最初に述べたとおり，レポーターが足で稼
いで直接見聞したことを一般の人たちにも分
かり易く解説したものである．しかし，航空
写真と地形図がセットになっており，ポイン
ト・スケッチが正確に地図に示されているの
で，本書は防災・建設関係者はもとより，地
質学の専門家の資料として貴重である．

購入希望の方は直接信濃毎日新聞社出版局
（〒380_8546 長野市南県町）に注文されて
もよい．

（山田哲雄）

岩波書店　1998年発行，B6判，331＋
16ページ，定価2,800円（＋税）

雑誌『科学』に1994年から1996年にわた
って“地質学とは何だろうか”と題した論文

科学革命とは何か

都城秋穂

が連載された．
本書はその内容を著者があらためて検討

し，大幅に筆を加えて，読者対象を地質学の
専門家ばかりでなく，他の分野の科学者や科
学史・科学哲学の専門家も考慮に入れて，新
しく書き直されたものである．本書は，“ま
えがき”にはじまり，大きく3つの部分に分
けられ，それぞれが次のような章からなる．
第1部：地質学上の理論の歴史とその思想

的・社会的背景
序章：地球科学，ことに地質学についての

予備的な解説
1：思弁的な地球観から経験的科学へ
2：地質学の形成とその黄金時代
3：ライエルの斉一説的地球観の意味
4：社会は自然科学にどんな影響を与

えるか
第2部：物理学の哲学はどこまで普遍的か　

5：常識的科学観と古い科学哲学
6：観察は理論に依存する－常識的科

学観の誤り
7：パラダイム説と科学的研究プログ

ラム説
8：物理学よりほかの科学の発展過程
9：プレートテクトニクス革命－ パラ

ダイムになる理論とならない理論
第3部：科学理論，科学革命とは何か

10：物理学上の法則と地質学上の法則
11：演繹的階層構造をもつ理論と，複

合構造をもつ理論
12：科学理論と科学革命の種類と構造

よく知られているように，著者，都城秋穂
ニューヨーク州立大学名誉教授は，東京大学
時代に変成岩の鉱物学的研究を始め，変成帯
と変成作用の研究で世界をリードし，さらに
アメリカへ移ってからも新しいテクトニクス
の登場に際して指導的な役割を果たしてきた
国際的な地質学者である．

著者はまず次のように述べている．“自然
科学のほかの分野におけると同じように，地
質学においても学問の骨組みをなすものは理
論である．私は地質学者としては例外的に，
一生，主として新しい理論をつくるための模
索と探究を続けた．その探究と理論の建設の
ための必要から，地質学だけでなく，自然科
学全体にわたって，その歴史と哲学について
考えることが多かった．”本書の中では，地
質学や物理学の歴史はいうまでもなく，進化
論や化学革命についても詳しく論じられてい
る．著者は地質学を具体的な例として選んで
その理論の性質と構造を論じ，その検討結果
をもとに他の自然科学の諸分野についても哲
学的考察を進めている．すなわち，本書は自
然科学について論述された科学史・科学哲学
の書である．

著者は，“従来の科学哲学でしばしば，す
べての自然科学分野は将来十分に発達すれば
物理学と同じような性質をもつべきだと暗黙
のうちに仮定されてきたのは誤りだと考える
ようになった．”と述べ，さらに，“私は，自
然科学の理論のなかには幾つかの種類がある

と考える．もちろん自然科学の諸分野の理論
の検討が終わるまでは，全部で幾つあるかを
言うことはできない．構造の違う理論は，崩
壊するときには違った崩壊の仕方をするであ
ろう．したがって科学革命にも，幾つかの種
類があることになる．”このように述べた後，

“本書の目的は，自然科学上の理論や革命に
はさまざまに違った構造と性質のものがあっ
て，幾つかの種類に分けられるであろうとい
う私の考えを提案することである．”と記し
ている．

本書は次のような特徴をもつ．（i）地質学
史の最新の研究成果を踏まえていること（こ
れまでは，誤った地質学史書に基づいて議論
がなされてきた．本書では，新しい地質学の
歴史観に基づいて解説がなされている）；（ii）
伝統的な地質学で取り扱ってきた理論や考え
も検討の対象としていること（最近の地質学
の変貌についての著作は，どちらかといえば，
地球物理学的な側面を主に取り上げている．
その方が理解しやすく，説明しやすい．しか
し，学問の歴史からみても，実際の社会をみ
ても，地球科学には地質学的な色彩をもった
課題が多い．ただ，それは科学哲学の研究対
象とはなりにくい．知識体系が複雑だからで
ある．本書はそのような話題も避けてはいな
い）；（iii）新しい科学哲学の理論が分かりや
すく説明されていること（一般の哲学書に親
しみが持てない読者も，地質学史，ボウエン
の火成岩成因論，エスコラの変成相の法則，
地向斜造山論等々，馴染みのある話題につい
て著者の解説を読むうちに，いつしか自分が
この科学哲学の森に誘い込まれていくのを感
ずるであろう）；（iv）地質学者として，新し
く自然科学の諸理論を科学哲学の上からまと
めていること（科学哲学者はパラダイムにつ
いて語るが，しかし，実際に革命的な研究を
するのは科学哲学者ではなく，各専門分野で
活躍している研究者である．一方，第一線で
重要な貢献をしていても，その研究者が科学
哲学的議論ができるとは限らない．むしろ，
そのような地質学者は少ない．わたしたちは
両方の視点に立って書かれた解説を待ってい
た．本書はそれに応えてくれる）．以上，こ
れらの点からみて，本書は地球科学の哲学を
取り扱った著作としては，世界の科学哲学に
おける最高水準の作品と言えるであろう．本
書『科学革命とは何か』を読んだ人と読まな
かった人との間にできる地球観や科学観の明
瞭な差を想像すると，本書のもつ影響力がい
かに大きいか分かるような気がする．今，学
生として，あるいは，研究者として，自分は
この自然科学という学問の舞台のどこに立っ
ているのか，そして，どこへいこうとしてい
るのかをこの本を読んで考えることによっ
て，わたくしたちの学問はまた，新たな一歩
を進めることになるであろう．

最後に，一言，紹介者として付け加えたい．
著者は新しい，これからの地質学（環境問題
に関連した地質学，すなわち，土木地質学や
環境地質学）の展望にも触れている．その項
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は，“地質学とは何だろうか”の連載では，
最後の章に書かれていた．本書ではそれは第
1部第4章に次のように書かれている．すな
わち，“環境問題に応えることは，単に地質
学者のやることが広くなるだけでなく，地質

学に新しい目的や目標が加わるという根本的
に新しい発展である．環境地質学は，既存の
地質学を単に応用すればよいのではなくて，
今後多くの基礎的研究を積み重ねて，自然と
社会との接触領域に固有の法則を発見してゆ

く必要があるであろう．”印象にのこる一節
であった．

（水谷伸治郎）
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ご案内

地質学史懇話会のお知らせ

日　時：1998年5月31日（日）午後3時30
分_5時30分

場　所：愛知大学豊橋校舎
JR東海道線豊橋駅下車，豊橋鉄道新豊橋
駅から渥美線で大学前下車

講演者　　　　　講演題目
山田俊弘：

ニコラウス・ステノの生涯と業績―『プ
ロドロムス』(1669)を中心として―

糸魚川淳二：
明治期における災害の速報と記録

報告
日　時：1997年12月23日（火）13:30-17:00
場　所：東京・王子　北とぴあ801号室
出席者：20名
今回の講演は，次の4つであった．
1） 今井　功：『地質学の歴史』（ガブリエ

ルゴオー著，菅谷　暁訳，1997）を読んで
今井氏は，本書の各章を順を追って要約し，

コメントを加えた．本書は主にヨーロッパに
おける造山運動論史を取り扱っているが，著
者がフランス人であるために，フランス中心
史観であり（中華思想？），イギリスやドイ
ツの学史が正当に扱われていない嫌いがある
という．とくにステイレらに関しては，まっ
たく言及されておらず，公平な地質学史とは
言えないが，日本ではあまりなじみのないロ
マンス語圏の地質学の歴史に関して，いくつ
かの新たな知見が得られるという．さらに，
各地質学者の学説の一面のみを強調して，レ
ッテル張りをしがちなところもいただけない
という．従来一般につかわれない概念や用語
もいくつか見られ，訳語の不備なのか，著者
の造語なのか，意味のすっきり通らないとこ
ろがあるという．いろいろ難点は指摘できる
が，日本語で読める地質学の通史が出たこと
は評価されるべきで，訳者の労を多としたい．
欧米の地質学史に関する文献のリストを配布

