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ブラジル，ロンドニア地方のラパキビ花崗岩

ラパキビ組織「囲み露頭写真」はフィンランド南部で最初に
記載された斑状花崗岩で，卵型のカリ長石斑晶とそれを包み込
んだ斜長石の外殻，すなわちラパキビ組織で特徴づけられる．
地質的にはAタイプ（非造山型）花崗岩に特徴的に現れるもの
で，大陸内の張力場で上部マントルからの苦鉄質マグマが上昇
し，それに誘発された大陸地殻内の珪長質マグマの発生と両者
の混合などにより，この花崗岩は生じたものと考えられる

（石原，1997，地質ニュース　no. 519  p21_34参照）．写真はブ
ラジル北西部のロンドニア地方のもので，茶色のカリ長石と白
色の斜長石が際だったコントラストを示す．背景はロンドニア
地方で見られる鳥，Japinの巣で，右側の枝に吊り下げられて
いる．口が狭く強固な袋状の巣に産卵された受精卵は，外敵か
ら卵を守りつつ太陽光を熱に転換するこの巣袋により，孵化ま
で親鳥の保護や保温を全く必要としないという，非常に特殊な
例である．

（石原舜三）
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only for his contributions to the geo-
logic evolution of Japan, but also his
exceptional and diverse career, and
contributions to our more general
understanding of the geology and tec-
tonics of circum-Pacific consuming
plate boundaries. 

W. G. Ernst was born in St. Louis,
Missouri, on December 14, 1931, grew
up in St. Paul, Minnesota, and attended
Carleton College (B.A. Geology, 1953).
He entered the University of
Minnesota (M.S. Geology, 1955), and
gained his Ph.D. in geology from
Johns Hopkins University in 1959.
Starting in 1956, he worked at the
Geophysical Laboratory in Washington
D.C., as a pre- and post-doctoral fellow
funded by the NSF. In 1960, he joined
the faculty of the University of
California, Los Angeles (UCLA). He
moved to Stanford University in 1989,
and served as dean of the School of
Earth and Planetary Sciences until
1994. He teaches at Stanford at the pre-
sent time. 

He began his research career inves-
tigating the synthesis and stability rela-
tions of the sodic amphiboles under
different physico-chemical conditions
at the Geophysical Laboratory, and
extended research interests to
Californian geology after moving to
UCLA. In 1963, he studied at the
University of Tokyo, supported by a
Fulbright research professorship,
where he separated solid solution min-
erals from the Sanbagawa schists of
Shikoku for chemical analyses. The
3-year Japan-USA Program,
“Comparative study of the Franciscan
and Sanbagawa schists” started in
1965. The final report was published as
Geological Society of America Memoir
124 (276 pages), which has been rec-
ognized as a seminal paper on high-
P/T metamorphic belts. In 1972 he
speculated that the Mikabu ophiolite
belt represents an accreted remnant of
subducted oceanic lithosphere, imply-

日本地質学会国際賞W.G. Ernst教授に

今年度から新設された「日本地質学会国際賞」は，スタンフォード大学のW.G. Ernst

教授に授与されました．ここに，秋山雅彦前会長の報告と第105年総会（本年3月28日に

学習院大学）にお招きした折りの，懇親会でのW.G. Ernst教授のご挨拶と推薦者の丸山

茂徳氏の受賞紹介を掲載いたします．

日本地質学会国際賞の授与について
今年度から新設された「国際賞」が，本年3月28日に学習院大学で開催された第105年

総会で，スタンフォード大学のW.G. Ernst教授に授与されました．同教授の研究業績
「三波川変成帯の研究と日本列島のテクトニクス」が高く評価された結果です．「学会賞等
各賞授与」式の冒頭で，「国際賞」の賞状と，小藤先生の肖像が刻印されたメダル・賞金

（日本地質学会賞と同額）が会長から手渡されました．
同日の午後には，Ernst教授の受賞記念講演「Metamorphism, preservation, and

exhumation of ultra_high pressure subduction complex」が（財）深田地質研究所との共催，
また（社）全国地質調査業連合会の後援で開催されました．同日には会長招待の昼食会が
Ernst教授夫妻と深田研究所理事長の佐藤　正氏を招待して行われ，また恒例の学会懇親
会では多くの会員がErnst教授夫妻と親交を深めることができました．

翌29日は，シンポジウム「新しい造山運動論，太平洋型と衝突型，その現状と展望」
で発表とともに討論にも加わっていただき，夕方からは小松正幸新会長招待による夕食会
が催され，会長・副会長・執行委員有志がErnst教授夫妻と親交を深めました．

今回の「国際賞」は初回ということもあって予算的な裏付けの確保がなされていなかっ
たため，（財）深田地質研究所と（社）全国地質調査業連合会の好意あふれる援助とともに，
1997年度第4回評議員会出席の34名の皆さんからの寄付によって「国際賞」の授賞行事
を成功裡に実施することができました．

今年度からは「日本地質学会賞をはじめとする各賞」の基金は学会の別会計として，会
員各位から学会費の納入時にお願いする1口千円の寄付でまかなうことが1997年度第4回
定例評議員会で承認されています．会員の皆様のご理解とご協力をお願いします．

以上ご報告およびお願いとともに，ご寄付をいただいた各位にこの紙面を借りて厚く御
礼申し上げます．

（前会長　秋山雅彦）

W.G. Ernst has received the highest
award of the Geological Society of
Japan, the JGS Medal, for pioneering
contributions to our understanding of
plate-tectonic processes in the
Japanese Islands. These arose primari-
ly through his cooperative (Japan-
USA) work, supported by the JSPS
during 1965_1967 and continuing, and
related publications co-authored with
Japanese geologists including Profs. Y.

Seki, H. Onuki, S. Banno, S.
Maruyama, and M. Tagiri. Through
these contributions and within the
newly established plate-tectonic frame-
work, both the Franciscan Complex
and the Sanbagawa Belt became clas-
sic, world-standard areas for Pacific-
type orogenic belts, and specifically for
deep crustal process at the interface
between convergent plates. W. G.
Ernst deserves the first JGS medal not

1998 Geological Society of Japan (JGS) Medalist : 
Prof. W.G. Ernst
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ing that the Japanese Islands constitute
a typical accretionary complex. Also
in the 1970s he extended his research
on metamorphism at consuming plate
boundaries to the Alps, and other con-
tinent-collision type belts (Taiwan,
Alaska, Manchuria). More recently,
he and his associates have been inves-
tigating UHP-HP regional metamor-
phic belts in east-central China, the
south Urals, and northern Kazakhstan.  

In summary, W. G. Ernst’s research
has focused on elucidating the com-
plex relationships between metamor-
phism and tectonics in orogenic belts.
The geology of Japan has constituted
the intellectually formative core area of
this research.

He has published around 180 scien-
tific papers and 15 books.  Many of the
latter such as “Amphiboles” (1968),
Earth Materials  (1969), “Petrologic
Phase Equilibria” (1976), and “The
Dynamic Planet” (1990) are considered
benchmarks texts, have been widely
read, and have influenced geologists
and geophysicists over many years. 

Citation by S. Maruyama, Depart-
ment of Earth & Planetary Sciences,
Tokyo Institute of Technology.

Acceptance of the Geological Society of Japan Medal
by W.G. Ernst, Stanford University

President Akiyama, Professor Maruyama, Members of the Geological Society of
Japan, and Guests :

I am delighted and grateful to have been designated the first awardee of the
Geological Society of Japan Medal.  It is a unique honor, and I will cherish it
always.  However, I feel quite humble to be the recipient of such recognition.  It
certainly would not have come to me had I not benefited from the fruitful associa-
tion with many Japanese Earth scientists over a period spanning more than three
decades.  You see, early in my teaching/research career, beginning at UCLA in
1960, I had the great good luck to interact extensively with Hisashi Kuno and
Yotaro Seki both of whom urged me to further my petrologic investigations in
Japan.  This most famous example of an island arc represents a world-class natural
laboratory, and an ideal test bed for petrologic and tectonic theory, so I happily fol-
lowed their advice. In 1963, I spent six and a half months in Tokyo studying with
Kuno, Akiho Miyashiro, Shohei Banno, Masao Iwasaki, Ikuo Kushiro, and Nobuo
Morimoto.  During this time, my work on the Sanbagawa belt of eastern and cental
Shikoku was initiated, soon to be followed by a U. S.-Japan scientific cooperative
project with Seki, Hitoshi Onuki, Charles Gilbert, and numerous Japanese geolo-
gists and petrologists. These were formative years as my research thrust expand-
ed to include investigation of circum-Pacific high-pressure belts girdling the
world’s largest ocean basin. In the following years, whether in Alaska, Chile,
California, the Alps, New Zealand, or Taiwan,  my thoughts always returned to crit-
ical, insightful geologic relationships I was first shown by my colleagues in Japan. 

Subsequent collaborations with Shigenori Maruyama, J.G. Liou, Banno, and
Miyashiro intensified as we sought to understand the crystal chemistry of
blueschist-facies reactions at the microscopic level, the origin and evolution of con-
tinental collisional zones at profound subduction depths of 100km or more, and
the architecture and Phanerozoic geologic history of Asia.  More recent research
trips to Kyoto and Tokyo involving colleagues including Banno, Maruyama, Takao
Hirajima, Simon Wallis, Martin Radvanic, and Yoshihide Ogasawara have further
broadened my understanding of metamorphic mineralogy/phase equilibrium, sub-
duction-zone orogenesis, and the evolution of both circum-Pacific and collisional
mountain belts. Our work is continuing today and will be for many years to come!

If I have made any contribution at the intersection of petrology and plate tec-
tonics, it is due largely to the many scientific friends, colleagues, and teachers, too
numerous to mention individually, that I have been fortunate enough to have
worked with in Japan. Accordingly, I regard this signal honor you have bestowed
upon me as a clear recognition of the genius, industriousness, and inventiveness of
my Japanese associates.  I heartily thank them, and we sincerely thank you.
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七宗町日本最古の石博物館は1996年に
オープンした町営の博物館である．岐阜県
加茂郡七宗町は名古屋から北へ50km，ジ
ュラ紀付加帯の美濃帯が広く分布する地域
にある．東部には飛騨川が流れ，美濃帯の
岩石を削り込み飛水峡と呼ばれる見事な渓
谷を造っている．飛水峡は飛騨木曾川国定
公園の一部であり，七宗町内のおもにチャ
ートからなる河床に見られる大小あわせて
約1000個の甌穴（ポットホール）は，付
近の景観とあわせて国の天然記念物に指定
されている．この飛水峡の一角から日本最
古の石（上麻生礫岩中の約2000Maの片麻
岩礫）が発見されたのは1970年のことで
ある．七宗町ではこれらの地域資源を生か
した飛水峡フィールドミュージアムの整備
が1993年度から進められている．日本最
古の石博物館はフィールドミュージアムの

中核施設として建設され，1996年4月29
日にオープンした新しい博物館である．

外観は銀色楕円形の非常にユニークな形
をしている．これは，過去から未来へ向け
て“山あいに着陸した宇宙船”をイメージ
したものである．建物は1階と地下1階の
2階建てである．日本最古の石博物館は町
営の小さな博物館ではあるが，英語名

（Hichiso Precambrian Museum）からわか
るように，先カンブリア時代の岩石を中心
に展示している博物館である．先カンブリ
ア時代をテーマにした博物館は，日本では
唯一，また，世界でも類を見ない．

展　示
館内に入ってまず目につくのが直径約

3mの地球儀である．この地球儀の断面に
は地球の内部構造と，地震波トモグラフィ

による地震波速度の分布が表されている．
同じ1階にある映像室では，宇宙の誕生か
ら現在までの地球の歴史を解説した15分
間の映像が上映されている．1階から地下
1 階の展示室へはエレベーターを利用す
る．このエレベーターは「タイムスリッ
プ・エレベーター」と名付けられ，簡単な
映像と音声で，現代から20億年前までタ
イムマシーンでタイムスリップするという
演出がなされている．また，クイズコーナ
ーが設置されていて，展示室で見てきた内
容を復習することができるようになってい
る．「地球の歴史」「世界の岩石」「七宗町
と岩石」の3つのコースの中から1つコー
スを選んで解答し，4問全問正解するとプ
レゼントがもらえる．プレゼントの中身は
岩石でそれぞれに簡単な説明がついてい
る．映像・エレベーター・クイズコーナー
ではマスコットキャラクターである「レッ
キー君」が登場し，楽しみながら学べる工
夫がなされているのも当館の特徴である．
レッキー君が登場する演出は子供から大人
までたいへん人気がある．

収蔵物は約750点あまり（内，約350点
が七宗町内から出土した石器や土器）で，
そのうち約150点を展示している．化石・
鉱物は購入したものがほとんどであるが，
岩石は博物館の開館にあわせて採集したも
のが大部分を占める．展示室は地下1階に
あり（展示面積約260平方m），先カンブ
リア時代の岩石を中心にほぼ年代順に展示
してある．先カンブリア時代から新生代ま
での資料を実際の各時代の長さに比例して
展示してあり，先カンブリア時代の長さが
実感できるようになっている．上麻生礫
岩・地球最古の岩石であるアキャスタ片麻
岩（39.6億年前）・オーストラリアの枕状
溶岩（約35億年前）・オーストラリアのタ
イガーアイを含む縞状鉄鉱層（約30億年
前）などは特に人気が高い．オーストラリ
アの枕状溶岩は枕の積み重なり方や急冷さ
れた枕の表面の様子がよくわかり，また，
片面は切断研磨してあるので，内部の様子
も観察できる非常に良好な標本である．こ
のオーストラリアの枕状溶岩や，ピローブ
レッチャー・層状チャート（いずれもオー
ストラリアの約30～35億年前のもの）や
上麻生礫岩などの大型の資料は実際に手で
触れられようになっている．その他，コマ
チアイト・ストロマトライト・オーソコー
ツァイト・ラパキビ花崗岩など先カンブリ
ア時代の代表的な岩石が展示されている．
また，韓国の先カンブリア時代の片麻岩も
展示してあり，上麻生礫岩中の片麻岩礫と

七宗町　日本最古の石博物館
Hichiso Precambrian Museum

日本最古の石博物館学芸員　河尻清和

博物館の外観

アキャスタ片麻岩

博物館紹介⑪
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の関連も知ることができる．その他，人と
石の関わりを示した「人と石」コーナーや，
直径3mの博物館周辺地域の地質模型など
がある．「人と石」コーナーでは七宗町か
ら出土した石器やオーストラリアのペグマ
タイト，誕生石の原石などの展示から人類
と岩石の関わりを示し，“石”を身近に感
じてもらえるような展示内容になってい
る．地質模型の周囲には範囲内に見られる
代表的な岩石が配してあり，これらの岩石
にも手で触れることができる．本物の岩石
を並べることによって，岩石の名前を知ら
なくても実際にどんな岩石が分布している
のかがわかる．この地質模型には音声によ
る解説もある．解説にあわせて模型の一部
分が下降し，地下構造を見ることができ，
地域の地質を理解しやすいようになってい
る．