して，一次資料のほとんどない日本において欧
米の地質学史研究がいかに困難かを諭された．
2） 清水大吉郎：江原真伍と太平洋運動

弧状列島論やプレートテクトニクスの日本
における先駆者ともみなされる江原真伍の人
となりや学説について述べた．現代では正当
に評価されているとは言い難い江原の埋もれ
た学説を堀起こし，新たな観点から再検討を
行った．脚光を浴びている最新の学説（例え
ば，伊豆半島の衝突説）も，すでに江原が提
唱したものであり，あまりに時代に先んじて
いたために，彼の学説が継承，発展されずに
しまったのは，日本の地質学にとって不幸で
あったと指摘された．まだまだ日本の地質学
史には，隠れた重要な人物やテーマがあると
の印象を受けた．
3） 山田俊弘：ライエル/ハツトン200年

会議に参加して
1997 年 7 月 _8 月にかけて Eng l and と

Scotlandで開催された本会議の内容や様子を
スライドをつかって報告した．両者にゆかり
のある史跡や学説の背景となった地質学的な
現象を見学できて，大変有意義な会議であっ
たという．山田氏の関心を引いた講演は，ヨ
ーロツパ大陸におけるライエル説の受容に関
するものであったという．
4） 矢島　道子：ヒルゲンドルフ展その後

1995年12月の例会で発表した以降のヒル
ゲンドルフ研究の成果を要約すると;

1． チユービンゲンでの調査　96年夏
2． 森　鴎外ノートの発見　96年秋　　
3． 展覧会の開催　97年4月から
4． シンポジウムの開催　97年10月　　
中でも興味深いのは，鴎外がヒルゲンドル

フの講義を聴き，そのノートを残していたの
が発見され，その中に進化論について述べた
部分があることがわかった．モース以前に日
本に進化論が伝わっていたことが，決定的に
明らかとなった．詳しい講演内容をご希望の
方は地質学史懇話会会報no. 10（98年3月末
日発行）をご覧下さい．

（沓掛俊夫記）
…………………………………………

第16回化石研究会総会のお
知らせ

今年の7月1日に北海道足寄町に開館予定
の足寄動物化石博物館において，化石研究会
の総会と学術大会・シンポジウムが開催され
ます．会員以外の方でも自由に参加できます．
今年の夏は，家族そろって，日本では珍しい
古第三紀漸新世のベヘモトプスや歯のあるヒ
ゲクジラなどの海生哺乳類化石を展示した新
設の博物館見学を兼ねた北海道旅行に行かれ
ることをお勧めします．
日　時：1998年8月21日～24日　
会　場：足寄動物化石博物館（7月1日開館

予定）〒089_3727 北海道足寄郡足寄町郊
南1丁目29
電話 01562_5_9100 Fax 01562_5_9101

日程：
21日（金） 集合・運営委員会
22日（土） 一般講演・普及講演（後藤仁敏：

化石少年の夢と古生物学の未来）・ポ
スター展示・博物館見学・総会議事
23日（日） シンポジウム「束柱類の
進化―戸狩標本発見100年および足寄
動物化石博物館開館を記念して」（世
話人：澤村　寛・甲能直樹・木村方
一・犬塚則久）・懇親会（ネイパルあ
しょろ）

24日（月） 足寄動物化石群の産地への巡検
一般講演・ポスターの申し込み：4月30日ま

でに，化石研究会事務局（〒950_2181 新
潟市五十嵐二の町8050新潟大学理学部地
質科学教室小林研究室気付）へ申し込んで
ください．

航空券・宿泊予約：東京（羽田）からの格安
航空券と宿泊（ネイパルあしょろ・道立足
寄少年自然の家，1泊2食で2,000円）の予
約は6月10日までに次に申し込みくださ
い．
〒171_0022 豊島区南池袋2_24_1 河合
ビル 4 階　ジオプランニング（電話・
Fax 03_3983_1226 E-mail : geoplanning@
mtb.biglobe.ne.jp）

連絡先：〒089_3727 北海道足寄郡足寄町郊
南1丁目29
電話 01562_5_9100 Fax 01562_5_9101
足寄動物化石博物館　澤村　寛　



日本地質学会に寄せられ
た候補者の推薦依頼をご
案内いたします．推薦ご
希望の方は締切日半月前
までに，執行委員会迄お
申し込み下さい．

1998年地球化学研究協会学術賞
「三宅賞」の受賞侯補者および研

究助成侯補者の推薦について
三宅泰雄教授退官記念事業として1972年

に設立された地球化学研究協会は，その翌年
から，地球化学に顕著な業績をおさめた科学
者に，毎年，地球化学研究協会学術賞「三宅
賞」を贈呈しています．

さらに1983年からは，海外シンポジウム
に出席・論文を発表し，または海外の学術研
究調査等に参加する地球化学の若手研究者に
対し，助成を行っています．

なお，賞金および助成金は本協会を母体と

して，1983年に創設された公益信託「地球
化学研究基金」（受託者東洋信託銀行株式会
社）から贈られます．

三宅賞

1． 本賞は地球化学に顕著な研究業績をおさ
めた科学者に贈呈します．

2． 本賞は賞状とし，副賞として賞牌および
賞金（30万円）をそえます．

3． 本賞の贈呈は，1年1件（1名）としま
す．

4． 規定の用紙に受賞候補者の推薦対象とな
る研究題目，推薦理由（400字程度），主
な論文10編程度に略歴をそえて，協会事
務所までお送りください．
研究助成

1． 研究助成は地球化学の研究者で，海外に
おける学術調査研究などに参加する者．な
らびに海外のシンポジウム等に出席し論文
を発表する者に対して行われます．

2． 助成金は1件10万円とし，年に数件とし
ます．

3． 規定の用紙に推薦候補者（各締め切り日
において満40才までとする）の海外調査
に関しては，略歴，研究業績，調査地（国
名，地域名），調査目的・計画，推薦理由，
同行者などを記入し，海外のシンポジウム
出席については，略歴，研究業績，国際会
議名（主催団体，開催場所，開催年月日），
論文題目，推薦理由等を記入して，協会事
務所までお送りください．

三宅賞の贈呈および研究助成者の発表
は，1998年 12月5日（土），東京で行いま
す．

申込み締め切り日は，三宅費は，1998年8
月31日
研究助成は，

第1回締め切り 1998年8月31日
第2回締め切り 1999年1月15日

地球化学研究協会
〒l66_0002 東京都杉並区高円寺北4_29_2_

217 電話 03_3330_2455（Fax兼用）
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教官公募等の求人のニュース原
稿につきましては，採用結果をお
知らせいただけますようお願い致
します．

島根大学総合理工学部地球資源環

境学科自然災害工学大講座教官の

公募について
島根大学総合理工学部地球資源環境学科で

は，自然災害工学大講座の教官（助手1名）
を公募しております．
専門分野：地盤工学（主に土砂・地盤災害に

関する解析学的研究）主に地盤工学実験，
岩盤工学実験の授業科目（演習を含む）を
担当

年　　齢：平成10年7月31日時点で31歳以
下の方

任用予定：平成10年8月1日
公募締切：平成10年5月29日必着
資　　格：工学博士の学位を有する方が望ま

しい

提出書類：履歴書（1通），研究業績リスト
（1通），研究業績（著書および論文別刷），
研究概略と研究・教育の抱負（A4用紙2
枚以内），推薦状（1通）

宛先・問い合わせ先：
〒690_8504 松江市西川津町1060島根大学
総合理工学部地質資源環境学科　澤田順弘
電話：0852_32_6458 Fax：0852_32_6469
e_mail : sawada@riko.shimane-u.ac.jp

公募

本会以外の学会および研究
会・委員会よりのお知らせ
を掲載します．

日本学術会議第17期第1回鉱床学
専門委員会議事録
1997年10月31日（金）15 : 00_17 : 00（鉱物
学研連・鉱床学専門委合同会議後開催）

出席者：中嶋　悟・千葉　仁・溝田忠人・島
崎英彦・松枝大治・根建心具・石渡　明

（以上7名．欠席：上野宏共，渡辺　洵）
直前の合同会議で，第17期の鉱床学専門

委員会の役員は以下のように決定した．
委員長：島崎英彦，幹事：松枝大治

［報告事項］
1） 議事に先立ち，青木謙一郎学術会議会員

より，以下のコメントと要望があった．

第16期の鉱物学研連から出された対外報
告「地球惑星物質科学の現状と展望」は，ほ
とんどが鉱物学関係者によって書かれたもの
で鉱床学的視点が欠落している．21世紀に
おいても資源に関する科学は重要な分野であ
り，今期の鉱床学専門委員会において議論を
行い，研究の重要性の強調とその広がり・展
望・ポジションの確保等を視点においた独自
の対外報告を作り，関係諸機関に配布すると
同時に関係各学会誌に掲載を望む．また第四
部会では，複数の領域で学術会議の場での説
明を要求されていることについても報告があ
った．

［議　事］
1） IMA（International Mineralogical Associa-

tion）の委員改選
関係各委員を，以下のように推薦する事と

した．
Inclusion in minerals：

福岡大学理学部　田口幸洋氏
Ore minerals：

東北大学理学研究科　林謙一郎氏
2） 青木会員から要請のあった「対外報告」

の内容に関して，自由討論形式で各委員に
よる意見交換が行われた．以下に主な意
見・提案を要約する．

［対外報告］の内容
1． 地球化学・宇宙科学研連からも対外報

告「現状と展望」が出されている．この
ことも考慮して，「対外報告」に盛り込
む事項の検討を今期前半に行いたい．

2． 各委員がそれぞれの関連分野で分担・
総括して，平成10年の完成を目指す．
「対外報告」の構成原案は，次回まで

に島崎委員長が準備する．
3． 鉱床学という学問分野は国際的にも重

要な分野である．海外では意気盛んであ
り，フィールド・研究者数も豊富である
が，一方日本国内ではジリ貧化しており，
このままでは消滅する危険性もあるの
で，積極的に外へPRする必要がある．

4． 日本は鉱床の数・種類も豊富であり，
ODA開発も期待されている．日本がリ
ーダーシップを取り，各分野と一体化し
て鉱床学の発展をさせることが必要であ
る．

委員会報告

各賞・
研究助成



5．「鉱床学」の範囲には燃料鉱床も含め，
広い意味での「鉱床学」とすることによ
り他の地質学との関連性が出て来る．

6． 鉱床学は，物質の移動・濃集を取り扱
うと共に拡散に関する知識も提供し，環
境問題の解決にも貢献する．

7． 鉱床モデルや成因モデルの確立は資源
の枯渇問題解決の一助となり，人類の文
明活動を資源が握っていることを強調す
べきである．

8． 鉱床学の教育，特に実習用鉱山の設
置・運営などに関する提案をしたらどう
か．

9． 外国人留学生の受け入れをさらに積極
的に進め，日本人学生の海外実習が可能
となるように，国際交流を活発化するよ
う提言すべきである．

10． 将来に備えて，過去の鉱山関係資料の
管理をしっかり行うよう提案すべきであ
る．

11． 国としての「重要資源物資」を規定す
るよう提言する事を考慮する．

12． 学術会議第5部（工学系）の資源開発
工学研連との関係について調整が必要で
ある．

13． 金属鉱業事業団や国際協力事業団
（JICA）との関係をさらに緊密にすべき
である．

14． 昨今の環境問題への社会的関心の高ま
りに鑑み，環境との調和を考えた資源開
発や資源のリサイクルを視野に入れた学
問分野としての発展について提言すべき
で ある．

15． グローバルな展望から，鉱床学を地質
学の一分野として位置づける．

3） その他
・第16期委員長井沢英二氏からの引き継

ぎを早急に行う予定である．
・第16期作成の鉱床学関係研究者名簿の

配布とアンケート回収を行う．
・IAGOD（International Association on

the Genesis of Ore Deposits）への加盟
について：現在は個人が対応している

が，国として加盟することが望ましく，
それについて検討中でる．

・次回専門委員会は，2月27日（金）開催
予定とする．またその後は，5月または
6月を予定する．

（文責　幹事　松枝大治）

地質科学総合研究連絡委員会

（第17期・第1回）議事録
日　時：平成 9 年 12 月 22 日（月）13 : 30_

16 : 30
会　場：日本学術会議第5部会議室
出　席：青木謙一郎，斎藤常正，鎮西清高，

木村　学，末野重穂（代理，河村），池谷
仙之，野津憲治，

欠　席：太田陽子
q1w 役員の選出：話し合いにより下記の役員

を選出した．幹事はもう1名が予定され
ているが，本研連委員が確定したのち改
めて指名することとなった．
委員長：鎮西清高　幹事：木村　学

q2w 報告事項：
1． 日本学術会議第17期活動計画（申し

合せ）．この件については各研連で報告
されているので詳細は資料参照．

2． 第4部会審議の報告．委員長より今期
第4部の活動方針中で本研連と直接関係
する問題として，研連の再編成の件，お
よび理学総合連絡会を組織する件，があ
る事について報告があった．

3． 第16期地質科学総合研連からの申し
送り事項が別紙配布資料のとおり配布さ
れ，確認された．

q3w 小委員会の設置について．委員長より，
前期の本研連に付置されていた水文地質
小委員会および応用地質小委員会を今期
も本研連に付置する件について提案があ
り，審議の結果，水文地質小委員会につ
いては設置を承認，応用地質小委員会に
ついては委員名簿，活動計画などの書類
が不備であり，改めて書類を提出しても
らい，委員長の責任で内容を確認し，処

理することとした．
q4w 地質科学関係学協会連絡協議会につい

て．本協議会の目的・組織・活動方針に
に関するこれまでの議論に関し意見交換
を行った．その結果，今期の本研連もこ
の協議会の結成に向けて活動を続け，各
学協会の独自性を認めた上で，この協議
会としてどのような活動が期待される
か，そのために何をするかについて討議
する事とした．組織化を進めるに当たっ
ては自然史科学連合の前例が参考になる
との意見があった．

q5w その他
1． 本研連の活動について．本研連では，

関係する個々の研連では対応できない総
合的な問題について連絡・討議する．ま
た，今期の学術会議が進めようとしてい
る研連の再編に際して，本研連の構成・
目的の見直しを行う．またそれに関連し
て，各研連の再編や業務に関する意見交
換・調整を行う．

2． 本研連の構成について．本研連は，前
期には，関係会員，各関連研連委員長の
ほか，応用地質小委員会委員長を加えて
9名で構成されていた．しかし，本研連
の業務は，上記のように研連の再編に関
する意見交換が主要課題になる見通しで
あること，および，小委員会には応用地
質小委のほか水文地質小委も設置される
ことになり，応用地質小委だけを研連委
員とする理由が薄弱であること，などに
より，両小委員会委員長には必要に応じ
てオブザーバーとして出席願うこととす
る．そして当面は，本研連は1名欠員で
発足することとした．

3． 次回の本研連は，平成10年3月2日
（月）あるいは3日（火），午後1時30分
～4時30分とし，本日欠席の太田委員・
末野委員の都合を聞いて確定することと
した．

（木村　学）
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●北海道支部

講演会のご案内

講演会のお知らせ
札幌の地震を考える

―地質学と地震学からのアプローチ―　

大都市札幌とその周辺地域の地震活動について，地質学と地震学
の分野から解説していただく講演会を開催いたします．奮ってご参
加くださいますようご案内いたします．

記
【日　時】 1998年5月9日（土） 午後1:00から4時30分まで
【場　所】 北海道大学　学術交流会館（予定）
【講　演】 地盤液状化の痕跡と表層地質からみた発生範囲の予測

（磯部一洋氏・羽坂俊一氏　地質調査所）
過去および最近の札幌およびその周辺の地震活動

（笠原　稔氏　北海道大学）
参 加 費：500円
参加申込：当日参加も可能ですが，資料集の作成の都合上，可能な

限り参加申し込みをして下さい．
問い合わせ先：

060 札幌市北区北19条西12丁目北海道立地下資源調査所
大津　直か八幡正弘まで
電話 011_747_2211，申し込みはハガキまたはFax 011_

737_9071 あるいはe_mail ;(nao@gsh.pref.hokkaido.jp,か
yahata@gsh.pref.hokkaido.jp)