企画展
企画展・特別展は過去2回，いずれも夏

休みから秋にかけて，企画展示室（展示面
積約50平方m）において開催している．
一昨年は「ミクロの目で見る石」と題して，
七宗町周辺に分布する岩石の顕微鏡写真展
を開催した．昨年は，「先カンブリア時代
の環境～ストロマトライトと縞状鉄鉱層に
残された原始の地球環境～」を開催し，名
古屋大学理学部と当館所蔵のストロマトラ
イトと縞状鉄鉱層を展示した．今年は「日
本最古の石のふるさと（仮題）」と題して，
韓国と中国の先カンブリア時代の岩石を展
示する予定である．

教育普及活動
教育普及活動として年1回，「2億年前の

海底を歩こう！」（博物館周辺の美濃帯の
ジュラ紀付加帯の巡検）を行っている．ま
た，夏休みには岩石・鉱物・化石の肉眼鑑
定会や地学に関する質問会，企画展に関連
した講演会も開催している．博物館周辺で

は美濃帯の代表的な岩相が一通り見学でき
るので，野外と博物館の見学をあわせて，
高校・大学の巡検や小中学校の授業に利用
されている．友の会は昨年7月「日本最古
の石博物館友の会」が発足し，巡検等の活
動を進めている．この会はまだ活動を開始
したばかりではあるが，博物館のサポート
機関としての活動が期待される．

スタッフは館長（非常勤），常勤職員2
名（事務員1名，学芸員1名）の他，受付
などの館内業務を行う非常勤職員4名（常
時2～3名の勤務体制）で構成されている．
職員数が少ないため十分な資料採集活動・
調査研究活動は行われておらず，また，も
ともとの博物館所蔵資料が少ないため，い
かにして所蔵物を増やし，調査研究を行っ
ていくかが今後の課題である．

一般的に，化石・鉱物は人気が高く，そ
れ以外の岩石は一般の方々には受け入れら
れにくいところがある．当館はすでに述べ
てきたように先カンブリア時代の岩石が展
示の中心であり，化石・鉱物の標本は少な
い．実際のところ，専門の研究者や学生の
方々からは，まずまずの評価をいただいて
いるが，専門家以外の一般の方々にはわか
りにくいところもある．この点を考慮して，

より多くの人々に地球科学に興味を持って
もらえるよう，少しずつ改善していきたい．
今後は先カンブリア時代の岩石の充実をは
かるとともに，地域から日本，日本からさ
らには海外へとつながるような展示を目指
し，また，地球科学の情報発信基地の一つ
としての役割を果たせるよう，岐阜県内お
よび日本国内の資料も収集していきたい．

当館は開館してようやく3年目をむかえ
たばかりで，手探りで進んでいる状態であ
る．ぜひ皆様のご助言を賜りたい．

［ご利用案内］
開館時間：9 : 00～16 : 30（入館は16 : 00ま

で）
休館日：月曜日（月曜日が休日の場合はその

翌日），祝日の翌日，年末年始
入館料：小・中学生300円（団体200円），一

般500円（団体400円）．団体は20名
以上

交　通： JR 高山本線上麻生駅より徒歩 15
分，名神高速道路小牧インターより国
道41号線を高山方面へ45分，高山よ
り国道41号線を名古屋方面へ2時間
30分

所在地：岐阜県加茂郡七宗町中麻生1160
電話 0574_48_2600 Fax 0574_48_2601

オーストラリアの枕状溶岩（約35億年前）オーストラリアのタイガーアイを含む縞状鉄鉱層（約30億年前）



（r＝27m，α＝53°）
①湾曲部曲率半径から遠心加速度を求める
と

a＝ V2

r ………①

②湾曲部断面の水平傾斜角から遠心加速度　
a＝gsinα………②

①と②式から
流速　V＝　r・gsinα………③

（勿論，他の資料があれば，もっと正確に
計算できると考えられるが，）
② 式を利用して当該地の土石流最高平均
流速Vを計算すると

V＝　27×9.8×sin53°
≒14.5m/sec

※上の計算は簡略化した推定式であり，正
解だとは言えない．ただし，まったく根
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最近，某県において，崩壊土砂が，勾配
40％から63％の沢を，かなりの速さで渓
床の土砂を巻き込みながら，ボブスレー方
式で流下したため，下流の橋付近では架橋
下の本流をはずれて直進した．（第1図）

ボブスレー方式とは，昭和53年発生の
新潟県妙高災害で，筆者らが名づけたもの
である．これは，谷が第2図のように蛇行
している時，谷の曲がる箇所では両岸で土
石流の通過跡に著しく差があることから，

金属性のソリで雪上を急スピードで滑降す
る競技，“ボブスレー”におけるソリの動
きと似ていることから命名された．その後，
研究論文ではあまり引用されていないが，
現場用語として土石流多発地帯では，土石
流危険箇所の調査時の安全性を考える上で
使われることが多い（研究者によっては，
偏流と呼ぶ人もいる）．しかし，道路管理
者としては，防災ハンドブック（昭和39
年）などに触れられていないので，土石流
体が，橋下を通過する可能性や，ボブスレ
ー方式の流下形式に由来する最後の直進性
を見抜くことは無理である．

1． 1978年 5月 18日妙高土石流に見られ

たボブスレー方式の流下形態

妙高災害の際に土石流は，流路の方向の
変化に応じて流れているのであるが，流れ
が屈曲するときに，土石流自体には大きい
遠心力が働いて，土石流の表面は，新しい
流れの方向と反対側に高くなり，新しい流
れの側に低くなる．このことは，第3図に
示したように，土石流の痕跡調査（渓流の
削剥，植生の倒れ方）によって明らかであ
る．たとえば，第3図の上流の左岸の場合
は，土石流の突進部における土石流の上部
痕跡を対岸のそれとくらべてみると，対岸
に対して約30°程度の傾斜を示している．
すなわち，土石流表面がこの程度の傾斜で
流れたことを意味している．同じくこの図
の下流部でも狭隘部から東進して左岸に衝
突した土石流の表面は対岸にくらべて極め
て高い．土石流が流路の屈曲に応じて，遠
心力によって流れの表面傾斜が変化してゆ
く様子を，筆者らは，ボブスレーのソリの
運動にたとえて，ボブスレー方式と名づけ
た．（茅原ほか，1979）流下経路全体につ
いてのこの運動様式を第2 図に示してあ
る．

2． 1996年 12月 6日蒲原土石流の流速に

関する簡単な計算例

この土石流災害に関して，旧国境橋下の
土石流の回転状況を写真1に示してある．
蒲原沢土石流の流速推定の一方法として
「12.6蒲原沢土石流災害調査報告書」→
第1図_15

「平成8年12月6日蒲原沢土石流災害緊
急シンポジウム報告書」→写真1

などの資料から旧国境橋下流湾曲部の左
右岸痕跡を調べ，動力学的考え方で流速を
推定した．

上記検討資料から湾曲部の曲率半径rと
断面の水面傾斜角αを計ることができる．

土石流：ボブスレー
方式の流下について

茅原一也

第1図．土石流流下平面図．
×崩壊箇所→土石流

第 2図．土石流の流下方向．ボブスレー方式の
回転方向．
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第4図．土石流流下状況（ボブスレー方式）の説明図．

写真 1．姫川支流蒲原沢旧国境
橋下の屈曲部における土石流の
回転状況．（土石流上限は左岸
で低く右岸で高い）

（1997年12月7日茅原撮影）

第3図．要崩壊地～第1屈曲部間の土石流流下形態．

拠がないのではないと思う．
湾曲流下後の直進力はF＝m・a（m：土

石流の質量）となるから，次の湾曲部の地
質が軟弱地盤である場合，その抵抗力が直
進力より小さい場合には，これを破壊して
直進流下することになる．

文　　　　献

茅原一也・藤田至則・植村　武・小林巌雄，
1979，1978年5月18日妙高災害（2）―土石
流について．新潟大積雪地域災害研究セン
ター研究年報第1号，23_24．

（新潟大学名誉教授・株式会社キタック
最高技術顧問）
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わが国は，世界に冠たる長寿国であると
いわれていますが，最近の諸先輩方の訃報
が続く有り様をみると地質家の寿命ははた
して？などと考えてしまいます．それは，
ともかくわれわれの研究成果のあらわれで
ある地質学論文の寿命について考えてみま
した．というのは，現在進行しつつある行
政改革における国立研究所の再編・独立行
政法人化，大学等を含めた教育改革および
研究者評価をめぐるかまびすしい論議の中
で，地質学を中心とする地球科学分野の研
究成果を評価する上で他分野と異なる点が
あるのか検討してみようと試みたことの1
つです．

実際の話はそんなに難しいことではな
く，代表的な学会誌の引用文献の年度別分

布を調べただけなのですが．次にのべるよ
うに予想されたことですがなかなか興味深
い結果がでてきました．こうした具体的な

（ほんとに客観的かどうかは大いに検討の
余地がありますが）図表は，行政官や一般
の非専門家の方々にはかなり説得性がある
のではないかと期待しています．なにごと
もそうですが，頭の中でわかっているつも
りだけでは駄目だということです．

まず地質学雑誌ですが，1997年度の同
雑誌に掲載された論文の引用文献を年代ご
とに数えた結果が第1図です．総数3383件
で，当然のことですが1940年代は戦争の
影響で若干減少していますが，最近に近づ
くにつれて激増していきます．1990年代
は，現時点ではまだ途中ですが，すでに引
用文献全体の38％を占めており，最終的
には少なくとも4割～5割を越えることは
明らかでしょう．1950年代以降，すなわ
ち今世紀後半に限れば97％を占めます.

驚くことに，以下に示すように100年以
上前の論文が2つ引用されています．ちな
みにそのうちの1つは日本人による白亜紀
化石についてのドイツ語論文です．
Yokoyama, M., 1890, Versteinerung aus der

Japanischen Kreide.  Palaeonto-

graphica, 36, 187_190.

Oldham, R. D., 1883, Notes on traverse
between Almora and Mussoorre in
October 1882. Geol. Surv. India.

Reconn. 16, 162_164.
さて上記2論文をはじめとして半世紀以

上の寿命を持つ論文とはどんなものでしょ
うか．1950年以前の引用文献98件の内訳
を検討してみましょう．

専門分野別にみると，地域地質関係論文
が約4割（37件）と圧倒的です．次が古生
物・化石関係で約2割（18件）です．3位
が総説的な文献で6％（6件）程度です．
引用文献を掲載している雑誌類は，地質学
雑誌が34％，大学の紀要関係が11％，地
質図幅類が6％というところです．欧文の
文献は37％程度です．極論すれば，地域
地質についてプライオリティの高い論文が
地質学雑誌に掲載されれば長く引用されう
るということです．会員の皆様はどしどし
投稿しましょう．

全体の引用文献のうち欧文文献（日本人
の書いた欧文文献も含む）が 199 4 件

（59％）となっているのはやや驚きです．
後述するように他分野とくらべてそれほど
遜色ありません．一般的なイメ－ジとして
は，地質学論文は地域地質の記載的な論文
が多いから，あえて英語の論文にする必要
性が少なく，引用も少ないと思われていた
のではないでしょうか．

第 2 図は，電子情報通信学会論文誌の
1997年10月号の一部（D2）の分野の論文
です．地質学とは，反対に近代的なイメー
ジのある（あくまで一般の人の持つイメー

論文の寿命

地質調査所　加藤碵一
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ジです）研究分野の代表として選びました．
1年間分数えるのは大変なので以降は手抜
きをして 1 月分のカウントしかしません
が，全体的な傾向を見るにはさしつかえな
いでしょう．492件のうち例外的な1890年
代の1論文を除けば，今世紀前半の引用論
文はありません．これは研究分野自体の新
しさからみて当然でしょう．ちなみに19世
紀の論文は，またもやドイツ語でHilbert,
D.（1891）氏のUber die stetige Abbildung
einer Linie auf ein Flachenstuckという数学
の論文です．

1990年代は，62％です．1993，1994，
1995年がいずれも50件を越えており，こ
れらだけで全体の34％です．この内，欧
文文献（日本人の欧文文献も含む）が279
件（57％）となっています．

第3図は日本音響学会誌の1997年9月号
の引用文献です．246件の内,戦前の文献は
2件しかありません（いずれも英文です）．

1990年代は，55％を占めていますが，欧
文文献（日本人の欧文文献も含む）が
70％となっています．

第4図は日本化学会誌の1997年8月号の
引用文献です．140件の内，戦前の文献は
やはり2件しかありません（いずれも英文
です．一件は日本人の書いたもの）．1990
年代は，40％を占めていますが,欧文文献
(日本人の欧文文献も含む)が61％となっ
ています．

第5図は石油学会誌の1997年11月号の
引用文献です．278件すべてが戦後の論文
です．1990年代は，45％を占めています
が，欧文文献（日本人の欧文文献も含む）
が83％となっています．日本人が書いた
英語論文が比較的多いのが特徴です．

あまりにも恣意性の強いデータ（分野や
カウントの仕方）なので確固とした結論を
出すまでにはいたりませんでしたが，強引
にいくつかのまとめめいた点を以下に記し

ます．

伝統的な学問研究分野では，引用文献の
うち過去10年位のものが全体のほぼ半
分を占めます．
技術・工学関連の分野では，その割合は
さらに高い．逆に言えば論文の陳腐化が
相対的に早いといえるでしょう．
欧文文献は，分野に関わらず引用文献の
過半数（ないしそれ以上）を占めます．
寿命の長い論文には，一般に欧文のもの
が多いが，地質学分野では，地域地質や
化石の記載論文が比較的多いようです．
地質学雑誌では，他雑誌に比べて今世紀
前半の論文の引用が相対的に多いのです
が（98件），それでも全体の3％強です．
文献データベースなどを利用してもっと
妥当性のある結論を出すのが（必要なら）
今後の課題でしょうか.