共　　催：地学団体研究会北海道支部
日本地質学会北海道支部
日本応用地質学会北海道支部

●関東支部

総会と講演会のご案内

日本地質学会関東支部総会と
講演会のお知らせ

1998年関東支部総会を下記のとおり開催いたしますのでご案内
いたします．

総会成立には支部会員の1/30以上の出席（委任状可）を必要と
しますので，多数の支部会員のご参加をお願い致します．総会に出
席できない方は，巻頭綴じ込み葉書（委任状）に50円切手を貼っ
てご投函下さるようお願いいたします（5月12日必着）．

なお当日は，関東支部としての重要な位置づけである「環境と災
害」に焦点をあて，講演会を開催いたします．環境面からは，避け
ては通れない放射性廃棄物および一般廃棄物の問題について，「放
射性廃棄物と地球科学」，「廃棄物と地盤」の講演を行います．災害
面からは，毎年各地で発生している土砂災害のうち「地すべりと地
下水」の講演を行います．皆様奮ってご参加下さいますようお願い

いたします．

1997年関東支部総会
【日　時】 1998年5月19日（火）

総　会　15:20～15:40
講演会　13:00～17:15

【会　場】 北とぴあ・つつじホール（電話 03_5390_1105）
（東京都北区王子1_11_1 JR京浜東北線王子駅下車徒歩2
分）

【議　事】 1997年活動報告・会計報告・その他
参加費： 無料（資料代は実費にて販売）
その他： どなたでも参加できます．申し込みは不要です．

講　演　会
【プログラム】
13 : 00～13 : 05 開会のあいさつ　関東支部長

新潟大学名誉教授　青木　滋
13 : 05～14 : 05 ①放射性廃棄物と地球科学

地質コンサルタント　土井和巳
14 : 05～15 : 05 ②廃棄物と地盤

東京都港湾局　清水惠助
15 : 05～15 : 20 休 憩
15 : 20～15 : 40 関東支部総会

15 : 40～17 : 10 ③地すべりと地下水
信州大学名誉教授　川上 浩

17 : 10～17 : 15 閉会のあいさつ　
明治コンサルタント（株） 上砂正一

連 絡 先：〒101_0044 東京都千代田区鍛冶町1_10_4 丸石ビル
日本地質学会事務局 気付 電話 03_3252_7242

巡検のご案内

“大磯丘陵の火山灰と国府津・松田断層を
みる”

関東支部では，第四紀の研究にかかせない火山灰の観察方法・層
序の検討方法等や活構造を勉強する機会として，恒例の標記巡検を
計画しています．

日頃，巡検の機会に恵まれないコンサルタント会社勤務の会員を
始め，興味のある方は奮ってご参加ください．

詳細は次号に掲載する予定ですが，概要を以下のとおりご案内い
たします．
開催日時：平成10年5月下旬～6月上旬のうちの1日（日帰り）
場　　所：神奈川県大磯丘陵（予定）
案 内 者：東京都立大学名誉教授　町田　洋氏

教授　山崎晴雄氏
参 加 者：30名程度
費　　用：6,000円（院生・学生は4,000円）
申込み方法：次号に掲載します．
連 絡 先：関東支部幹事　佐々木和彦（応用地質株式会社）

電話 048_667_9223（内線2221） Fax 048_667_9275
E_mail : sasaki-kazuhiko@oyonet.oyo.co.jp

支部コーナー
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●西日本支部

日本地質学会西日本支部
1997年度総会および第136回例会

日本地質学会西日本支部1997年度総会および第136回例会が，
1998年2月22日（日），鹿児島大学理学部251号教室で開催されま
した．参加者は会員45名，非会員30名の計75名でした．例会では，
支部長講演の他，オーラル20件，ポスター6件の講演発表がありま
した．また，例会終了後，学外で懇親会が開催されました．懇親会
の参加者は25名でした．

以下にプログラムを付け，報告とさせて頂きます．
（日本地質学会西日本支部　事務局）

日　時：1998年2月22日（日）9時00分から
会　場：鹿児島大学理学部251号教室（案内図参照）

〒890_0065 鹿児島市郡元1-21-35
鹿児島大学理学部地球環境科学教室

支部長講演（11 : 10_12 : 00）

「炭田調査から見えてきたもの」
………………………………………………富田宰臣（九州大・理）

総　　会（10 : 45_11 : 10）
オーラル・セッション（午前の部：9 : 00_10 : 30）

1． 9 : 00_9 : 15 国内研究用原子炉の照射場の特性からみたフィ
ッション・トラック年代測定と放射化分析
……………………………………鈴木達郎（鹿児島大・教育）

2． 9 : 15_9 : 30 Zn_Ga_Fe_S系の相平衡
…………………………………………上野禎一（福岡教育大）

3． 9 : 30_9 : 45 鹿児島県喜界町に分布する島尻層群早町層の層序
………………………………………*菊地宣紀（熊本大・理）・

鳥井真之・椎原美紀（熊本大・院自然科学研）・
尾田太良（熊本大・理）

4． 9 : 45_10 : 00 電顕分析による桜島火山灰の風化モデル
………*河野元治（鹿児島大・農）・富田克利（鹿児島大・理）

5． 10 : 00_10 : 15 熊本県八代市東方の下部白亜系～八代層の層
序と構造について～
………………………*島田礼二・田中　均（熊本大・教育）・

高橋　努（八千代E）・小林るみ（熊本大・教育）
6． 10 : 15_10 : 30 熊本県八代地域，白亜系宮地層の再検討

…………*坂島俊彦（広島大・理）・山本啓司（鹿児島大・理）

オーラル・セッション（午後の部：13 : 30_17 : 30）

7． 13 : 30_13 : 45 日奈久帯の中・古生界の層序と放散虫化石
……*桑水流淳二（鹿児島県松陽高）・宮本隆実（広島大・理）

8． 13 : 45_14 : 00 日奈久帯中・古生界砂岩組成からみた後背地
の島弧の発達過程 ………………*宮本隆実（広島大・理）・

桑水流淳二（鹿児島県松陽高）
9． 14 : 00_14 : 15 雲仙・普賢岳による土石流堆積物の水無川河

口沖における分布
…………………………*近藤　寛・石橋千絵（長崎大・教育）

10． 14 : 15_14 : 30 対馬の対州層群中の中期始新世水中火砕流堆
積物のK_Ar年代と化学組成
………………………………*湯浅　忠・桑原義博・酒井治孝

（九州大・院比較社会文化研）

11． 14 : 30_14 : 45 取り消し
12． 14 : 45_15 : 00 九州の中期～後期更新世に見られる地殻運動

の逆転―化石と堆積物に基づく地殻運動の研究―
…………………………………………下山正一（九州大・理）

13． 15 : 00_15 : 15 大分県丹生台地の海成段丘形成史から見た過
去約30万年間の地殻変動
…………*伊藤寛之・小松貴史・宮田雄一郎（山口大・理）・

田中ゆか里・下山正一（九州大・理）
14． 15 : 15_15 : 30 別府湾地溝南縁部における過去約30万年間の

地殻運動 …………*田中ゆか里・下山正一（九州大・理）・
伊藤寛之・小松貴史・宮田雄一郎（山口大・理）・

市原季彦（熊本大・理）・野井英明（北九州大・文）・
竹村恵二（京都大・理）

15． 15 : 45_16 : 00 REEからみた福岡県篠栗地方の巨晶角閃石岩
…………*岡井隆治・石田清隆（九州大・院比較社会文化研）

16． 16 : 00_16 : 15 山口県西部の古第三系中の火砕流堆積物の地
質学的；古地磁気学的特徴 …………*吉田圭志・酒井治孝・

田中清美（九州大・院比較社会文化研）
17． 16 : 15_16 : 30 長門構造体西部のジュラ系・白亜紀堆積盆に

関する2，3の新知見
…………………………*太田　亨・坂井　卓（九州大・理）

18． 16 : 30_16 : 45 広島県南部の領家帯―山陽帯花崗岩類につい
て ……………*鈴木盛久・林　武広（広島大・学校教育）・

間賀田隆秀（広島県・豊中学）
19． 16 : 45_17 : 00 中央構造線の後期白亜紀左横すべり変位量の

推定 ……………………………*山北　聡（宮崎大・教育）・
大藤　茂（富山大・理）・佐野賢二（ダイヤコンサルタント）

20． 17 : 00_17 : 15 DEMを利用した活構造の抽出―近畿地方を例
として―
………*川畑大作・岡田篤正・竹村恵二（京都大・院理学研）

21． 17 : 15_17 : 30 IGCP350野外討論会報告―インド大陸デカン
高原北部の白亜系 ………………゜坂井　卓（九州大・理）・

岡田博有（応用地質）・平野弘道（早稲田大・教育）・
木下　修（大阪府大・総合科学）・

久田健一郎（筑波大・地球科学）・鈴木茂之（岡山大・理）・
八木信幸（ソーワソフト科学）

ポスター・セッション

（発表：10 : 30_15 : 30 説明：12 : 30_13 : 30））

P1． 液状化現象の研究―鹿児島県北西部地震の調査を通して―
…………*請園智一・山下祐輔（鹿児島松陽高地学研究クラブ）・

桑水流淳二（鹿児島松陽高）・
下柿元めぐみ・内村公大（鹿児島大・理）

P2． 池田火山活動に伴うクラスティックダイク
………*成尾英仁（鹿児島県博物館）・小林哲夫（鹿児島大・理）

P3． 鹿児島市地域の第四系層序と構造発達史
……………………………………………大木公彦（鹿児島大・理）

P4． 鹿児島県野間半島西部の中・古生界の地質学的問題点
……………………………………………山本温彦（鹿児島大・理）

P5． 秋吉帯石灰岩と陸源砕屑岩類の混在過程
…………………………………*瀧沢　哲・佐野弘好（九州大・理）

P6． 九州西方大陸棚の第四紀哺乳動物化石相
……………………………………………大塚裕之（鹿児島大・理）

懇　親　会（18 : 00_20 : 00）

会　　場：ふぁみり庵本店（TEL : 099_252_7677）
会　　費：5,000円
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1998, 3～

地球科学分野に関係する研究会，学会，国
際会議などの開催日，会合名，開催学会，開
催場所をご案内いたします．会員の皆さまの
情報をお待ちしています．
☆印は，日本地質学会主催行事．
○印は，新しいお知らせです．

March
☆ 28～29 日本地質学会第105年総会　学
習院西4号館（文京区目白）

April
● 14～17 GAS HYDRATES : Symposi-
um : Resource ?, Hazard ?, Origins ? will form
one of the parallel sessions at the 1998 UK
Geosciences meeting at Keele University, UK.
Contributions are invited to a one day session
(50 oral, 50 posters). Information of con-
tributer deadline is 13th October 1997.
Convenors : Ben Clennell (Leeds, E_mail :
B.Clennell@earth.leeds.ac.uk) and Tim
Minshull (Cambridge, E_mail : minshull@esc.
cam.ac.uk).詳細は渡部芳夫（地調，E_mail :
nabe@gsj.go.jp）まで．
● 20～ 24 GAS HYDRATES IN NA-
TURE : RESULTS FROM GEOPHYSICAL
AND GEOCHEMICAL STUDIES A sympo-
sium on gas hydrates planned as part of the
23rd General Assembly of the European
Geophysical Socitey in Nice, France.
Aural/Poster abstract deadline for EGS
assemblies usually is in mid December.
Details will be given at http://www.coperni-
cus.org/EGS/EGS.html. Contact to Ingo A.
Pecher, Dept. Geology and Geophysics,
Woods Hole Oceanographic Institution,
Woods Hole, MA 02543, USA, Tel. :＋1 508
457 2391, FAX : ＋1 508 457 2310, E_mail :
ipecher@whoi.edu

May
☆　9 北海道支部講演会 札幌の地震を考
える―地質学と地震学からのアプローチ―
北海道大学　学術交流会館（詳細は本誌参照）
☆ 19 関東支部総会と講演会 北とぴあ
つつじホール（詳細は本誌参照）
○ 31 午後3時30分～5時30分　地質学史
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懇話会 愛知大学豊橋校舎（詳細は本誌参照）

June
●　1～3 First International Conference on
Geospatial Information in Agriculture and
Forestry Technology, Applications, and Decision
Support. Disney’s Coronado Springs Report,
Lake Buena Vista, Florida, USA. Organaized
by ERIM with sponsors that include U.S.
Department of Agriculture Magazine. Contact
; ERIM Agriculture Conferences, Box 134001,
Ann Arbor, MI 48113_4001 USA. Tel. ;
313_9941_200, ext. 3234. Fax : 313_994_5123.
Internet ; wllman@erim.org
●　4 無機マテリアル学会第96回学術講演
会 札幌プリンスホテル　無機マテリアル学
会　電話03_3363_6445

July
● 14～16 第33回地盤工学研究発表会 山
口大学 （社）地盤工学会　電話 03_3251_

7661
● 21～24 1998西太平洋地球物理会議

（WPGM）台湾・台北
● 24～ 27 第 11回国際女性技術者・科学
者会議 日本学術会議・日本女性科学者の
会・日本女性技術者フォーラム共催　千葉市
幕張メッセ　国際会議場　問い合わせ先:都
河明子（第11回国際女性技術者・科学者会
議事務局）電話/Fax 03_3812_2413

August
● 6th  International Conference on Paleo-
ceanography, Lisbon, Portugal. 連絡先：Olga
Vaia, Viagens Abreu S.A. (Congress
Department), Avenida 25 de Abril, 2_Edicio
Abreu, 2795 Linda_a_Velha_Portugal, e_mail :
ovaia@abreu.pt (Abstract limit : February 20,
1988 ; Registration and Housing Reservation
limit : June 15, 1998) これは3年に1回開催
される古海洋学国際会議で，招待講演以外は
ポスター・セッション（これまでも500件以
上の発表があった）．
● 12～25 第 5回ジュラ系に関する国際シ
ンポジウムのご案内 _5th International
Symposium on the Jurassic System_カナダバ
ンクーバー　12_16 : Pre_Symposium fieldtrip
17_20 : Scientific sessions 21_25 : Post_

Symposium fieldtrip 連絡先 : Dr. Paul Smith
5th International Symposium on the Jurassic
System Department of Earth and Ocean
Sciences University of British Columbia 6339
Stores Road, VANCOUVER, B.C. Canada V6T
1Z4 Telephone : ＋1_604_822_6456 Fax : ＋
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1_604_822_6088 E_mail : psmith@eos.ubc.ca
ホームページ : http://www.eos.ubc.ca/juras-
sic/announce.htm
● 20～26 The Ninth International Con-
ference on Geochronology, Cosmochrono-logy
and Isotope Geology 場所 : Beijing, China 主
催 : Chinese Academy of Geological Sciences
Abstract deadline : February 28, 1998 Con-
tact : ICOG_9 Secretariat, Chinese Academy
of Geological Sciences, Baiwanzhuang Road
26, Beijing 100037. China. (phone ; ＋86_10_

68311545, _68326456, fax ; ＋ 86_10_

68311545)
○ 21～ 24 第 16回化石研究会総会 足寄
動物化石博物館　連絡先：足寄動物化石博物
館　電話 01562_5_9100（詳細は本誌参照）
● 25～28 International Conference on
Metallogeny and Geodynamics of the North
Asian Craton and Framing Orogenic Belts
Irkutsk, Russia
Registration Fee : 150 US＄
Field Excursion to Zun_Kholba Lode Gold
Deposit and Southern Lake Baikal, August
20_24, 1998 (US＄300) 
Conference Organizers : staff of Institute of
Geochemistry, Siberian Branch RAS, Irkutsk
Deadline for submitting abstract and registra-
tion form March 1, 1998
Please contact : Mrs. Tatiana Bounaeva,
Institute of Geochemistry, Russian Acade-
my of Sciences, P.B. 4019, Irkutsk 664033
Russia, Fax : 3952_46_40_50, Phone : 3952_

46_59_64 E_mail : tabun@igc.irkutsk.su

September
●　21～25 8th Congress of the Interna-
tional Association of Engineering Geology 
and the Environment Vancouver, British
Columbia, Canada Contact : 8th Congress IAEG
c/o Venue West Conference SEr-
vices Ltd. #645_375 Water Street Vancou-
ver, BC, Canada V6B5C6 tel : 01_604_681_

5226 Fax : 01_604_681_2503
☆ 25～27 日本地質学会第 105年々会（松
本大会） 信州大学

May 2000
● 28～10 June 西暦 2000年世界地熱会議
主催：国際地熱協会（IGA）WGC2000国内
組織委員会（JOC） 開催場所：前半別府，
後半盛岡および鹿角　テーマ：Sustaining
Geothermal Energy into the 21st Century
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中川衷三先生のご逝去
を悼む