江戸時代に，日本全土の実測地図を作り
上げるという偉業をなしとげた伊能忠敬の
展覧会が，東京両国の江戸東京博物館で，
4月21日から6月21日まで行われたが，会
期中の5月24日，日本科学史学会関東支部
主催の見学会が行われ，地質学史懇話会か
ら後述会員9名が参加した．当日は，午前
10時半から伊能忠敬研究会の会長で，今
回の展覧会の企画段階から参加された渡辺
一郎氏がご案内下さった．

会場を入ってすぐに，大河内家に伝わっ
たという文政4（1821）年の大日本沿海輿
地全図8枚が展示され，まず圧倒的な印象
を与えられた．伊能図には，1 町を 1 分

（約3メートル）に縮めた3万6000分の1の
大図とよばれるもの，21万6000分の1の
中図とよばれるもの，さらにその6分の1
で43万2000分の1の縮尺の小図とよばれ
る3種類がある．この図は中図に属するも
のである．大日本沿海i地全図は，214枚

の大図，8枚の中図，3枚の小図で構成さ
れている．

小図としては，シーボルトが持ちだそう
とした日本図の基本となった文化4（1807）
年の日本国地理測量之図，大図としては，
文化元（1804）年の沿海地図，これは東日
本が69枚一組で表現されたものが展示さ
れていて，伊能図の全貌がうかがわれるよ
うに構成されていた．

次いで，距離と方位を計測した結果を図
面にした6,000分の1江戸府内測量下図，
沿道の風景を描いた鹿絵図が展示され，最
終的な図に仕上げていく過程をうかがわせ
る図が展示されていた．また，緯度1 の゚
距離を求めるために行った，深川黒江町か
ら浅草司天台間を測量した路線図も展示さ
れていたが，これは，彼の測量の精度をう
かがわせるものとなっており，検討の結果
によれば，誤差はかなり大きいことがわか
るという．

さらに，全51冊からなるという伊能先
生日記，第1次から第9次にわたる測量日
記，山島方位記，北極高度測量記，推月食
法，国郡昼夜時刻，恒星表，対数表など，
さらに象限儀，望遠鏡，鎖時計などの機器
が展示されており，伊能の測量の全貌がわ
かるように構成されていた．

測量隊のメンバーは，初期のボランティ
アとして行っていた時代は6人，公共事業
として公に認可されてからは19人になっ
たこと，その間に幕府からの給付が飛躍的

に大きくなっていったことが解説されてい
た．伊能図は，美的にも評価の高いもので
あるが，測量隊参加の条件に，字がうまい
こと，絵の上手なことがあったという．伊
能の日記などから，彼の美的なセンスと緻
密な性格がうかがわれるように思われた．

伊能図の他に，当時一般に流布していた
長久保赤水の編集した日本全図，石黒信内
による加越能三州郡分略絵図（36万分の1）
なども展示され，伊能の業績が客観的に評
価できるように工夫がこらされている点も
印象に残った．

伊能図は，天文測量によって緯度はかな
り正確に測定できているが，異なった地点
での時間差の正確な測定が困難であったこ
とから，経度は正確さにおいて劣ること，
投影法が不完全であるために図にゆがみが
あるなどの問題点が指摘されているとのこ
とであった．

今回の見学会は，日本全土の実測地図作
成という大事業を目の当たりにしながら，
的確なご案内をいただくという，またとな
い機会であるように思われた．当日の地質
学史懇話会関係の参加者は，池辺　穣・市
川浩一郎・大森昌衛・坂巻幸雄・清水大吉
郎・鈴木尉元・中山俊雄・羽田　忍・矢島
道子の9名であった．

最後にいろいろお世話下さった日本科学
史学会の首藤郁夫氏，ご案内下さった伊能
忠敬研究会の渡辺一郎氏に厚く御礼申し上
げる．

伊能忠敬展見学会

鈴木尉元
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何と言っても英文の基本はセンテンスで
あるから，前回に引き続き如何にしてわか
り易いセンテンスをつくるか考えてみよ
う．今回は強調したい事柄をどう扱うか述
べる．前回は修飾語句についても書く旨予
告したが，少し長くなり過ぎるので次回に
する．ご了承下さい．

（4）強調したい事項の扱い

我々の考え方は決して単調・平板なもの
ではなく，強調したいこともあれば二次的
な扱いで十分な事柄もある．英文でこれら
を区別してメリハリをつけるにはどうする
か．もちろんアンダーラインを引くとか，
太字で印刷するとか，イタリックで書くな
ど特定な語を強調する方法は色々あるが，
此処ではセンテンスや文章の中で自然に強
調する，あるいは強調されてしまう，こと
について述べる．

まず一つのセンテンスについて言えば，
基本的に最も強い印象を与えるのは，最初

と最後の言葉である．特に最後の言葉は読
者の頭に残る．したがって，強調したい事
項はここに置く．また“Suggestions”の
例文を使わせて貰うと；
(a) Gold mining has been the leading

industry of the region for many years.
(b) For many years gold mining has been

the leading industry of the region.
(c) In this region gold mining has long

been the leading industry.
(a)では「金鉱業」と「長期間」，(b)では

「長期間」と「この地域」，(c)では「この
地域」と「主要産業」が強調されている．

文章を書くときも読むときも，この点を考
慮する必要があると思う．

もう一つ例を挙げる．“Removal of salt
by extrusion, solution, or lateral flowage
partly destroyed these folds, either by col-
lapse along the faults or by causing general
subsidence.”このセンテンスから，以下
の事実が読みとれる．すなわち著者にとっ
て重要なのは，最初の“Removal of salt”
であって，良くわからないプロセスの

“by extrusion, solution, or lateral flowage”
は二次的な意味しかない．また，“general
subsidence”を最後にもってくることによ
って“collapse along the faults”よりも可
能性が高いと考えている．さらにいえば，
このセンテンスは，決して読みやすいもの
で は な く ，“ Removal of salt partly
destroyed these folds, either by collapse
along the faults or by causing general subsi-
dence.  The salt migrated by extrusion,
solution, or lateral flowage. ”とした方が良
かろうと筆者は思う．

上に述べたように，センテンスの最後の
言葉も強調されるので ― 別の言い方をす
れば読者の印象に残る ― 前置詞で終える
文は，場合によっては必要であろうが，な
るべくつくらない方が良いと筆者は思う
し，“Suggestions”の著者も同意見のよう
である．

後にパラグラフについても考え方を紹介
しようと思っているが，やはり同じことで，
パラグラフの最初と最後のセンテンスが読
者の印象に残る故，両者を複雑な文にしな
いで簡明に理解し易く書いた方が良いよう
である．

次にセンテンス全体については，能動形
の方が受動形よりも遥かに強い印象を与え

る．我々は比較的受動形を多く使うように，
筆者には思えるが，例えば；“The fault
strikes obliquely across the altered zone.”
の方が“The altered zone is crossed
obliquely by the fault.”よりも強い表現で，
この事項をより重要に考えていると読者は
受け取る筈である．また，受動形は「自信
のなさ」を印象づけることがある点も留意
すべきであろう．例えば，“The results are
expected to be...”よりは“I expect the
results to be...”の方が，著者が自信と責
任を持って良好な結果を期待している印象
を与える．

また日本で相当頻繁に用いられる受動形
の表現に“It is（was）said. ....（....と言わ
れている）”があるが，これは極めて漠然
としていて著者の責任が感じられない．や
はり科学論文では“Many geologists con-
s i d e r（ed）（be l i e v e）. . . . .”あるいは

“Consensus of the present geological think-
ing is（was）.......”とでも書いた方が明確
であり，かつ読者に信用されると思う．

なお地学英語からは多少ずれるかも知れ
ないが，センテンスの最初が強調されるの
で，儀礼的な文書や挨拶では「自分」“I”
で始めることは避けた方が良いように思
う．自分の考えを主張する論文などの場合
はもちろん違う．

次回は，非英語国人には，比較的扱いに
くい修飾語句について述べる．

地学英語雑感④ 良いセンテンスをつくる―2
嶋D吉彦
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1． 住宅地盤の専門会社
ジオテック株式会社は戸建住宅に特化し

た地盤調査・地盤補強工事の専門会社で
す．もともと小規模な住宅建設の分野では，
地盤調査が行われることは少なかったので
すが，近年になって建物本体の瑕疵保証期
間の伸長，PL法の施行，兵庫県南部地震，
欠陥住宅問題など，住宅を取り巻く環境の
変化によって急速に普及してきました．

いわゆる住宅メーカーのほとんどが全棟
調査を実施していますし，地域工務店や建
売分譲を行うデベロッパーの中にも積極的
な導入の動きがあります．当社では首都圏
およびFC加盟16社を併せて月間約600棟
の地盤調査を受注していますが，その
90％以上はスウェーデン式サウンディン
グ試験で占められています．既存家屋のあ
る狭小な宅地で実施でき，注文から成果品
の納品まで1週間程度と極めて短い期間し
かなく，そして何よりも低料金で取引きさ
れるためにボーリング・標準貫入試験では
需要に応えられないのです．迅速な処理を
実現するために独自に開発した診断プログ
ラムを用い，精度を向上させるための地盤
情報データベース「GEODAS（ジオダス）」
で裏付けを行います．

GEODASは，国土地理院から発行され

ている数値地図と土地条件図に約3万件の
データをプロットし，住所を入力するだけ
で瞬時に検索できるようにしたデータベー
スです．ボーリング柱状図の希薄な住宅専
用地域でデータの密度が高いのが特徴で
す．この5月にインターネット上での公開
にこぎつけました．月額1万5千円の会費
でデータの提供等の特典が付きます．（詳
しくはホームページで体験版をご覧になれ
ますし，一週間の無料試用申込みも受け付
けています．ただし，現行では首都圏のみ
で稼動．）調査の結果，地耐力が不足して
いる場合にはソイルセメントコラムなどの
地盤改良や小口径鋼管で布基礎を支持する
不同沈下対策工事を提案，設計施工します．
底版を持たないRC造の直擁壁「ジオバッ
トレス工法」は地盤改良を応用することに
よって，これまでのＬ型擁壁に比べ，コス
ト削減と工期短縮を実現した画期的な工法
です．さらに，地盤に配慮せずに建築され
て，不幸にして不同沈下を起こしてしまっ
た建物に対しては「沈下修正工事」も行い
ます．要するに狭小な作業条件を克服しつ
つ，基礎から下のさまざまなニーズに応え
るというのが当社の主なドメインです．

2． 環境関連事業
狭い場所での調査といえば，汚染調査の

ためのSCSC式ボーリング・サンプリング
調査があります．1m四方のスペースで機
械式ボーリングと同様のコアが採取でき，
しかも無水で貫入させるので，センチ単位
の地層の変化を目視で確認できます．工場
などの広い敷地で汚染エリアを特定するに
は，測定箇所を増やす必要があるわけです
が，このSCSC式であれば非常に手軽で，
経費の掛かる本格調査を導入する以前の予
備調査として最適です．地質・水質・ガス
に対する汚染物質の検知がオンサイトで行
えます．

3． 戸建住宅コンサルティング事業
本業で獲得した優に500社を上回る得意

先とのネットワークを活かして，住まい手
と建築会社を結ぶ「2年後の家づくりを考
える会」を主催しています．住宅建築を計
画している個人ユーザーに会員になっても
らい，どのような住まいを実現したいの
か，暮しぶりに対するこだわりと希望がど
のようなものであるのか，まずはご本人に
はっきりと自覚してもらうためにさまざま
な問いかけを行い，同時に資金計画などを
アドバイスします．住宅金融公庫本店の大
ホールでのセミナーや各地で開催する連続

講座などを通して，見た目の意匠だけに捕
らわれない住まいづくりを目指します．イ
メージが固まった時点で建築会社から提案
されるプランニングを検討してもらい，気
に入れば成約となります．

4． 地盤のリスクマネジメント

大規模なプロジェクトとは異なり，住宅
の地盤は疎かにされやすく，技術力を誇る
だけではビジネスとして成立しないという
現実が絶えず付いてまわりるのがこの住宅
業界です．地盤の重要性を訴えることから
始めねばならないという意味で，書籍の出
版（『知らないと損をする住宅地盤』，『あ
なたの土地は安全か』），損害保険会社と共
催する研究会，地盤の性能評価を組み込ん
だ不動産鑑定，耐震診断による建物の再鑑
定，インターネットの活用など，潜在需要
を喚起するための手立てを講じつつ，住宅
の安全と保全にまつわるリスクマネジメン
トを提案しています．

［会社概要］

社　名：ジオテック株式会社

所在地：〒150_0013

東京都渋谷区恵比寿1_13_6

登　録：建設工事業/とび・土工工事業/地質

調査業/不動産鑑定業/宅地建物取引

業/一級建築士事務所

電　話：03_3280_0541

ホームページ：http : //www.jiban.co.jp/

賛助会員
のページ
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The Athlone Press, London 1996年発
行，A5変形判，416 ページ，定価50.00
ポンド

寺田寅彦の随筆に火山とヤマタノオロチと
の関係について書いている『神話と地球物理
学』という作品がある．ヤマタノオロチの話
は火山から噴出する溶岩流の光景を連想させ
るという．他にもそういう眼で見ると，神話
伝説中に，「いかにも日本の国土に相ふさわ
しいような自然現象の記述が至るところに散
りばめられている」という．この小さな随筆
が重要であると思わせる地質学史の専門書が
ある．

ダビッド・オルドロイドが蘊蓄傾けて書い
た本書は，小さな活字でびっしり書き詰めら
れた大著であるが，その最後も最後，註の最
後に，「兵庫県南部地震の直後に，『イザナギ
ノミコトとイザナミノミコトが最初に作った
のが淡路島だが，われわれは，イザナギノミ
コトとイザナミノミコトの怒りになすすべも
なかった』と日本の新聞では報道された」と
書いてある．これは，神話というレンズによ
って地質学的現象が屈折してとらえられた例
として引用されている．オルドロイドの主張
しているphysicomythology「科学的神話学」
が，わが国では，ほとんど手がつけられてい
ないという寒い事情が暴露されているよう
で，少し恥ずかしい．イザナギノミコトとイ
ザナミノミコトの話は，何かの地質学的事件
に基づいているのであろうか，この神話は，
どんな社会的要素によって規定されているの
であろうか．寺田寅彦のような眼で，地質学

者のメスが入らなければならないところであ
ろうと思う．

一見荒唐無稽な古代の理論の中にも重要な
鍵があると著者は述べ，「科学的神話学」を
提唱している．すべての神話が，自然の物理
的なできごとを上手に説明できているわけで
はないが，神話のある部分は，実際に起きた
物理的な事件を少し変形して記録している
と，オルドロイドは考える．このような神話
の解釈の態度を，オルドロイドは，「科学的
神話学」と呼んできた．

本書は，Tannaという南太平洋の小島にあ
る，Yasur火山の噴火を，55歳にして初めて
目の当たりにした感動から始まっている．著
者はもちろん，ニュージーランドや日本の活
火山になじみの深い人である．それなのに，
なぜ，Tannaに感動したのか，なぜ，Tanna
から話が始まるのであろうか．畏怖を感じた
と著者はいう．わたしたちの自然認識の奥底
には畏怖があるという．その畏怖を明らかに
するために，神話や伝説をふりかえってみる
必要があると説く．原始の人の感覚，思考を
ふりかえってみる必要があるとも著者は言
う．

本書の表題は内容をよく示している．本書
は地質学史の入門書ではない．カール・マル
クスがフランス３部作において，フランス革
命を通して彼自身の革命思想を著したよう
に，著者ダビッド・オルドロイドは地質学史
を通して，「地質学は地球をどのように考え
てきたか」，「どのように考えていくべきか」
を明らかにしている．

また，地球についての考えの歴史が，もし
教えてくれるものがあるとすれば，それは圧
倒的に地球は大きいということであり，その
解釈は常に変化してきたし，変化していると
いうことであるとオルドロイドは言う．だか
ら，もし，現在正しいと思われている解釈が
いつでも正しいとしたら，それは傲慢である．
だから，現在ほとんど注目を浴びていないこ
とや，現在確実にまちがっているけれどもお
もしろい事にも，本書は多くのページを割い
ている．

全体は13章よりなり，章立ては以下のよ
うである．

Introduction
1． A Mythical and Living World : Ideas

about the Earth in Antiquity, the
Middle Ages and the Renaissance

2． ‘Mechanical’ Theories of the Earth and
Phsico-Theology

3． The Beginnings of Geological Science :
Detachment from Cosmogony and
Mineralogy

4． Thought on Heat, Fire and Water
5． The Earth Surveyed and Geologically

Mapped: the Territorial Imperative
6． Geological Time and the Tempo of

Geological Change
7． Thoughts about Climate, Glaciation

and Carving the Earth’s Surface

8． The Making of Mountains and the
Pulse of the Earth

9． Thinking about Rocks and their
Formation : Magma, Migma and All
That Stuff

10． Thinking with Instruments : Earth-
quakes, Early Seismology and the
Earth’s Hidden Interior

11． Movement of Poles and Continents, or
Getting Bigger?

12． Some Grander Ways of Thinking
13． Some Concluding Thoughts Sug-

gestions for Further Reading
Notes 
本書の著者ダヴィッド・オルドロイドは，

大まかには，地質学の成立前，成立後という
ように地質学史を考えている．いわゆる「ハ
ンマーを持って，岩石をたたき，山を歩き，
地質図を書き，地史を編み，うまくいけば新
しい理論を唱える」地質学を19世紀のプロ
グラムとしてとらえる．そのプログラムがど
のような過程をたどって成立してきたか，ま
た，このプログラムの完成以降，地質学はど
こへ行こうとしているかと地質学の歴史をと
らえる．このプログラム成立以前には，神話，
聖書，一見荒唐無稽な「地球理論」があり，
現代には，プレートテクトニクス理論に代表
されるような理路整然とした理論，学問的成
果があるように見えるが，実は，これらを貫
く「地球についてものを考える」人間の営み
が連綿として続いていると著者は説く．

第1章では，古代から18世紀まで，聖書，
ギリシア哲学，アリストテレス，ブリダン，
ルネッサンス，アグリコラ，ベッカー等を駆
け足でまとめてある．第2章ではデカルトの

「機械」論を中心に地球起源論，自然史とし
ての鉱物学も語っている．地質学ということ
ばの誕生する以前の世界である．

第3章から，第5章までは，19世紀のプロ
グラムの成立過程が述べられている．第3章
では主に17，18世紀のフック，ステノ，レ
ーマンを扱っている．著者の最初の地質学史
的研究はフックの研究であった．第4章はい
わゆる水成説と火成説を述べている．第5章
では主に18世紀，19世紀初頭のスミスから
始まるイギリスの地質学を述べ，地質学が科
学として出現してくることを述べている．

第6章から第8章まではいわゆる層序学，
地史学の歩みを述べている．第6章では，主
にキュヴィエ，ライエル，ダーウィンについ
て語り，第7章では気候，氷河，地形につい
ての考えとして，クロル，ミランコヴィッチ
を述べ，グランドキャニオンについても多く
を語っている．第8章では，主に，グラボー
についてまとめているが，日本でよく知られ
ている，ジュース，ジョリについても触れて
いる．

第8章から第10章までは地質学から派生し
てきた，構造地質学の歴史（第8章），岩石
学の歴史（第9章），地震学の歴史と，それ
を支えた機器類（第10章）を取り扱ってい
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Thinking about the Earth: A
History of Ideas in Geology, 

by David Oldroyd 



る．地震学はイタリアからドイツへと中心が
移ってきたことがよくわかる．

第11章はヴェゲナーから，いわゆるプレ
ートテクトニクス理論，そしてカレイの地球
膨張説を扱っている．プレートテクトニクス
理論は，地球の構造とその挙動についてのス
ケールの大きな理論であり，この理論の確立
は，ある意味で，17，18世紀に「地球理論」
を書いた人々の努力の，より大きなゴールで
あろうと語っている．もちろん，19世紀の
前半に，あまりにも意図的であり，推測的で
あると無視された歴史を持っているのである
が．

第12章では，ラブロックのガイア説を中
心に語っている．オルドロイドの「科学的神
話学」をもってすれば，ガイア説も，別に特
異な神話ではない．第13章は結語であり，
著者の意図がもう１度強調されている．

著者のダビッド・オルドロイドは長く
New South Wales大学の地球科学教授であっ
た．昨年からINHIGEO（国際地質学史委員
会）のsecretaryでもある．他にDarwinian
Impacts（1980），The Arch of Knowledge

（1986），The Highlands Controversy（1990）
などの著書がある．本書はSutdies in the
History and Philosophy of the Earth Sciences
シリーズの１冊である．本書の命は，38ペ
ージにわたって，びっしりと並んでいる
Bibliographyであるともいえる．資料がしっ
かりとしていて，これだけで本書の価値が十
分にある．著者は現在的研究も十分に考慮し
ている．フーコー，クーン，ファイアーベン
トなどの科学論も，最近の地質学史の見直し
の研究もよく知悉しており，ふんだんに引用
されている．

日本では，いや世界的にも地質学史の参考
書としては，Zittel，Geikie，Gilspie，Gohau
等があげられているが，本書はまさに現代最
高の地質学史の参考書といえよう．

（東京成徳学園　矢島道子）

Cambridge University Press, 1997発行,
A4判，296ページ

本書は鮮新_更新統境界設定に関する
IGCP_41プロジェクトの最終成果報告書であ
る．このプロジェクトは1948年のIGCロン
ドン大会で提案された更新統基底設定のため

The Pleistocene Boundary and the
Beginning of the Quaternary

Edited by J.A.Van Couvering

に1974年に組織された．この境界はプロジ
ェクトメンバーの総意によって最終的にはイ
タリアのVricaセクションに設定されるが，
この本では，それに至までの経緯とともに，

（1）Vricaにおける模式境界セクションの記
載，（2）このセクションにおける古生物・古
環境記録や放射年代・古地磁気層序の特徴，

（3）境界に関する他地域の層序が個別の論文
としてⅠからⅣまでの区分に分けられて詳細
に紹介されている．

Ⅰの論文はNikiforova, K. V.とAlekseev,
M.N.のロシアの長老組がIGCP_41の経緯と
第四紀の定義に関する議論の経過を1974の
本プロジェクト開始の年から1981年まで年
代を追って解説されている．論文題名は，
International Geological Correlation Program,
Project 41 : “Neogene/Quaternary Boundary”．
ちなみに，このプロジェクトには日本から市
原　實さんと中川久夫さんがメンバーとして
参加している．

ⅡのタイトルはCharacterization of the
Pleistocene boundary_stratotype．この中に
はイタリアの長老Pasini, G.とColalongoの
Vricaセクションの総括論文をはじめ，この
セクションに関する，古地磁気層序，深海底
との対比，ナンノ化石，珪藻化石など5編の
論文が収録されている．中でも，中川ほかの
古地磁気層序は日本の房総半島との対比が紹
介されているので，日本の第四紀研究者には
見過ごすことができないものであろう．

Vricaセクションにおける鮮新_更新統境界
はマーカーベッドe層直上の粘土層基底に設
定された．原文では“the base of the clay-
stone conformably overlying sapropelic mark-
er bed e of the Vrica section……as the Plio
cene/Pleistocene boundary_stratotype”とな
っている．この層準はGephyrocapsa ocean-

icaのFAに近く，Globigerinoides obliquusの
LO 近傍である．また，Neogloboquadrina

p a c h y d e r m a の左巻き優勢の始まりや
Globigerina cariacoensis のFA付近でもあ
る．この層準はイタリアにおける Arctica

islandicaの最初の出現層準にも近い．古地磁
気層序のうえではOlduvai subchronの上面近
くであり，酸素同位体ステージの65/64であ
る．

ⅢのタイトルはThe paleontological con-
text of the Pleistocene boundaryで，ここで
は深海底層序，新生代後半の植物化石の変遷，
鮮新_更新世の哺乳動物化石，鮮新_更新世の
人類進化など4編の論文が収録されている．
この中で，Aguirre E.はこの境界が人類進化
の過程でどの辺に位置するかを議論している
が，それによれば，この境界はHomo属がア
フリカを出てユーラシアに拡散していった時

期に重なるとしている．このことは後で述べ
るように，第四紀の定義と関連して問題にな
る部分である．

ⅣのタイトルはThe Pleistocene boundary
in regional sequenceで，世界各地の鮮新_更
新統の研究の現状が紹介されている．主な地
域としては，イタリア，イスラエル，スペイ
ン，フランス，英国，オランダ，ドイツ，ハ
ンガリー，ルーマニア，ロシア，日本，中国，
サハラ，インドネシア，ニュージーランド，
北米などから20編の論文が寄せられている．
日本からは市原ほかの大阪層群と中川ほかの
房総半島の論文が収録されている．

1948年のIGCロンドン大会では第四紀の
模式セクションは地中海沿岸で設定するとい
う勧告がなされている．このVricaセクショ
ンの設定もその勧告に基づいて，イタリアで
挙げられたいくつかの候補地から選定された
ものである．しかし，プロジェクト開始から
相当の年月が過ぎ，新たな研究成果や発見が
あいついだために，この本が出版されるより
前から，鮮新_更新統境界についての“再検
討”がINQUA Commission on Stratigraphy
の中で議論されている．1991年のINQUA北
京大会でこの問題が提起され，「第四紀の定
義」から議論しなおそうといういうことにな
って，次の年の京都でのIGCではいくつかの

「定義案」が提案され，それについて議論が
行われた．この中には，Homo属の出現や気
候変動の激化，レスの堆積開始などが挙げら
れているが，いずれも 2.58 Ma の Gauss -
Matuyama境界付近を示しており，この層準
近くで模式セクションを設定しようという動
きに繋がった．1995年のINQUAベルリン大
会ではVrica擁護派の激しい抵抗にもかかわ
らず，Commission on Stratigraphyでは，シ
シリーでの模式セクションの設定のための準
備が決定された．

依然としてVricaセクションも候補のひと
つとして残ってはいるが，今後，シシリーで
の模式セクションの提案がINQUA Commis-
sion on StratigraphyからIUGSのCommission
on Stratigraphyに提案されるものと思われ
る．しかし，ここでは，NeogeneのCommis-
sionの反対にあうことは明らかで，Neogene
側は第四紀をNeogeneの中の“世”にしよ
うと提案している．したがって，この境界問
題は今後しばらくは膠着状態が続くものと思
われる．

来年南アフリカのダーバンで開催される
INQUA大会でもこの問題は議論されるので，
その結果は追ってまた報告する．

（熊井久雄）
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・岩手県立博物館研究報告　第15号　1997年12月発行
・岩手県立博物館調査報告書第14冊「北上低地帯の鮮新・更新統の地質と年代」1998年3月発行　
・「マンガン団塊―その生成機構と役割」 竹松　伸著　恒星社厚生閣　定価（本体3,200円＋税）
・「Age Determination of Young Rocks and Artifacts (Natural Science in Archeology）」Wagner, G.A. Herrmann, B. (eds.)  Springer

Verlag 1998，XVIII，466p.,  価格（国内標準）16,280円

寄贈本・紹介依頼本（6月以降）



草思社サイエンス・マスターズ 10，
1998年4月24日発行，A5変形判，273
ページ，定価1,800円＋税

本書は，スタンフォード大学生物学科の気
候物理学者S.H. Schneider教授の著した原題
“Laboratory Earth”（1997）の訳書である．

昨1997年，いわゆる地球温暖化防止京都
会議（COP3）が開催され，「京都議定書」
が採択されたことはまだわれわれの耳に新し
い．このような地球環境問題と取り組む国際
協力による学際的研究計画 IGBP（Inter-
national Geosphere_Biosphere Programme：
A Study of Global Change）が発足して以来
10年になろうとしている．また，国内外の
大学においても，地球環境科学は地学系学科
における中心的研究課題の一つとなりつつあ
る．

それにもかかわらず，わが国の地質学関係
者にはこの種の国際的活動の情報が十分に伝
わっていないように見うけられる．地球温暖
化問題を一つとりあげてみても，国をあげて
対応しなければならぬ態勢にあるとき，地質
学者はなにをしているのか，その姿が見えな
い．地球環境科学という学際的分野の展開す

地球温暖化で何が起こるか

スティーヴン・シュナイダー著

田中正之訳

るなかで，地質学者自身は自分の切り口を見
つけるのに悩んでいるのではないだろうか．

米国で気候システム研究計画を推進してい
る著者の手になる本書が，二酸化炭素の計測
などで国際的活動をしている東北大学の気象
学者田中正之教授により翻訳されたことは，
きわめて意義深いことと思われる．

本書のあらましをかいつまんで以下に紹介
するが，全体の構成は序文に続く6章となっ
ている．第1章「生物と無生物が織りなす地
球の歴史」は，地質学を学ぶ者にとってはた
いへん親しい内容で，地球温暖化問題を考え
てゆくうえで必要な気候システムの背景と，
それに関する学説が説かれている．いわば地
球システム科学への招待状というところであ
ろうか．

第2章「気候と生命の共進化」では，まず
生物地球化学的サイクルにおける物質循環過
程をとりあげ，コンピューター・モデル作成
の基本的説明から，気候モデルに話を進め，
白亜紀や第四紀気候のモデル化から，いよい
よ本題の 21 世紀の地球温暖化―本書でい
う＜グローバル・チェンジ＞―が取り上げら
れる．ここでは生物のフィードバックによる
地球環境の規制を想定するガイア仮説に対し
て，気候と生命の共進化を考える著者の主張
が強調されている．

第3章「気候変化の原因」では，検証に最
善の物理実験室とは地球そのものだという考
えのもとで，さまざまな時間スケールでの気
候のゆらぎと傾向的変化の説明から，気候の
予測のために必要な要因「気候強制力」の分
析に話が及ぶ．さまざまな内的・外的要因の
指摘を通じて，グローバル・チェンジを引き
起こす強制力が増大している今日，予測を進
めなければならぬ状況が説かれている．

第4章「モデル予測の有効性と問題点」で
は，気候モデルのシミュレーションにおける
コンピューター・モデルの有用性ともろさに
ついて，現在問題となっている温室効果，さ
らに氷期・間氷期，気候最適期，ヤンガー・
ドリアス期などの古気候データをとりあげ
て，気候モデルの検証，人為的気候変化の検
出ににかかわる問題が議論されている．

第5章の「生物多様性はなぜ重要か」では，
古生物・現生生物の例をあげて，種，生物群
集を議論し，さらに近年の島嶼生物地理学理

論をとりあげて，データ中心の経済学者と理
論中心の生態学者の観点を対置させながら，
生物多様性と持続性の価値を説いている．

最後の第6章は「環境政策のあり方を問う」
である．前章まで実証的な議論をしてきた地
球システムについての，グローバル・チェン
ジの影響評価と，社会と自然にかかるコスト
の見積もりという，たいへん難しい問題が議
論されている．一般に政策とか経済に関する
論議は，自然科学者にとって不得意な話題で
あるが，実は，ここに本書の真髄が見いださ
れる．現代人が抱えている，経済的公平と効
率の追求と環境保護との矛盾した関係を処理
し，共有財産としての地球環境への人間活動
の影響を軽減させるという観点から，＜生態
系経済学＞という分野が生まれ，そしてグロ
ーバル・チェンジに取り組む科学者が総合ア
セスメントと呼ばれる一種のモデル化によっ
て，「経済学と生態学を費用対便益の枠に融
合させる」現在の傾向が詳しく解説されてい
る．総合アセスメントについても，「目的は
何が起こるかを正確に予測することではな
く，種々の想定の結果がどのように異なるか
を示すことだ」「モデルの定量的な結論を文
字どおりに受けとるべきではない」「手法を
分析の方便として，起こり得る現実のシステ
ムのふるまいをかなり詳しく知ることができ
る」という著者の表現を通じて，政策決定へ
関与する自然科学者の姿勢がうかがえる．

最後に，訳者の言葉をそのまま引用してお
こう．「本書を読めば，グローバル・チェン
ジが生態系や人間活動に及ぼす影響，さらに
科学的な知見が不充分ななかで，どのような
考え方や手段に基づいて具体的な政策決定を
すればよいかなど，…的確で詳細な理解が得
られることは請け合いである．」