本会会員，徳島大学名誉教授中
川衷三先生は，平成9年9月17日
午前8時46分脳梗塞のため東大阪
市若草第一病院で逝去された．享
年77才であった．同年4月まで徳
島市の自宅でひとりで生活してお
られたが，足が弱っていて屋内で
転倒したということで大阪から令

息が迎えにこられ近鉄枚岡駅近くの令息宅に8月9日に入院され
るまで滞在されていたものである．

先生は大正8年（1919）10月7日大阪市で生まれ，府立市岡中
学，大阪高等学校を経て昭和19年（1944）9月京大理学部地質鉱
物学教室を卒業し，同年より陸軍工兵として軍務に服し旧ソ満国
境に勤務した後善通寺で終戦を迎えた．昭和20年（1945）9月よ
り京大理学部地質鉱物学教室助手，昭和25年（1950）より徳島
大学学芸学部（当時）に着任，徳島大学教育学部と名称変更した
大学を，昭和60年（1985）3月に停年退官されるまで35年間に
わたって勤務された．この間多年にわたり地学教室主任として教
室の管理運営，他教科との連絡調整に尽力されるとともに，地学
の教育研究に，戦後の困難な条件下で努力された．その間多数の
学生を指導し優秀な理科教員を県下だけでなく，京阪神に送りだ
した．また非常勤講師として通算8年間，工学部土木工学科（現
建設工学科）の学生に応用地質学を講義したので，建設業界で先
生の教えを受けた技術者は多い．

徳島大学内では，公害対策委員会委員，原子力同位元素委員会
委員，排水等専門委員会委員などとして，その専門的知識を生か
して主として大学の公害対策等に貢献した．

社会的には，徳島県温泉審議会委員，徳島県文化財保護審議会
委員，同会長，徳島県公害対策審議会専門委員等として，県下の
自然保護行政，文化財保護行政に尽力された．また，県下の地す
べり等の斜面災害，各種建設工事の地盤調査などに地質学的立場
から助言された．

その応用地質学の学識により，停年退職後は徳島市の仁田ソイ
ロック株式会社で技術顧問として若い地質技術者の指導にあたら
れ，亡くなられる前年まで勤務された．

先生は，はじめ和泉帯の地質を研究され，昭和36年（1961）
に「四国における上部白亜系和泉層群」の研究に対して京都大学
より理学博士の学位を授与された．昭和25年（1950），共同研究
者とともに坂州不整合を発見し，地質学界に一石を投じて以来，
黒瀬川構造帯の共同研究に参加し，その成果は昭和31年（1956）
に発表された．退職される前の昭和52年（1977）頃より，四万
十帯の放散虫化石を抽出して研究され．現在隆盛をきわめている
この種の研究に先鞭をつけられたことを誇りにしておられた．

先生は，およそ半世紀近くの年月を徳島ですごされたが，典型

的な大阪の庶民性を身につけておられた先生には，織田作之助え
がくところの浪速の男の面影があった．関東の人などから見ると
いささかだらしがないが，つかれたように何かに熱中している男
の世界である．先生は生粋の徳島人よりも完璧な阿波弁をしやべ
り，広く学生からも「衷やん」とよばれて親しまれていた．どこ
の大学にも広く学生に知られた名物教授がいるものであるが，ま
さに「衷やん」は徳島大学で学んだ学生に広く印象を与えた名物
教授であり，卒業生にとって「衷やん」はその青春の追憶そのも
のであった．良いことか悪いことか分からないが，最近はどこの
大学にもこの意味の名物教授がいなくなってきた．時代は過ぎて
ゆくのであり，淋しいことである．

先生は趣味の多い人であった．テニス，剣道などほとんどのス
ポーツをやったが，ゴルフには手を出さなかった．絵もかいたが，
俳句に親しみ，退職後には大学開放センターで，俳句の講座を自
分も楽しんで持っておられた．また，エスペラントを学ばれエス
ペラント語の論文もある．先生から見ると，私などは仕様のない
無趣味で相手にならない存在であったろう．

徳島で有名なのは阿波おどりであるが，先生はこの阿波おどり
の人も知る名手であった．名手といってもなみの程度ではなくて，
プロのグループに入っても充分に通用する程度であった．ただし，
最近の20年間ぐらいは夏の阿波おどりに「衷やん」の姿を見る
ことがなかつた，別にきいてみたわけではないが，先生なりのな
んらかの最近の阿波おどりに対する批判があったのだと思う．

先生は，地質学会の会員にもよく知られた酒好きであった．お
よそ大酒飲み（ヘビードリンカー）ということでなら，私もたく
さんの内外の地質学者を知っているが，「酒好き」という点では，
先生のような人を私は国内でも外国でも見たことがない．赤じょ
うちんで台の上にひじをつき，さかずきをほして「うまいなあ」
という時の先生の至福の表情は忘れられない．「あらゆる飲物，
食い物のなかで一番好きや」と言っておられた．

健康上の理由で晩年には思うように飲めない状態になってい
た．あの世というものがあるのなら，あの世で思う存分に飲んで
いることであろう．

私事になるが，私は昭和28年（1953）から30有余年を同じ教
室で先生と過ごした．その間研究教育生活を通じて，先生から制
限されたり妨げられたりしたことは一度もない．予算を勝手に使
い大赤字になり，毎年かなり長期に海外出張をするといったこと
にも，教室主任としての先生から文句を言われたことはない．た
いへん有り難い上司であった．

思えば7月末に電話で話をしたのが最後となった．10月10日
に徳島市で告別の会があり，教え子，元同僚，俳句の同人，テニ
ス仲間など徳島で縁のあった人々に送られて旅立たれた．先生の
御冥福をお祈りする．

ご遺族の連絡先は，中川　来（キタル，長男）：〒577_0032
東大阪市御厨（ミクリヤ）732_2 （株）エポック
電話 06_788_1300 Fax 06_788_4981

（岩崎正夫）
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の異動の季節です．The Island Arcを購読されている方，
購読を新しく申し込まれた方で転居などされる方は，2

月号「日本地質学会News」の「The Island Arc新規購読・送
付先住所等変更届け用紙」を必ず学会事務局までお送りくださ
い．Blackwell Science社には，本用紙を元に届けます．また，
1998年（Vol. 7）からのThe Island Arcの新規購読も引き続き
受付けておりますので，同用紙を使って学会事務局までお申し
込みください．詳しくは，2月号の「The Island Arcだより」
またはインターネットホームページをご参照ください．

これまでお知らせしてきましたVolume 7，Issue 1の誌面編
成について，2月24日付けで以下の変更が確定しました．

タイプセット作業の遅れが響いたため，Volume 7，Issue 1
の著者校正は，予定を大きく過ぎて2月いっぱい行われました．
この結果，本号のページ数が確定し，296ページになることが
確定しました．次号分につきましてもすでに全ての掲載予定原
稿が受理されてBlackwell Science社に送付されています．この
号は，“Izu_Bonin_Mariana Arc System”の特別号編成となり，
構成論文は22編からなるため，印刷ページが200ページを大き
く越える大規模なものになる予定です．年間ページ総数は600
ページですから残りは60ページ程度しか余裕がなく，これら
の原稿を予定通り2号で出版するとあと2号の出版はほぼ不可
能となります．そこで，現在ほぼ校正が終了している第1号を，
Volume 7, Issue 1/2の合本として出版するとの判断に至りまし
た．この結果，今年分の残りページは全てIssue 4, December
1998として出版いたします．

Volume 7, Issues 1/2の出版は1か月遅れてApril 1998となり
ますが，掲載内容と構成には変化はなく，2 つの特集と
Discussion and Reply 1編，単独論文3編となります．一方，そ
の次の号は“Izu_Bonin_Mariana Arc System”の特別号でIssue 3,
September 1998となります．構成論文は22編で，ゲストエデ
ィターはR. J. Stern & M. Arima，担当編集委員長は巽委員長で
す．

以下に，次号の目次を掲載します．

Volume 7 Issues 1/2 (April, 1998)
Thematic Section : Dynamic metamorphic rocks and high_ and
ultrahigh_pressure metamorphism

Introduction to geodynamics for high_ and ultrahigh_pressure
metamorphism
J. G. Liou, S. Maruyama and B. Cong

Initiation of ultrahigh_pressure metamorphism and its signifi-
cance on the Proterzoic Phanerozoic boundary
S.  Maruyama and J. G. Liou

A petrogenetic grid for eclogite and related facies under high-
pressure metamorphism
C. W. Oh and J. G. Liou

Multi-anvil re_equilibration experiments of a Dabie Shan ultra-
high-pressure eclogite within the diamond_stability fields
K. Okamoto and S. Maruyama

Kinetic modeling of the coesite quartz transition in an elastic
field and its implication for the exhumation of ultrahigh-pres-
sure metamorphic rocks
T. Nishiyama

Petrogenesis of dolomitic marbles from Rongchen in the Su_Lu
ultrahigh-pressure metamorphic terrane, eastern China

春
Y. Ogasawara, R. Y. Zhang and J. G. Liou

Petrogenesis of impure dolomitic marble from the Dabie
Mountains, central China
S. Omori, J. G. Liou, R. Y. Zhang and Y. Ogasawara

Petrogenesis of an ultrahigh-pressure garnet_bearing ultramafic
body from Maowu, Dabie Mountains, east_central China
J. G. Liou and R. Y. Zhang

Chrome_rich clinopyroxene in orthopyroxenite from Maowu,
Dabie Mountains, central China : A second record and its
implications for petrogenesis
X.  Liu, H. Zhou, Z. Ma and L. Chang

Metamorphic zoning and thermal structure of the Dabie ultra-
high high-pressure terrane, central China
H. Tabata, S. Maruyama and Z. Shi

Metamorphic veins with kyanite, zoisite and quartz in the Zhu-
Jia_Chong eclogite, Dabie Shan, China
D. Castelli, F. Rolfo, R. Compagnoni and S. Xu

Differential exhumation of tectonic units and ultrahigh-pressure
metamorphic rocks in the Dabie Mountains, China
S. Dong, J. Chen and D. Huang

An overview and tectonic synthesis of the pre_Tertiary very-high-
pressure metamorphic and associated rocks of Java, Sulawesi
and Kalimantan, Indonesia
C. D. Parkinson, K. Miyazaki, K. Wakita, A. J. Barber and

D. A. Carswell

Thematic Section : Tectonics of accretionary complexes in central
Indonesia
Preface

K. Wakita and C. Parkinson

Tectonic implications of new age data for the Meratus Complex
of south Kalimantan, Indonesia
K. Wakita, K. Miyazaki, I. Zulkarnain, J. Sopaheluwakan

and P. Sanyoto

A jadeite_quartz-glaucophane rock from Karangsambung, cen-
tral Java, Indonesia
K. Miyazaki, J. Sopaheluwakan, I. Zulkarnain and K.

Wakita

An outline of the petrology, structure and age of the Pompangeo
Schist Complex of central Sulawesi, Indonesia
C. Parkinson

Comment and Reply
Ultrahigh-pressure metamorphism and decompressional P_T

paths of eclogites and country rocks from Weihai, eastern
China : Comment
M.  Enami

Ultrahigh-pressure metamorphism and decompressional P_T
paths of eclogites and country rocks from Weihai, eastern
China : Reply
R. Y. Zhang, J. G. Liou and W. G. Ernst

Research Articles
Evolution of Cretaceous active continental margins and their cor-

relation with other global events
N. I. Filatova

The Island Arcだより
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K_Ar ages of the basaltic rocks from Far East Russia :
Constraints on the tectono_magmatism associated with the
Japan Sea opening
S.  Okamura, Y. A. Martynov, K. Furuyama and K. Naga 

Inclusion_trail geometry of albite porphyroblasts in a fold struc-
ture in the Sambagawa Belt, central Shikoku, Japan
K. Okamoto

以上のように，Volume 7の誌面編成はすでに3号分が確定し
たことになります．本年分の残りページは，単独論文の迅速な
掲載に努めて通常号とする予定です．すでに特集編成を予定さ
れておられるゲストエディターの方は，この点をご配慮下さ
い．

現在の査読状況は順調ですが，登録済みの受理原稿の数はそ
れほど多くありません．今回の計画変更を例外とすれば，受理
から印刷までの待ち時間は1997年実績で7か月程度，2月25日
現在では早ければ今年の第4号からとなり，10か月程度です．
なお，特集号の掲載順序も単独論文の場合と同様に，原則とし
て受理順に決定しています．

また，編集委員会では年間出版計画の策定に際し，今後年間
4号のうち特集号は最大限2号に抑えるべきであること，各特
集号も他の号のページ数に影響を与えないように，150～200
ページ程度としていただくようにお願いするべきであること，
非常に大規模な特集や緊急性がある場合であっても，ページ買
い取りなどによるSpecial Issue（年間契約ページ数に含まれな
い特別号）での出版を検討していただくなどの点を検討してい

ます．
先頃公開されました日本地質学会のホームページには，アイ

ランドアーク編集事務局のページも含まれています．本「The
Island Arcだより」欄の再録を初めとして，バックナンバーの
コンテントインデックスや編集者リスト，購読方法などは，こ
ちらもご覧下さい．
http ://wwwbase.nacsis.ac.jp/gsj/islndarc/Arc-0.html

なお，論文の投稿や雑誌の編集上のことでお聞きになりたい
ときは編集委員長まで，その他のいろいろな問い合わせ・ご意
見・苦情等につきましては，気軽に編集事務局長までお知らせ
ください．出張等で長期不在の場合もありますので，後者の場
合は，宛先を連名でお送りくだされば幸いです．

The Island Arc編集委員長
小川勇二郎（筑波大学，TEL : 0298_53_4307, FAX : 51_9764,

E_mail : yogawa@arsia.geo.tsukuba.ac.jp）
巽　好幸（京都大学，TEL : 0977_22_0713, FAX : 22_0965,

E_mail : tatsumi@bep.vgs.kyoto-u.ac.jp）

The Island Arc編集事務局長
徳橋秀一（地質調査所，TEL : 0298_54_3676, FAX : 54_3666, 

E_mail : toku@gsj.go.jp）
渡部芳夫（地質調査所，TEL : 0298_54_3677, FAX : 54_3666, 

E_mail : nabe@gsj.go.jp）

1998年度会長・副会長および評議員選挙の結果

日本地質学会の標記選挙の開票を選挙細則に基づいて3月7日（土）に行いましたので，その結果をお知らせいたします．

記

内訳
有権者総数 5,165名 有効投票 1,757通
投票用紙発送数 5,088名 （内白票 3通）
投票総数 1,769通 無効投票 12通

選 挙 委 員 会 報 告

評議員

≪教職大学≫
公　文　富士夫 886
田　崎　和　江 940
新　妻　信　明 876
≪会社≫
足　立　勝　治 768
佐々木　和　彦 718
柴　崎　直　明 762
≪官公庁≫
赤　羽　久　忠 860
小　出　良　幸 751
徳　橋　秀　一 861

≪教職小中高≫
足　立　久　男 808
佐　瀬　和　義 698
別　所　孝　範 724
≪大学院≫
真　砂　英　樹 470
≪得票順当選者≫
磯　u 行　雄 843
板　谷　徹　丸 850
永　広　昌　之 742
菊　地　隆　男 730
久　保　和　也 746
熊　井　久　雄 746
小　泉　　　格 815

柴　　　正　博 787
高　橋　正　樹 872
高　安　克　己 823
鳥　海　光　弘 755
吉　田　武　義 770
≪次点以下≫
有　馬　　　真 637
久保田　喜　裕 689
榊　原　正　幸 664
田　中　　　隆 534
中　馬　教　允 651
角　田　史　雄 681
西　山　忠　男 668
矢　野　孝　雄 680

1998年度日本地質学会役員選挙結果

会長
小　松　正　幸 1443

副会長
坂　　　幸　恭 1333
徳　岡　隆　夫 1338

日本地質学会1998年度選挙委員会
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1997年度第 14回執行委員会が 2 月 16 日
（月）15 : 30～19 : 30，学会事務局において開
かれ，出席者は天野一男，徳橋秀一，高橋正
樹，滝田良基，新妻信明，中田節也各執行委
員，水野事務局長でした．主要な報告と議題
は次のとおりです．
＜委員会報告＞

・地質学論集第49号（21世紀の地質学），第
51号（地震と地盤災害）：現在初稿中で，
近日中に刊行予定です．（第二庶務委員会）

・97年度会計監査：2月12日（木）の午後，
中山俊雄・三本建四郎，両会計監査委員に
より977年度会計監査が行われ，無事終了
しました．（会計委員会）

・「財政状況に関心を（2）」の原稿完成：会計
委員会による財政状況に関する報告第2弾
の原稿が完成したので，その紹介がありま
した（ニュース誌1_2号に掲載）．財政状
況が逼迫しており，近いうちの会費値上げ
はさけられないとのこと．（会計委員会）