変わりゆく地球環境のなかで，冷徹に自然
現象を観察し，記述し，理論化するという自
然科学者像から一歩も二歩も踏み出さざるを
得なくなった20世紀末の地球科学者にとっ
て，本書は貴重な指針となるのではないか．
何が必要か，何をすべきか，よく考えて行動
を起こすために，必要な示唆を得るうえでの
参考書としてお薦めしたい．

（高柳洋吉）
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堆積環境と堆積過程に関する講演

会のお知らせ
堆積学研究会では，地質学会105年大会の

前日に信州大学において，98年秋の例会と
して3名の講師による講演会を開催いたしま

す．卓抜した着想で堆積物から過去の堆積環
境や堆積過程を復元する多様な事例とアイデ
アを学ぶことができます．会員・非会員を問
わず多くの方のご参加をお待ちしています．

日　時：1998年9月24日（木）午後1時～5
時頃

場　所：信州大学理学部第一講義室
参加費：会員1,000円程度，非会員2,000円程

度（資料代を含む）
講師と講演題目：

1） 井内美郎（愛媛大学理学部）；湖沼堆

積物から読む環境変遷
2） 斎藤文紀（地質調査所海洋地質部）；

河川から海洋への物質輸送と海域での
地層・シーケンス形成

3） 伊藤　慎（千葉大学理学部）；シーケ
ンス・システマチックス

堆積学研究会事務局
連絡先：公文富士夫（電話 0263_37_2479,

Fax. 0263_37_2506, 
E_mail taisekiken@geogate.shinshu-u.ac.jp）

（公文富士夫）



第14回ゼオライト研究発表会
今秋も「第14回ゼオライト研究発表会」

を下記要領で東京の上智大学図書館会議室で
開催いたします．ゼオライトおよびその類縁
物質の基礎と応用の新たな展開を志向しま
す．充実した研究発表と活発な討論の場に多
数の研究者・技術者が参加されることを期待
します．この機会に奮って参集下さい．

主　催：ゼオライト学会（本会協賛）
日　時：11月12日（木），13日（金）
会　場：上智大学図書館会議室（東京都千代

田区紀尾井町7_1，JR中央線および地下鉄
丸の内線四谷駅前）

テーマ：ゼオライトおよびその類縁化合物に
関連した研究の基礎から応用まで．

講演の種類：1）特別講演（2件予定），2）
総合研究発表（成果がある程度まとまって
いる研究を総合したもの．したがって，既
発表の研究成果であっても，それらをまと
めたものであればよい．討論を含めて30
分程度），3）一般発表（未発表の研究成果
の発表．討論を含めて20分程度）

講演申し込み締め切り：7月10日（金）
講演申し込み：1）講演題目，2）発表者氏

名（講演者に◯印），3）所属機関，4）講
演の種類（総合研究発表か一般研究発表か
の区別），5）研究分野（プログラム編成参
考用に，次の分野のうち一つを選んで下さ
い．鉱物学，地質学，構造，合成，イオン
交換，修飾，吸着，触媒，応用（農業，洗
剤など），その他），6）連絡先（郵便番号，
住所，氏名，電話番号，F a x または，
e_mailでも可能です．）

申し込み先：〒152_8551 東京都目黒区大岡
山2_12_1
東京工業大学理学部化学科八嶋研究室気付
ゼオライト研究発表会係（小松隆之）宛，
Fax 03_5734_2758，e_mail : komatsu@
chem.titech.ac.jp

登録費：会員（主催ならびに共催等の学協会
の個人会員，およびゼオライト学会団体会
員の法人に属する者を含む．）5,000円，学
生2,000円，非会員8,000円（予稿集代を含
む．当日申し受けます．）

予稿原稿締め切り：9月25日（金）（8月中
旬に執筆要領を送ります．）

懇親会：11月12日（木）講演終了後，会場
近くにて会費5,000円の予定）

問い合わせ先：
小松隆之（東京工業大学理学部化学科　

電話 03_5734_2758）
馬場俊秀（東京工業大学工学部化学工学科

電話 03_5734_2625）
山崎淳司（早稲田大学理工学部環境資源工

学科　電話 03_5286_3321）

●地球惑星科学関連学会連絡会ニュース
No. 15（1998年6月）

お知らせ：地球惑星科学関連学会

1999年合同大会のセッションシン
ポジウム提案の一般公募について

1999年合同大会実行委員会

1999 年合同大会は6月8日（火）～11日
（金）に国立オリンピック記念青少年総合セ
ンター（東京都渋谷区代々木神園町3_1）で
開催されます．この合同大会においては，
1998年大会と同様に，共通・固有セッショ
ンの区別はありません．また，セッション・
シンポジウムは，各学会プログラム委員等か
らの申し出と一般公募の両方で募集します．
各学会宛には提案方法について別途連絡致し
ますので，以下では一般公募について述べま
す．セッション・シンポジウムを提案される
方は，次の情報を合同大会組織委員会まで電
子メイルあるいは郵送にてお送り下さい．地
球惑星科学の将来展望や社会的位置づけ等に
関連するセッション・シンポジウムの提案も
歓迎します．
○ 提案項目は以下のとおり
1． セッション・シンポジウム名（全角換算

40字以内）
2． 提案者名・連絡先
（所属機関，住所，電話，Fax番号，｛必ず｝
電子メイルアドレス）

3． コンビーナ候補者2，3名のリストと連
絡先

（所属機関，住所，電話，Fax番号，｛必ず｝
電子メイルアドレス）

4． 内容の簡単な説明 （1行全角40字以内
で3_5行）

5． 合同大会で行うことの意義 （1行全角
40字以内で3_5行）

6． 予想される発表論文数 （口頭発表，ポ
スター発表それぞれの概数も）

7． 会場に必要な収容人数
8． 過去の実績 （もしあれば）

もっとも近くに行われた合同大会における
セッション・シンポジウム名，コンビーナ名，
発表論文数（口頭，ポスターそれぞれの総数），
使用会場の収容人数，実際の参加者概数

（i.e.会場の混み具合）．
＊項目が不備な提案については，提案者の方

に再提案をお願いする ことがあります．

○提案の締め切り 1998年10月9日(金)
○提案の宛先
郵送の場合：

〒060_0810 札幌市北区北10条西8丁目
北海道大学理学研究科 地震火山研究観測
センター気付
1999年合同大会実行委員会

（提案在中と朱記して下さい）
提案の印刷とフロッピー原稿（DOS形式
1.44MBフォーマット）の両方をお送り下
さい．

電子メールの場合：
上記について，下記のアドレスまでお送り

下さい．
taikai@eos.hokudai.ac.jp
提案についてはプログラム委員会で議論し

てその採否を決め，採用となったものについ
ては内容の改良，組み替え，他のセッショ
ン・シンポジウムとのすりあわせ等を行い，
コンビーナを選びます．

1998年6月10日発行
発行：地球惑星科学関連学会連絡会

幹事　坪井誠司（日本地震学会）
編集：地球惑星科学関連学会連絡会

委員　加藤尚之（日本地震学会）

Special Field Excursion : Mesozoic
Red Beds of Northeast Thailand
（IGCP 350 : Cretaceous Environ-
mental Change in E & S Asia）

前号で予告していました表記特別野外巡検
の実施日程の詳細をご案内します．参加登録
票は岡田の許にありますので，ご利用くださ
い．岡田連絡先（応用地質（株）九州支社）：
電話 092_591_1840 ; Fax 092_573_0240 ;
E-mail : hokada@bb.mbn.or.jp （岡田博有）

Special Field Excursion : Mesozoic red beds of
northeast Thailand

A five_day field excursion concerning
Mesozoic red beds of northeast Thailand will
be conducted 22_26 August, 1998 after the
GEOSEA 98 Post_Congress Field_trips to
Sarawak, Malaysia.  The trip provides you
most formations of non_marine red beds of
the Khorat Group in northeast Thailand
including some famous tourist places.  Two
dinosaur sites will be the highlights of this trip
together with spectacular sight-seeings along
Mae Khong River.  However, additional inter-
esting stops may be provided upon request
and time.

Date : Saturday, August 22_Wednesday, 26
August, 1998

Leaders : Dr Assanee Meesook, Mr Varavudh

Suteethorn, Mr Chaikarl Chairangsee

Geological Survey Division, Department of
Mineral Resources, Rama VI Road,
Bangkok 10400, Thailand

Fee : US$300 (inclusive of ground transporta-
tion, a guidebook, 4 breakfasts, 4 lunches, 4
dinners, 4 nights accommodation on single
basis, and refreshments) 
TENTATIVE PROGRAMME 
DAY 1 : August 22, 1998 (Bangkok Airport-

Nakhon Ratchasima)
_Road_cut octcrop of the Jurassic Phu
Kradung Formation at Lamtakhong Dam
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_Outcrop of the Cretaceous Sao Khua
Fomation including dinosaur bones and
bivalves 
_Accommodation and reception dinner at
Nakhon Ratchasima province

DAY 2 : August 23, 1998 (Nakhon Ratchasima_

Khon Kaen_Kalasin)
_Visit Phimai Rock Castle, Phimai district,
Nakhon Ratchasima province
_Red beds of the Phu Thok Formation at
Wat Pa Hin Koeng 
_Visit the Dinosaur Research Center at Phu
Kum Khao 
_Outcrop of the Phu Kradung Formation at
Kham Muang district
_Accommodation and dinner at Kalasin
province

DAY 3 : August 24, 1998 (Kalasin_Mukdahan) 
_Visit dinosaur footprints in the Phra Wihan
Fomation at Phu Faek 
_Road-cut outcrop showing red beds of the
Phu Kradung and Phra Wihan Formations 
_Road_cut outcrop of the Sao Khua
Formation at 23+600 Road No. 2370
_Sandstones of the Phu Phan Formation at
Phu Hin Khan 
_Accommodation and dinner at Mukdahan
province

DAY 4 : August 25, 1998 (Mukdahan_Ubon

Rachathani) 
_Sandstones of the Phu Phan Formation at
Phu Pha Therb National Park
_Sandstones of the Phan Wihan Formation
at Khenmarat district
_Outcrop of the Khok Kruat Formation
including vertebrate bones at Khok Pha
Saum
_Sao Chaliang, octcrop of sandstones of the
Phu Phan Formation
_Visit Pha Taem, a famous tourist place
including outcrops of the Phu Phan and Sao
Khua Formations, and an archaeological
painting site 
_Visit Thana Rapid along Mun River and a
Phu Phan sandstone outcrop 
_Accommodation and farewell dinner at a
hotel, Ubon Ratchathani province

DAY 5 : August 26, 1998 (Ubon Rachathani-
Nakhon Ratchasima or Bangkok International
Airport) 
_Outcrop of the Phu Phan Formation near
Thai-Cambodia border
_Visit Khao Phranomrung Rock Castle lying
on Quaternary basalts 
_Arrival time at Banhkok International
Airport is 6 PM. 

Limit : Minimum 8 persons, maximum 20 

GENERAL INFORMATION 
Northeast Thailand : Northeast Thailand

called “Isarn”, is located in the eastern part
of Thailand and bounded by Laos to the
north and east, and Cambodia to the south.
The Isarn area is formed as a hight plateau
called the Khorat Plateau.  Mesozoic red
beds of the Khorat Group are the main rock
types of the plateau. 

Entry Raquirements/Visa : Participants are
requested to check with their passport
office or the nearest Embassy for visa
requirements.  We will provide you an invi-
tation letter for applying the visa when nec-
essary. 

Weather : Temperature during August ranges
around 28°to 32°.  This is the beginning of
rainy season, and therefore shower to brief
rain may be expected.

Monetary currency : The exchange rate for
one US$ is approximately 38 Baht. 

Queries : Please contact Dr Assanee
Meesook, Geological Survey Division,
Department of Mineral Resources, Rama VI
Road, Bangkok 10400, Thailand.  Tel. （622）
202_3759  Tel.（Home）（6635）245_089
Fax（662）2023754, 202_3702  E-mail :
supawan@environnet.deqp.go.th
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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．

第 25回日産学術研究助成候補者
推薦のお知らせ
推薦件数：一般研究助成　2件

奨励研究助成　推薦枠無し
（原則として全件推薦）

推薦審査：
1． 中堅・若手研究者の意欲的研究を重視．
2． 次の基準により審査，選考されている．

1） 適合性：一般的に公的な高額の助成金
を得にくい若手の独立した研究か．

2） 重要性：内容が，独創的，先駆的で学
際的な意味が大きいか．

3） 明確性：研究目的が明確であり，さら
に研究計画，体制など十分検討されて
おり，実現性が高いか．

4） 期待性：研究者の研究経歴から見て，
高い成果が期待できるか，あるいは，
将来の発展が期待できるか．

受付期間：平成10年6月1日～8月31日（月）

必着
なお，平成9年度日産学術研究助成奨励研

究で，横川美和，長谷川卓氏が採択された．
資料請求・問い合わせ先：

財団法人日産科学振興財団
〒104_0061 東京都中央区銀座6_17_2
電話 03_3543_5597 Fax 03_3543_5598
E-mail : at02-nsj@t3.rim.or.jp
URL : www.t3.rim.or.jp/̃at02-nsj

平成 10年度東レ科学技術賞およ
び科学技術研究助成の候補者推薦

財団法人東レ科学振興会より例年とおり以
下の推薦がありましたので，お知らせいたし
ます．
第39回（平成10年度）東レ科学技術賞候補者　
候補者の対象：貴学協会に関する分野で，下

記に該当するもの
q1w 学術上の業績が顕著なもの
q2w 学術上重要な発見をしたもの
q3w 重要な発明をして，その効果が大きい

もの
q4w 技術上重要な問題を解決して，技術の

進歩に大きく貢献したもの
科学技術賞：1件につき，賞状，金メダルお

よび賞金500万円（2件前後の予定）
推薦締切期日：平成10年10月9日（金）必

着
第39回（平成10年度）東レ科学技術研究助成
候補者

各賞・
研究助成

助成プログラム要約



候補者の対象：貴学協会に関する分野で国内
の研究機関において基礎的な研究に従事
し，今後の研究の成果が科学技術の進歩，
発展に貢献するところが大きいと考えられ
る独創的，萌芽的研究を活発に行っている
若手研究者

研究助成金：総額1億3千万円．1件3千万円
程度まで10件程度とします．

推薦締切期日：平成10年10月9日（金）必
着

連絡先：財団法人東レ科学振興会　
〒279 千葉県浦安市美浜1_8_1（東レビル）
電話 0473_50_6103 Fax 0473_50_6082

1999年度「女性科学者に明るい
未来をの会・猿橋賞」の受賞候補

者および研究助成候補者の推薦依

頼のお知らせ
「女性科学者に明るい未来をの会」（1980

年創立）は，自然科学の分野で，顕著な研究
業績を収めた女性科学者に，毎年，賞（猿橋
賞）を贈呈してまいりました．1990年度か
らは，さらに，海外のシンポジウム等に出席
し，論文を発表する若手の女性研究者にたい
し，研究助成することにいたしました．

賞金と助成金は，本会を母体として新設さ
れた，公益信託（1990年3月13日文部省認
可）「女性自然科学者研究支援基金」（受託者
東洋信託銀行株式会社）から支出されます．