・アイランドアーク購読料取扱手数料：地質
学会で預かっている購読料は，手数料7％
を差し引いた金額を4月末までにブラック
ウェル社へ支払うことで両者合意しまし
た．学会扱いの購読者は現在339名です．
第1号は3月末刊行予定ですので近々にお
手元に届くと思います．購読料未納の方は
お早めに．（編集委員会）

・第105年総会・学術討論会プログラム決
定：ニュース誌1_2号に掲載．（行事委員
会）

・第105年年会（松本大会）の概要が決定：
信州大学（松本）において1998年9月25
日～27日の日程で，行われます．巡検は
13コースを準備中です．（行事委員会）

・地学副読本の作成基本方針決まる：学校教
育WGで基本方針が了承され，出版社と折
衝して編集方針をさらに詰めていくことに
なりました．中学校卒業程度で理解でき，
一般社会人にも読み応えのある啓蒙書とす
るとともに，地学の教科書としても利用で
きるような体系だったものとする計画で
す．（普及教育実行委員会）

・ホームページが正式に立ち上がりました：
本誌紹介記事参照．（インターネット運営
委員会）

・各賞基金，国際賞等について：各賞基金検
討委員会委員長から次のような内容の検討
メモの報告がありました．

「各賞基金は学会の自主的な努力のもとに
行い，次のようにして確立していくのが適当．
1）評議員から1口5千円の募金を募る．2）
来年度から会費納入時に1口千円（案）の募
金納入欄を設け，募金を募る．3）今年度に
ついては，緊急避難として学会外の組織体の
協力を依頼する．

このような理念に基づいて，（財）深田研究
所，（社）全国地質調査業連合会を訪問して協

力依頼を行い，今年度限りとの確認のもとに
好意的な感触または回答を得たので，共催・
協賛依頼状を学会長名で送付した．国際賞の
名 称 は，日 本 地 質 学 会 国 際 賞 （ T h e
Geological Sosiety of Japan Prize）とし，会
員とは無関係に，地質学とその周辺科学の研
究において優れた業績をあげ，当面は日本地
質学界の活性化に貢献した研究者に授与する
賞とする．メダルと賞状を渡し，受賞記念講
演をお願いする．」（日本地質学会各賞基金検
討委員会）
＜議題＞ 次のような議題について意見交換

し，検討しました．
①　各賞，国際賞等について：検討の結果，

各賞基金検討委員会の検討メモの内容を
了承した．

②　地質学関連国家研究機関に関する要望
書の提出について：意見交換の上，要望
書をできる限り早い機会に会長名で提出
することを了承した．文案は新妻執行委
員が原案を作成し，事務局が最終的なと
りまとめを行うこととした．
………………………………………

第15回執行委員会は3月11日（水）13 : 30
～20 : 30，学会事務局で行われました．出席
者は，天野一男・徳橋秀一・高橋正樹・滝田
良基・新妻信明・嶋本利彦・中田節也各執行
委員，水野篤行事務局長でした．
q1w 役員選挙結果が選挙委員会から報告さ

れ，投票総数は1,769通（33.6％）で，昨
年より約150通，一昨年より約250通の増
加でした．

q2w 地質学論集49号（21世紀を担う地質学），
51号（地震と地盤災害）の出版の最終準
備がすすんでいるとの報告がありました．
学会の財政立て直しを考慮して，今後の論
集の頒布価格について議論し，両号の価格
を決定しました．49 号 2,500 円，51 号
3,000円です．これらは3月末の総会で販
売されます．50号（21世紀の構造地質学）
は現在印刷の準備中です．

q3w 地質学論集の新企画案（宮下ほか：付加
帯形成における緑色岩の意義）が提出され
ました．3月末の第4回定例評議員会に提
案することとしました．

q4w 2月末の会員総数は5,267名です．
q5w 地質学雑誌の編集は順調に進んでいま

す．印刷用の手持ち論文が8月号位まであ
り，地質学会の研究活動の活発化の表れと
思います．編集委員会では特集号の編集に
ついて，論文の査読を通常の論文の査読と
同様な方式とすること，最終受理原稿の日
付に基づいて出版月を決めること，個々の
特集の総ページ数に上限を設けることなど
を決めました．雑誌の3月号に「編集委員
会からのお知らせ」として記事を掲載しま
す．意見交換の中で，論集と雑誌特集号の
どちらにするか，明確な基準がないので，

今後一定のルール作りを検討することとし
ました．

q6w ニュース誌編集のための委員会を執行委
員長の下におき，副編集委員長が委員長を
務める案が検討されました．第4回定例評
議員会でこの委員会の設置と内規を提案す
ることになりました．

q7w オーストラリアのcreationist（宗教団体）
の地球科学に対する非科学的な攻撃につい
て紹介がありました．

q8w 各賞基金検討委員会から，国際賞の名称
についてはとりあえず The Geological
Society of Japan Medalとすること，基金集
めに関して方策を検討したなどの第4回定
例評議員会に対する報告の原案の紹介があ
り，地質学会賞・国際賞・地質学会表彰の
区分のあいまいさについて議論．

q9w ホームページを地質学会の公式な対外的
窓口とするとの観点から，リンク先や掲載
内容の基準，ならびにインターネット運営
委員会の内規案について議論しました．同
委員会（第一庶務委員長が委員長）では，
ホームページの維持管理を円滑に行うため
に，委員長のほかに非執行委員の幹事をお
くこととし，第4回定例評議員会議に内規
案を提案することとしました．

q10w 「地質学関連の国立研究機関の組織・調
査研究活動の強化に関する要望書」（第14
回執行委員会で検討）について修正稿の内
容を検討し，さらに修正の上，関係機関に
提出することとしました．

q11w ニュース誌の1・2号は会員からも学会
外からも好評を得ていますが，2号分の印
刷費が予定より高くなっています．これは
創刊時のための一時的なもであるとの説明
が担当の副編集委員長からありました．今
後，経費がかさばりつづけるなら，紙質を
下げたり，ページ数を減らすなどの経費節
減の方策が必要です．一方では，今後，ニ
ュース誌の意義を検討するとともに，全体
的な収支バランスのなかでの位置づけを検
討することも必要です．

q12w 年会や総会の開催費について議論．財政
立て直しの上から，受益者負担を原則に参
加費を値上げし，総会・年会の開催を独立
採算性にすることが議論されました．

q13w 第106年（1999年）総会は春，東京（早
稲田大学），年会は秋，名古屋（名古屋大
学）で開催することを第4回定例評議員会
に提案することとしました．第 107 年

（2000年）については，総会は春，筑波大
学，年会は秋，秋田大学での開催を交渉中
です．

q14w 第4回定例評議員会（3月27日）と第
105年総会（3月28日）の議事内容と進行
について検討しました．

q15w 第4回評議員会の傍聴申込みが申請期間
内にはありませんでした．

執行委員会だより



一昨年発行したシリーズ第1作「大地の動きを知ろう―地
震・活断層・地震災害―」は，A2判裏表にカラー印刷という
スタイルが，ハンディーで，さらにポスターにもなることで好
評でした．このたびの第2作は環境地質研究委員会編集の地質
汚染のリーフレットで，3月7日完成しました．前リーフレッ
ト同様，会員の方には一部無料配布いたしますので，以下の要
領でお申し込み下さい．
配布方法：会員本人には一部無料配布．それ以上の部数をご希

望の場合，および非会員の方には，一部300円とさせていた
だきます．

申込み方法：学会事務局あて，必要部数を記入し，返信封筒

（宛名を書き，郵送料分の切手貼付のこと）を入れてお申し
込み下さい．なお，サイズが横15cm×縦21cm，重さが1部
25gですので，一部郵送につきましては，以下のようにお願
いいたします．

・定形封筒の場合：90円切手貼付．ただし，二つ折にしての郵
送となります．

・定形外（15×21cm以上）封筒の場合：130円切手を貼付．
一部以上の場合，部数×200円の代金と下記の郵送料を合

わせて，切手でお送り下さい．（例，郵送料3部まで160円，8
部まで270円，17部まで390円，20部まで580円）．20部以
上の送付希望の方は，事務局までお問い合わせ下さい．

☆リーフレットシリーズ第 2作

「大地のいたみを感じよう―地質汚染 Geo_Pollutions」

発行のお知らせ