猿橋賞

1． 本賞は自然科学の分野で，顕著な研究
業績を収めた女性科学者（ただし，下記
の推薦締切日で50才未満）に贈呈しま
す．

2． 本賞は賞状とし，副賞として賞金（30
万円）をそえます．

3． 本賞の贈呈は1年1件（1名）です．
4． 所定の用紙に受賞侯補者の推薦対象と

なる研究題目，推薦理由（400字程度），

略歴，主な業績リスト，主な論文別刷
10編程度を，および推薦者氏名・肩書
きを，本会事務所までお送りください．

5． 締切は1998年11月30日（必着）
6． 第19回の賞贈呈式は，1999年 5月，

東京において行う予定です．
なお，最近2年間の猿橋賞受賞者は次のと

おりです．

猿橋賞受賞者
第17回（1997）名古屋大学生物分子応答研

究センター　助教授高倍鉄子博士
「植物耐塩性の分子機構に関する研究」

第18回（1998）千葉大学大学院自然科学研
究科教授　西川恵子博士

「超臨界流体の研究」
研究助成

1． 海外のシンポジウム等に出席し，論文
を発表する女性研究者に対し，研究助成
をいたします．

2． 助成金は1件10万円とし，年に数件と
します．

3． 所定の用紙に推薦対象者（各締め切り
日において満40才未満）の略歴，研究
業績，国際会議名（主催団体，開催場所，
年月日），発表論文題目，推薦理由等を
記入して，本会事務所までお送りくださ
い．

4． 締め切りは1998年11月末日と，1999
年4月末日の2回

問い合わせ先：
女性科学者に明るい未来をの会
〒166_0002 東京都杉並区高円寺北4_29_

2_217 電話 03_3330_2455（Fax兼用）

ASTER (Advanced Spaceborne Ther-
mal Emission and Reflection Radio-
meter) Announcement of Opportunity
研究公募（正式募集開始のお知ら

せ）

平成10年5月
研究者　各位

現在，通商産業省では，米国航空宇宙局
（NASA）の総合的地球観測計画である，
EOS計画の最初の衛星として打ち上げを予
定している地球観測衛星EOS AM_1に搭載
する観測機器として，ASTER（Advanced
Spaceborne Thermal Emission and Reflection
Radiometer）の開発を進めております．（財）
資源・環境観測解析センター（ERSDAC）で
は，通商産業省からの委託を受け，この
ASTERデータの利用に関する研究提案の公
募（ASTER AO）を実施することとなりまし
た．

ASTER AOは国内，海外を問わずASTER
データの利用を希望する全ての研究者および
機関に対して行われるもので，非営利かつ平
和利用を目的とする全ての研究提案が対象と
なります（非営利であれば，民間企業からの
提案も認められます）．ASTER AOに選定さ
れた研究者はAO研究者として登録され，一
定量のASTERデータを入手できるほか，デ
ータ取得要求（DAR）を出すことが可能と
なります．

ASTER AOへの参加を希望される方は，以
下のホームページにおいて提供される募集文
書をご参照の上，研究提案書を提出してくだ
さい．また，研究提案書はホームページ上に
てオンライン提出を行うことが出来ます．
ASTER AOホームページ

URL http ://astweb.ersdac.or.jp/ao/
なお，ASTER AOではASTERのミッショ

ン運用期間中（約6年間）随時，研究提案書
の受け付けおよび選定を行う予定です．
お問い合せ先：

〒104_0054 東京都中央区勝どき3丁目12
番1号　FOREFRONT  TOWER 14F
財団法人資源・環境観測解析センター
ASTER AO事務局
電話 03_3533_9380 Fax 03_3533_9383
E_mail : aodesk@ersdac.or.jp
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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．

金沢大学理学部地球学科教官の公

募について
金沢大学理学部地球学科では，このたび下

記のとおり教官を公募します．

採用職名・人員：助教授1名
専攻分野：地球環境科学
応募条件：博士の学位を有し，博士課程の指

導ができること．
採用予定日：平成10年度のできるだけ早い

時期．
提出書類：
イ）履歴書（写真添付）
ロ）研究業績目録（原著論文，総説，著書に

区分）
ハ）代表的論文別刷りまたはコピー10編程

度
ニ）これまでの研究概要と今後の教育・研究

計画および抱負（1600字以内）．
ホ）応募者の研究経過などについて意見を伺

える方（2～3名）の氏名と連絡先．
応募締切日：平成10年8月1日（当日消印有

効）
書類提出先：〒920_1192 金沢市角間町

金沢大学理学部地球学科　学科長　

田崎和江宛
（注）封筒には「応募書類在中」と朱書し，
書留にて郵送のこと．
公募に関する問い合わせ：

電話 076_264_5723 Fax 076_264_5746
（地球学教室事務）
電話 076_264_5736（田崎研究室）
E_mail kazuet＠kenroku.kanazawa-u.ac.jp

（田崎）
金沢大学地球学科

［地球計測物質学講座］
教授
河野芳輝（固体地球物理学：264_573l），
木原國昭（鉱物学：264_5720）
荒井章司（岩石学：264_5726）
助教授
古本宗充（地震学：264_5733），

公募



石渡　明（岩石学：264_5724），
奥野正幸（鉱物学：264_5728）
助手
長谷部徳子（地球年代学：264_5727），
平松良浩（地震学：264_5734）

［地球環境進化学講座］
教授
大村明雄（同位体地質学：264_572l），

田崎和江（地球環境物質学：264_5736）
加藤道雄（微古生物学：264_5815），
柏谷健二（水文地形学：264_5735）
助教授
神谷隆宏（進化古生物学：264_5729），
寅丸敦志（マグマ物理学：264_5730）
助手
長谷川卓（古環境学：264_5636），

田村芳彦（岩石学：264_5979）
地球学科事務室
村田明子，福田喜子，（264_5723）
E_mail : chikyuj＠kenroku.kanazawa-u.ac.jp
注：括弧内は専攻分野と電話番号（ダイヤ
ルイン）
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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．

IGCPニュース1998
1． 国際学術協力事業研究連絡委員会 IGCP
専門委員会・小委員会

平成9年度は第16期第8回を平成9年6月6
日，第9回を平成9年9月19日，また，第17
期第1回を平成10年2月20日と，計3回の委
員会を日本学術会議で開催した．審議決定実
施された主な事項について報告する．
1） 昨年神戸大学で開催したIGCP特別シン

ポジウム「最近地質時代の地球環境」の内，
第四紀関係の成果を「月刊地球（9月号）」
として公表した．

2） 科学研究費基盤研究C「アジア・太平洋
地域の形成と地球環境」（代表者：波田重
煕）の活動の一貫として，IGCP国内委員
会主催，国際学術協力事業研連共催で，
IGCP特別シンポジウム「アジア・太平洋
地域の形成と地球環境」を平成10年1月
24 日に神戸大学で開催した．第 1 部は
IGCP_384による「インパクトからみた地
球環境」，第2部はIGCP_379による「カル
ストと環境変遷」で，参加者は50名であ
った．

なお，同予稿集（A4判，56頁）を印刷
した．

3） 日本国内委員会の活動報告書として
“Japan Contribution to the IGCP, 1997
Report”（A4判，7頁）と「日本IGCP活動
報告1997（A4判，36頁）」を2月に，また，
上記特別シンポジウムにおける第1部の成
果を“Japan Contribution to IGCP, 1998”

「インパクトと地球外球粒（A4判，60頁）」
として3月に出版し，関係方面に配布した．

4） 新しいIGCPプロジェクトとして，日本
国内委員会としてサポートし日本から提案
し た “Geodynamics of Gondwanaland-
derived Terranes in E and S Asia”（神戸大
波田重煕氏；IGCP_321の後継プロジェク
ト），“Landslide Hazard Assessment and
Cultural Heritage”（京大防災研　佐々恭二
氏），および，“Cenozoic events and paleo-
environments in the Pacific”（筑波大　小
笠原憲四郎氏）の内，前2者が今回採択さ
れ，活動を開始した．

2． IGCP本部
第26回IGCP科学理事会は本年2月2日か

ら5日までパリのユネスコ本部で開催され，
各プロジェクトの活動の評価，各国内委員会
報告の検討，新しいIGCPプロジェクトの採
択等が行なわれた．日本からは坂野昇平氏が
参加している．
3． IGCP国内委員会

委員長　土　隆一（355）
幹　事　波田重煕（411，ユネスコ国内委）
委　員　伊藤正裕（348） 岡田博有（350）

西村　進（355） 江崎洋一（359）
太田陽子（367） 吉田　勝（368）
有馬　眞（368） 吉村和久（379）
佃　栄吉（383） 三浦保範（384）
斎藤文紀（396） 後藤仁敏（406）
本吉洋一（極地研）
奥村公男（地調）

4． 現在日本がLeadershipをとっているプロ
ジェクト

No. 350 Cretaceous Environmental Change in
E and S Asia (1993_1998)
Leader : 岡田博有

No. 368 Proterozoic Events in East Gondwana
(1995_1999)
Leader : 吉田　勝

No. 411 Geodynamics of Godwanaland-
derived Terranes in E and S Asia (1998_

2002)
Leader : 波田重煕（予定）

No. 425 Landslide Hazard Assessment and
Cultural Heritage (1998_2002)
Leader : 佐々恭二（予定）
5． 日本にWorking Groupが組織されている

プロジェクト

No. 348 : The Mozanbique and Related Belts
(1993_1997)
Representative : 伊藤正裕

No. 350 : 上掲
No. 355 : Neogene Evolution of Pacific Ocean

Gateways (1993_1995)
Representative : 西村　進

No. 359 : Correlation of Tethyan, Circum-
Pacific and Marginal Gondwana Permo-
Triassic (1993_1997)
Representative : 江崎洋一

No. 367 : Late Quaternary Coastal Records of
Rapid Change (1994_1998)
Representative : 太田陽子

No. 368 : 上掲
No. 379 : Karst Process and Carbon Cycle

(1995_1999)
Representative : 吉村和久

No. 383 : Palaeostress, Neotectonics, Geody-
namics and Natural Hazards in West
Pacific/Asia（1996_2000）
Representative : 佃　栄吉

No. 384 : Impact and Extraterrestrial
Spherules (1996_2000)
Representative : 三浦保範

No. 396 : Continental Shelves in the
Quaternary (1996_2000)
Representative : 斎藤文紀

No. 406 : Circum-Arctic Palaeozoic Ver-
tebrates（1996_2000）
Representative : 後藤仁敏
No. 411 : 上掲
No. 425 : 上掲
6． 1997年（平成9年）度の日本の活動
No. 321 :「ゴンドワナ大陸の分裂とアジア大

陸の形成」
1年延長したプロジェクトは1996に終了
し，現在，最終印刷物をBalkema社から
出版する作業を続けている．活動は，後継
プロジェクトに移る．

No. 348 :「モザンピーク帯および関連変動帯」
昨年8月マダガスカルにおいて368と合同
の国際会議を開催され（日本から 3 名参
加），プロジェクトは終了した．成果は，
368と合同でGondwana Researchの特別号
“Madagascar within Gondwanaland”として
1999に出版される．

No. 350 :「東・南アジアの白亜紀環境変化」
こ れ ま で の 成 果 を 日 本 地 質 学 会 か ら
Memoir No. 48 “Cretaceous Environmental
Change in East and South Asia (Okada et
al., eds.)”として出版した．昨年12月Delhi-
Jabalpur-Ahmedabad野外研究集会（日本
から7名が参加）を開催してプロジェクト
は終了したが，1年間の計画延長が承認さ
れたので今年度まで活動を続ける．後継プ
ロジェクトは，平野弘道氏（早大）を中心
に立案中．

No. 355 :「太平洋への通路の新第三紀におけ
る変遷」
プロジェクトは1995に終了したが，昨年
10月韓国で集会と巡検を実施した．また，
成果をTctonophysics, Vol. 281, No. 1_2

（1997）に公表，および，Jour. of Asian
Earthの特集号を準備中．

No. 359 :「テーチス，環太平洋およびゴンド
ワナ周縁地域におけるペルム_トリアス系

委員会報告



の対比」
昨年8月タイで開催されたGEOTHAI ’97の
際，383や411と合同で国際シンポジウム
を開催して終了した．後継プロジェクトに
ついては不詳．

No. 367 :「第四紀後期における海岸域の急速
な変化」
昨年開催されたIGCP特別シンポジウムに
おける成果を「月刊地球（9月号）」とし
て出版した．また，10月には第四紀研連
および第四紀学会主催の「アジアと西太平
洋における第四紀の環境変動に関する国際
シンポジウム」後援し，プロジェクト関連
のセッションを開催した．

No. 368 :「東ゴンドワナにおける原生代地質
事件」
昨年8月マダガスカルにおいて348と合同
の国際会議を開催し，日本から3名が参加
した．また，10月に学術雑誌Gondwana
Researchを発刊した．ゴンドワナ関連の
プロジェクトの研究成果が積極的に投稿さ
れることが期待されている．

No. 379 :「カルスト過程と炭素循環」
昨年8月スイスで開催された国際洞窟学会
の際，プロジェクトのビジネスミーティン
グが開催され，日本から2名が参加した．
また，10月の日本地質学会第104年学術大
会では，「生物誘導型鉱化作用と炭酸塩堆
積物」を主催し，「平尾台のカルストと水
文地質」巡検に協力した．本年1月に開催
されたIGCP特別シンポジウムでは「カル
ストと環境変遷」のセッションを主催し
た．

No. 383 :「西太平洋・アジア地域の古応力，
ジオダイナミクス，ネオテクトニクス及び
自然災害」
昨年2月に大阪でワークショップを開催し
た．第 1 回（IGC 北京）および第 2 回

（GEOTHAI ’97)の会議で発表された各国の
報告をJour. of Asian Earth Sci.の特別号と
して取りまとめる準備が進められている．

No. 384 :「インパクトと地球外球粒」
昨年6月東京で開催された国際集会TISS

（地球への衝突と球粒のシンポ）に協力し
た．7月にはエストニアで384の総会が開
催された．本年1月に開催されたIGCP特
別シンポジウムでは「インパクトからみた
地球環境」のセッションを主催した．

No. 396 :「第四紀の大陸棚」
昨年7月イギリスで第2回の国際集会が開
催され，日本から1名が参加した．また，
10月には第四紀研連および第四紀学会主
催の「アジアと西太平洋における第四紀の
環境変動に関する国際シンポジウム」後援
した．その成果は，Jour. of Asian Earth
Sci.の特別号として出版される予定．

No. 406 :「北極圏を取り巻く地域の古生代脊
椎動物」
昨年 7 月シンポジウム “Circum-Arc t i c
Palaeozoic Vertebrates”がドイツで開催さ
れた．

7． 新しいプロジェクト
平成10年2月2日～5日，パリのユネスコ

本部で開かれたIGCP科学理事会において，
13の提案のうち，以下の10が本年から新し
く発足するプロジェクトとして採択された．
IGCP_408 : Rocks and Minerals at Great

Depth and on the Surface  (1998-2002)
Proposers : F. P. Mitrofanov, Geological
Institute KSC RAS, 14 Fersman Str.-APATI-
TY ; Murmansk Region ; 184200 Russia ; [e-
mail : felix@kscgilmurmansk.su], and oth-
ers.

IGCP_411 : Geodynamics of Gondwanaland-
derived Terranes in E & S. Asia (1998_

2002)
Proposer : S. Hada, Research Institute for
Higher Education, Kobe University -Nada-
ku ; Kobe 657_0084 ; Japan [e-mail : hada@
kobe-u.ac. jp]

IGCP_419 : Foreland Basins of the Neo-
proterozoic Belts in Central-to-Southern
Africa and South America (1998_2002)
Proposers : M. Wendorff, Department of
Geology, University of Botswana ; Private
Bag 0022 -Gaborone ; Botswana [e-mail :
wendorff@noka.ub.ubw], and others.

IGCP_425 : Landslide Hazard Assessment and
Cultural Heritage (1998_2002)
Proposer : S. Sassa, Disaster Prevention
Research Institute, Kyoto University ; Uji ;
Kyoto 611 ; Japan [e-mail : sassa@scl.kyoto-
u.ac.jp].

IGCP_426 : Granite Systems and Proterozoic
Lithospheric Processes (1998_2002)
Proposers : W. Randall Van Schmus,
Department of Geology, 120 Lindley Hall,
University of Kansas; Lawrence - KS 66045 ;
2124 U.S.A. [e-mail : rvschmus@kuhub.cc.
ukans. edu], and others.

IGCP_427 : Ore-Forming Processes in
Dynamic Magmatic Systems (1998_2002)
Proposer : C. M. Lesher, Mineral
Exploration Research Centre, Laurentian
University ; Sudbury -Ontario P3E 2C6
Canada  [e-mail : lesher@nickel.laurentian.
ca], and others.

IGCP_428 : Past Climate Change Inferred
from the Analysis of the Underground
Temperature Field (1998_2002)
Proposers : Vladimir Cermak, Geophysical
Institute, Czech Academy of Sciences ;
141_31 Praha 4 ; Czech [e-mail : cermak@
ig.cas.cz], and others.

IGCP_429 : Organics in Major Environmental
Issues (1998_2002)
Proposer : Jan Pasava, Czech Geological
Survey, Klarov 131, 11821 Praha 1 [e-mail :
pasava@isem.cgu.cz]

IGCP_431 : African Pollen Database (1998_

2002)
Proposers : A.M. Lezine, URA 1761 -CNRS ;

“Paleontologie et Stratigraphie” ; UPMC
Jussieu; B.P. 106 ; 75252 Paris Cedex 5 [e-
mail : lezine@ccr.jussieu.fr], and others.

IGCP_432 : Contourites, Bottom Currents and
Palaeocircuration (1998_2002)
Proposers : D. A. V. Stow, Department of
Geology, University of Southampton ;
Southampton Oceanography Centre ;
Southampton SO14 3ZH ; United Kingdom,
and others.
以上の結果，現行のプロジェクトは，

O.E. T.の8とNon-funded projectの1を含め
て計49となる．新しいプロジェクトに参加
しておられる方，および，参加を希望される
方はご連絡下さい．
8． 御質問等がありましたら下記にお寄せ下

さい．
委員長　土　隆一

〒422_8035 静岡市宮竹1_9_24
土研究事務所
電話 054_238_3240 Fax 054_238_3241
e_mail : vyz01502@niftyserve.or.jp

幹　事　波田重煕　
〒657_8501 神戸市灘区鶴甲1_2_1
神戸大学大学教育研究センター
電話 078_803_0834 Fax 078_803_1490
e_mail : hada@kobe-u.ac.jp

（文責 土　隆一・波田重煕）

第 17期第 2回地球化学･宇宙化学
研究連絡委員会議事録（案）
日　時：1998年4月10日（金）13 : 30～16 : 30
場　所：日本学術会議第4部会議室（6階）
出席者：野津憲治（委員長，地球化学），青

木謙一郎（会員），秋元　肇（化学），田中
剛（地球化学），中村栄三（岩鉱），半田暢
彦（地球化学），松田准一（地球化学），山
中健生（生化学）
1． 報告事項
q1w 学術会議関係（青木委員より）

第17期日本学術会議連合部会･第四部会が
2月12日（木）に開催された．
A．連合部会

○運営審議会附置委員会委員長から会員推
薦手続きに係わる諸問題に関連し，125の
領域別研連のそれぞれの学術研究領域の内
容，範囲について100～150字に取りまと
めるよう依頼があった．地質科学総合研連
では q2wに記したように対応済みである．
○第17期研究連絡委員会及び専門部会の
活動方針に関するアンケートをとった．
本研連は対応済みである．

B．第四部会　
○行革後も学術会議は存続するが，その在
り方については総務省の総合科学技術会議
で検討されることになった．
○平成10年度国際会議代表派遣は松田准
一委員を第61回隕石学会に派遣すること
とした．
○第四部および研連附置小委員会の提案が
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あり，第四部では科学教育の振興と人材の
育成に関する小委員会が新規に，地質科学
総合および地質研連では，応用地質，水文
地質，地質年代，堆積学小委員会（いずれ
も継続）がそれぞれ組織されることとなっ
た．
○各研連の社会的貢献の内容をA4一枚に
取りまとめて紹介することとなった．今回
は核科学総合研連，植物科学研連，地質研
連がレポートを提出した．本研連も準備し
たい．

q2w 地質科学総合研究連絡委員会（野津委員
より）
○構成は鎮西清高委員長（会員･地質総合），
木村　学（地質），池谷仙之（古生物），斎
藤常正（会員･地質），青木謙一郎（会員･
鉱物），末野重穂（鉱物），野津憲治（地化），
太田陽子（第四紀）および長瀬和雄（応用
地質小委）と吉岡龍馬（水文地質小委）が
交互，で平成9年12月22日と10年3月2日
に会議を開いた．
○地質科学総合研連の研究領域の明確化に
ついて，次の案が出された．

地質科学全般．1．地球表層の構成物質
および表層の諸過程，その歴史に関する研
究領域（地質学，地形学，古生物学，岩石
学，鉱物学，鉱床学，地球化学，水文学な
ど），2．特定の時代を総合的に研究する領
域あるいは地球外物質・宇宙空間に関する
研究領域（第四紀学，宇宙化学など），3．
これらの応用に関する研究領域
○研連の見直し問題についてはこれまでの
経過の説明につづいて議論を重ねたが，当
面の推移を眺めることとした．
○地質科学関連学協会協議会について，再
度その組織作りが提案されたが，その性格
付けが先決との意見もあり，継続審議とな
った．

q3w 理学総合連絡会議（理総連）（野津委員
より）

理学に関する諸研連の横の組織として
｢理総連｣が設立され､最初の会議が平成10
年3月24日に開かれた．諸報告に続き，研
連間にまたがる問題の討議が行われたが，
会議の目的等が必ずしも明確でなく，研連
統合についての地ならし的な要素が感じら
れた．

q4w 雑報告
○国際対応の手引き1997年度版にIAGCと
の連携に関する記事を提出した．
○平成10年2月16～17日にIGBPシンポ
ジウム｢21世紀へ向けての地球環境研究の
ありかた｣が開かれた．
○理総連からの第17期研連活動計画アン
ケートに答えた．
○地球化学会との対応は日下部実委員が取
ることとなった．

2． 審議事項
q1w 第16期からの申し送り事項への対応に

ついて．
○本研連委員のうち，地球物理研連からの
推薦はその推薦方法から常に発令が遅れ，
研連発足時に全委員がそろわないことが問
題となっている．18期以降も同様な研連
推薦を続けるかについては，委員定数との
絡みで様子を見ることとした．
○科研費審査委員の選考方法について，現
在の方法は極めて繁雑であり，より簡単に
できないかとの意見があったが，今期に1
サイクル選考してから改善の余地があるか
どうか考えることとした．
○対外報告に盛られた地球化学の将来計画
の実現については，今期の活動の中で順次
対応することとした．

q2w 他研連からの要望事項
○物理学研連から，平成10年度の大学関
連研究施設経費・特別事業費の削減予算に
対して，基礎研究の振興を望む要望書を出
すが，本研連もそれに賛同することにした．
○天文学国際共同観測専門委員会から依頼
のあった，国際共同観測に関する諸問題の
分析とその改善に向けての要望書の取りま
とめ作業については，具体的に問題点を持
つ委員が個別に対応することとした．
○SCOSTEP専門委員会からの21世紀型共
同利用研のあり方については､要望書の趣
旨の明確化を待つことにした．

q3w 今期の活動計画について意見を交換し
た．下記のような意見が述べられ，それを
参考にして幹事が計画案を取りまとめるこ
とになった．
・化学教室/化学分野の再編成のなかで地

球化学の重要性は増しているはずだが，
その分野に地球化学の魅力をどのように
アピールするか．

・地球システムサイエンスとして化学系に
食い込み，そのサイエンスの魅力を学生
に伝えることが大切．

・工学系の環境研究はブラックボックスを
そのままにしがちである．理学系は原理
の追及に目的を置いている．

・国立研究所と教育機関の連携が大切．国
研の人にオブザーバーとしてでも本研連
委員会への参加を求めたい．

・設立準備中の地球環境科学研究所で十分
な地球化学の研究がなされるよう働きか
けを続けたい．

q4w その他
次回，第17期第3回の委員会は1998年7月

14日（火）13時30分から学術会議で開催予
定．

（田中　剛）
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☆地質学論集

地質学論集第50号が7月上旬に刊行予定ですので，ご案内いたします．価格は2,500円．
なお，構造地質研究会会員には，会誌として，無料配布されます．

地質学論集 第50号 1998年7月

―構造地質　特別号―　21世紀の構造地質学にむけて
本論集は，日本地質学会構造地質専門部会の発足をふまえ，日本における構造地質学の進展を目標に掲げる唯一の組織である構造地質研究会の

発足から30周年を記念して開催された「構造地質研究会1996年冬の例会」でのシンポジウム「構造地質の各研究分野における最近の研究の進展
過程および今後の問題点のレビュー」（構造地質研究会・日本地質学会共催）を基礎として編集されており，構造地質研究会の機関誌「構造地質
特別号」としても位置づけられている．

構造地質専門部会の活動を始めるにあたり，構造地質学の各分野における現状をレビューしつつ問題点を整理し，21世紀に向けた今後の課題を
検討し模索していく作業が行われてきた．本論集では，その作業の一貫として，すでに構造地質研究会で活動をスタートしていた各研究グループ
ごとに論文を編集した．それらは「基礎構造地質」，「日本列島のテクトニクス」，「地殻探査および堆積盆テクトニクス」，「地震地質・ネオテクト
ニクス」，「地球および惑星テクトニクス」，「応用構造地質」の6グループである．

計20編の論文のほとんどはレビュー論文であり，幅広い構造地質学の各分野における最近の動向と今後の課題を理解する上で役立てていただ
ければ幸いである．とくに若い研究者にとっては，構造地質学―テクトニクス分野の今後の研究に向けてのよい指針となるであろう．
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破砕―塑性遷移領域の断層岩類……高木秀雄　59_72
アナログ・モデル実験にみる沈み込み帯の構造：延性的なマントル・ウェッジの流動から脆性的な上部地殻の変形まで……安間　了　73_88

日本列島のテクトニクス
日本列島の起源と付加型造山帯の成長　―リフト帯での誕生から都城型造山運動へ―……磯u行雄　89_106
付加体の構造地質学　―四万十帯を中心とした研究の現状と課題―……狩野謙一　107_130
付加体のout_of_sequence thrust……木村克己　131_146
四万十帯のデュープレックスと低角ナップ構造……村田明広　147_158
古生代～中生代の“アジア大陸”と“日本列島”……大藤　茂・佐々木みぎわ　159_176

地殻探査および堆積盆テクトニクス
反射法地震探査の発展と構造地質学の新たな展望……伊藤谷生・佐藤比呂志・井川　猛　177_192
反射法地震探査と衝突型造山帯テクトニクス……在田一則　193_204

地震地質・ネオテクトニクス
地震予知研究における構造地質学の役割……嶋本利彦　205_212

地球および惑星テクトニクス
月の起源・進化・テクトニクス……山路　敦・佐々木晶・山口　靖・小野高幸・春山純一・岡田達明　213_226
火星のテクトニクス……小松吾郎　227_234

応用構造地質

地質構造を捉える多様な視点と相互インターフェイスの必要性　―応用地質学が期待する21世紀の構造地質学―……横田修一郎　235_240
岩盤クリープと崩壊―構造地質学から災害地質学へ―……千木良雅弘　241_250
水みちとしての断層と節理―構造地質学から応用構造地質学へ……小坂和夫　251_263
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☆地質学論集　新刊案内
地質学論集第49号，51号が発行されましたので，ご案内いたします．ご希望の方は代金を添えて本会事務局までお申し込みください．2冊

分送料は450円です．（現金または郵便振替00140_8_28067）

地質学論集　第49号

21世紀を担う地質学　Geology in the 21st Century
(新妻信明・天野一男・田切美智雄編，1998年3月27日発行，232ページ，会員頒価2,500円，送料340円）

目　　次
前文……秋山雅彦・小松正幸・坂　幸恭・新妻信明
地域地質再考―実社会と結びついた地質学研究・教育をめざして―……天野一男
日本列島の層序研究の現状と将来……新妻信明
火砕岩鍵層と変動帯の地質および基盤運動……三梨　昂
海洋掘削によるプレートテクトニクスの証明……斎藤常正
付加体地質学の誕生と発展……平　朝彦
地層からの空間-時間復元をめざして堆積地質学の発展と未来……保柳康一
21世紀に向けての構造地質学……伊藤谷生ほか
活断層調査の現状と課題……杉山雄一
21世紀にむけての岩石学の展望― I．高圧変成帯を中心として―……鳥海光弘ほか
21世紀にむけての岩石学の展望― II．高温変成帯を中心として―……小畑正明ほか
地質学に貢献する放射年代学―日本の現状と展望―……板谷徹丸
加速器質量分析（AMS）による宇宙線生成放射性同位体の測定と若い地質年代測定への応用……中村俊夫
バクテリア活動と地球環境……田崎和江
情報地質の歩みと将来……西脇二一
宏観異常による地震危険予知―情報地質学の歩みと展望にてらして―……弘原海　清
21世紀の日本の地質学……丸山茂徳
顕生代の地球環境変動―気候，生物イベント，物質輸送，そしてスーパープルーム……川幡穂高
脱皮する陸上学術ボーリング計画と21世紀の地質学……新妻信明
21世紀の深海掘削計画……小泉　格

本論集は，1997年4月に開催された104年総会の際の同名のシンポジウムにおいて新設された各専門部会が行った講演，現在のトピックス，
現代の地質学において一時代を画した業績をあげられた会員による当時の状況についての論文を収録したものである．

本論集の内容は地質学全般にわたっており，執筆者が各分野を代表する地質学研究者であることから，学部・大学院学生用の地質学の教科
書として利用することが可能である．また，新たな地質学教科書の執筆しようとする場合には必読の書となろう．

本論集が扱っている20世紀後半の地質学においては，地球科学の大革命であるプレートテクトニクスの成立が含まれており，将来，地質
学史を編纂するための重要な文献となるであろう．プレートテクトニクスの萌芽は，日本の地質学の中で着実に成長し，開花した経過も収録
されており，正規の論文には書かれなかった興味深い実話も紹介されている．日本の地質学は，その後更に発展し，付加体の認定，そしてプ
ルームテクトニクスの成立と世界の先端に躍り出る状況も紹介されている．

本論集では，地質学の各分野が21世紀に向けて発展する方向を明示しているので，これまでの研究を地質学発展の流れの中に位置づける
ことができるとともに，これから研究を始めようとする若い研究者に対しては，地質学研究の方向を探る指針となるであろう．
地質学会の予算状況から，会員の要望に沿う充分な部数を印刷することができなかった．要望によって再版することも考えている．

地質学論集　第51号

地震と地盤災害―1995年兵庫県南部地震の教訓―
（岡田博有・籾倉克幹・大槻憲四郎・竹村恵二・竹村厚司・西　弘嗣編，1998年3月24日発行，162ページ，＋口絵4ページ，会員頒価3,000
円，送料340円）

目　　次
はじめに……岡田博有・籾倉克幹・大槻憲四郎・竹村恵二・竹村厚司・西　弘嗣
1995年兵庫県南部地震調査の種類と概要……竹村恵二
第1部　地震と地盤災害の対応関係をさぐる
地震学的に見た兵庫県南部地震の特徴……堀川晴央
兵庫県南部地震による地震動と基盤構造―甲陽断層周辺について―……赤松純平・慈道　充・駒澤正夫・西村敬一・斉藤秀雄・中村　佳・尾

上謙介・志知龍一
測地測量に基づく1995年兵庫県南部地震の地震像……橋本　学
1995年兵庫県南部地震における建築物の被害判定とその分布調査……石川浩司・溝口昭二・大鹿明文
1995年兵庫県南部地震における木造家屋の倒壊方向……松田高明・竹村厚司
墓石・灯篭の転倒方向からみた1995年兵庫県南部地震の水平地震動の方位と地表変状の方向規制……横山俊治・菊山浩喜
1995年兵庫県南部地震による神戸市街地の地盤変状......宮田隆夫・前田保夫
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瓦屋根の破損からみた神戸市長田区～北区における1995年兵庫県南部地震による被害分布……先山　徹・小林文夫
地震動を規制する大阪盆地の深部地下構造特性……中川康一・井上直人
1995年兵庫県南部地震被害の地形環境解析……高橋　学
第2部　地震防災と地質学
活断層と地震防災……山崎晴雄
活断層等の地質情報と行政について……佐々木良作
地震防災と教育・学校―1995年兵庫県南部地震が学校と教育に突きつけた課題―……觜本　格
防災教育と博物館……小林文夫
おわりに……大槻憲四郎

阪神・淡路大震災と呼ばれる大災害を引き起こした兵庫県南部地震から早くも3年余りが経過した．
地震直後からの多数の研究者による調査報告やマスコミの報道は一段落した感があり，被災地とそれ以外の土地の温度差が大きくひろがっ

ている．このようなときに地質学会論集として，1996年に仙台で開催された標題の地質学会シンポジウムのまとめが出版された意義は大きい．
このシンポジウムは震災1年後の開催であったため，その時点では多くの疑問が残されていた．しかし，その後の解析情報も含めてまとめら
れた本論集には今後の地震災害にわれわれはいかに対処すべきかという多くの教訓が示されている．
本論集は2部構成になっている．

第1部の前半は兵庫県南部地震の地震，強震動，地殻変動のまとめとして，他学会の3分野の研究者から寄稿いただき，この地震の地球物
理学的側面からの貴重なまとめがなされた．この3論文は地震と災害を考える際の地質学会の会員への重要な情報となるに違いない．

第1部後半の地表変状に関する論文は，阪神・淡路大震災の地元に生活し，地道に地表変状を観察・記載を続けた地質学者の報告である．
あの地震は何だったのかを解きあかしたい地元の研究者の意気込みが感じられる．その中で地表変状調査や家屋倒壊調査における調査法の均
質性，緊急性の重要さが指摘され，地質学者がもっとも得意とするはずである地表変状記載の具体的な方法についても紹介されており，今後
の災害調査に重要な情報が集められた．

第2部では，地震災害の社会との関連を行政，教育，社会教育の面から現地での体験にもとづいてするどい指摘がなされ，地質学者への期
待と要望が強く述べれらている．その期待に応えるための対応が望まれるが，社会的要求に応えることができる地質学のあり方が今，まさに
問われている．21世紀の地質学が存在するとすれば，この第2部でのべられた期待と要望にいかに地質学会が応えていけるかにかかってい
る．

以上のように，本論集はわれわれが地震と災害に関して考えるときの重要な指針になるに違いない．さらに，他分野と地質学との接点とし
て重要な土木，地盤，土質などの分野への地質学の貢献を紹介できる内容を含んでいることも強調したい．

地質学論集の割引については以下のとおりです，大いにご利用下さい．
No. 39以前の論集：院生・学生は4割引，正会員は2割引

No. 40以降　　　：院生・学生のみ2割引

論集の割引は，とくに経済的な困難をかかえながらも，日夜研究をつづけている院生・学生諸氏への優遇
を重点におきました．なお，院生・学正会員諸氏への優遇措置は，各号につき一人一冊と限らせていただき
ます．申込みの際，「院生」あるいは「学生」会員であることを明記下さい．

1995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．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，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」

好評発売中！

地質学論集の割引について
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委 員 会 だ よ り

【太古の地球への招待（その1～3）】
7月25日（土），26日（日）［9 : 30～16 : 50］

その1，その2は，最大24人までの定員制で，午前と午後に1
時間ずつです．その3は一日中です．これからの地球規模での視
野を有する人を育てるために，研究者，大学の教官と学生，小中
学校教諭，科学研究サークル会員たちが協力して，この「地球の
不思議」体験学習コースを実施します．実験や解説を通じて「地
球と生命の進化の歴史や素晴らしさ」を学びます．また，「資源
や環境問題についても，親子で一緒に学びながら考えてもらいた
い」との願いも込められています．

その1． 鉄とマンガンのひみつ［ワークショップ］
＜担当者＞　三田直樹・金井　豊（地質調査所），鈴木邦夫（坂
戸市立住吉中），岡崎智鶴子・大石由樹子（十勝自然史研究会），
鈴木俊基・尾山洋一（東海大学）
＜要旨＞　35億年前には酸素ガスが発生し，近代文明を支える
巨大な鉱山が誕生しましたが，微生物の働きのようです．天然の
タイムマシン（?）と化学実験から考えてみます．

その2． 石灰岩のひみつ［ワークショップ］
＜担当者＞　阿部国広・佐野逑夫（川崎市立西有馬小），小口正
行（川崎市立稲田小），西山久美子（川崎市立南河原小），山本真
弓（国際基督教大学高等学校），平井陽子（幸手市立西中），竹内
靖（東京大学）
＜要旨＞　太古の地球は炭酸ガスで満ちていました．それが生物
の働きで石灰岩に閉じ込められています．

その3． 化石のレプリカをつくりましょう［ブース］
＜担当者＞　神戸信和（日本大学），三浦恵美（恐竜倶楽部）
＜要旨＞　レプリカ作りを通じて，太古の地球の地層から発見さ
れる化石のひみつを探りましょう．

（地質調査所　三田直樹）

「’98青少年のための科学の祭典全国大会」
趣旨：一人でも多くの青少年に自然科学の面白さを体験してもらう
ことが，科学の祭典の目的です．先生や生徒が日夜工夫をこらした
科学実験や科学工作を一堂に集めて，子どもたちが自ら触れて，作
って，動かして，納得いくまで楽しむことのできる場と機会を提供
します．
参加者の対象：特に制限はありません
問い合わせ先：〒102_0091

東京都千代田区北の丸公園2_1日本科学技術振興財団・科学技術
館科学の祭典　事務局　電話 03_3212_8447 Fax 03_3212_8449
http : //www.jsf.or.jp/shinko/index.html（制作中）
E_mail : shinko@jsf.or.jp

交通（地下鉄）：
東西線「竹橋」駅下車　1B出口より徒歩7分
半蔵門線，東西線，都営新宿線「九段下」駅下車2出口より徒歩
7分

入場無料（ただし科学技術館常設展示は有料）

☆地質学普及教育実行委員会

1998年7月25日～29日，科学技術館（東京．北の丸公園）で，「’98青少年のための科学の祭典全国大
会（入場無料）」が開催されます．この祭典の後援組織のひとつである日本地質学会では，地質学普及教
育実行委員会の協力により，以下の3件を企画しています．
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☆環境地質研究委員会

第8回環境地質学シンポジウムの開催と
講演論文募集のお知らせ

環境地質研究委員会では，日本情報地質学会と日本鉱物学会との
共催で下記のシンポジウムを開催します．

このシンポジウムは，環境地質に携わる方々から広く調査研究発
表を募り，投稿された論文について，それらの内容から数セッショ
ンに区分したプログラムを組みます．そして，講演にはできる限り
時間を配分するようにし，各セッション終了ごとに討議を実施しま
す．なお，今回は8回目にあたり，「4年に1回は東京以外で開催」
という規定に従い，大阪市立大学で行います．

本シンポジウムは独自会計で実施しており，地質学会会員・非会
員を問わず，関係者の積極的参加を期待します．

記
期　日：1998年11月28日（土）29日（日）
会　場：大阪市立大学法学部棟

（大阪市住吉区，JR阪和線“杉本町駅”下車徒歩5分）
講演論文内容：地球環境・湖沼の成因と環境・海洋環境・海水準変

動および潮位変動・地層の液状化と流動化・地盤沈下・地質汚染
（地下水汚染，地層汚染，地下空気汚染，底質汚染）・廃棄物（廃
棄物堆積構造，廃棄物層基底問題，廃棄物層からなる地盤の有効
利用とそのメンテナンスなど）・水文地質環境・現世堆積物（人
工地層など）・地震地質および地殻変動（活断層，異常震域な
ど）・震（振）動地質（各種地層における波の伝播特性など）・都
市地質・防災地質・斜面崩壊・火山災害・災害予測・地質環境計
測とその測定手法（地盤沈下観測，地下水位観測，地下水質測定，
測地，地震動観測など）・地質環境損害と保険・法地質学・地下
水盆管理・環境影響評価と環境資源管理・地下地質環境の大規模
利用とそのメンテナンス（大規模地下開発，環境鉱山など）・広
域土地利用とそのメンテナンス（大規模宅地造成，ゴルフ場開発
など）・地質環境へのリモートセンシングの応用・地質環境に対
するシミュレーション・環境教育・環境倫理など．

講演申込み要領：
1） 申込み方法：講演は同一発表者2題まで受け付けます．下記

様式にて，1998年9月10日までに，Fax．あるいは葉書にて申
し込んでください．発表講演数1題の場合は下表1欄に，2題
の場合は1，2欄それぞれに記入してください．（講演申込様式）

第8回環境地質学シンポジウム発表申込書

｠｠｠｠｠
2） 申込書受領後，講演論文原稿用紙および執筆要領を送付しま

す．
3） 講演論文は，環境地質研究委員会所定の原稿用紙に4枚また

は6枚（5枚は不可）でまとめ，1998年10月10日までに提出し
てください．

4） 論文は，邦文または英文で書いてください．なお，邦文論文
については，英文要旨1枚をつけるとともに，図・表のキャプ

ションは英文で書いてください．
5） 講演論文集は，原稿をそのままB5判にオフセット印刷しま

す．
6） なお，論文講演者には，別刷り50部を進呈します．

講演申込み先：
日本地質学会環境地質研究委員会
〒101_0044 東京都千代田区鍛冶町1_10_4
電話 03_3252_7242 Fax 03_5256_5676

会　費（予定）：
1） 講演および参加

1 題講演の場合　4,500円
2 題講演の場合　5,000円

（これらには，論文集代・別刷り代を含みます）
2） 参加のみ参加費（論文集代含む）｠4,000円

国際シンポジウム「環境保全と鉱物資源
の活用」の開催のお知らせ
期　日：1998年10月25日（日）_30日（金）

＜第1部＞
①　10月25日（日） ウエルカムミーテイング　
②　10月26日（月）_27日（火）
「環境保全と鉱物資源の活用―汚染残土石・汚染地質・汚濁水等

の処理への石灰・ゼオライト・粘土類の利用―」
主　催：日本学術振興会鉱物新活用第111委員会
会　場：新宿ワシントンホテル（東京）
プログラム：
10月26日　

9 : 30～
開会挨拶　湊　秀雄
a． 天然ゼオライト；日本における天然ゼオライトの産状，特性

とその資源　
湊　秀雄

ヨーロッパにおける天然ゼオライトの産状，特性とその資源　
G.N. Kirov

米国における天然ゼオライト，特に湖に産出する場合の産状，
特性と資源 R.A. Sheppard
アルゼンチンにおける天然ゼオライトと粘土類の産状，特性と資
源 Eduard Domingo

14 : 00～
b． 粘土鉱物類，主として風化作用による成因の粘土“まさ土”

の生成作用とその資源 北川隆司
ヨ－ロッパにおける花崗岩質岩石の深層風化作用とカオリン鉱
床の形成 M. Kuzvart
ラテライト質土壌の生成機構，その特性と資源 Y. Tardy

c． 石灰質素材
日本における石灰資源の現況について （依頼中）

d． その他の関連素材
低結晶質珪酸資源とその特性 本多朔郎

18 : 30～　　レセプション
10月27日（火）

9 : 30～
環境汚染とその保全

a． 環境汚染の現状
無害自然地質素材による重金属を主とする地質汚染浄化処理，
含重金属有害地質処理対策について

その1 主として基礎的問題 湊　秀雄
その2 主として対象地域の現状 楡井　久

米国における重金属地質汚染地域の現状とその対策処理の現状
G.W. Page（交渉中）

題　名

1 発表者 （連名可）

内　容 （簡単に）…プログラム作成のとき，参考とする

題　名

2 発表者 （連名可）

内　容 （簡単に）…プログラム作成のとき，参考とする

原稿用紙送付先 〒｠｠｠

住　所

氏　名
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わが国における重金属による土壌汚染・地下水汚染等の地質汚
染の現況 藤倉まなみ
日本における含六価クロム有害地質の分布と六価クロム地質汚
染の現状 楡井　久・佐藤賢司
日本における含砒素有害地質の分布 三田村宗樹
日本における含砒素地下水の分布 島田允尭

13 : 50～
日本における残土石と地質汚染問題 鈴木喜計
東関東圏における残土石堆積場の分布 福間　進
汚染残土石の地質汚染調査 楠田　隆・楡井　久
物理探査による汚染残土石判定の可能性 香村一夫

b． 環境汚染の処理と対策　　
重金属による汚染地質の処理と問題点 桧山知代
米国における残土処理への石灰の利用 K.A. Gutschick
無害自然地質素材による最終処分場の漏ガス・漏水防止対策例

実施例　その1 湊　秀雄・和田信彦
実施例　その2 楡井　久

濁水・汚染水の処理への無害地質素材を使用する理論とその実
施例 森本辰雄

17 : 45～　　総合討論

＜第2部＞
③　10月28日（水）

「環境保全と鉱物資源の活用―無害地質素材による汚染残土石
などの環境浄化」
共催：日本地質学会環境地質研究委員会・日本学術振興会鉱物

新活用第111委員会
会場：（株）住友海上リスク総合研究所大ホール

地下鉄東西線・日比谷線「茅場町」下車 徒歩10分
JR京葉線・地下鉄日比谷線「八丁堀」下車 徒歩10分

プログラム：
9 : 30～18 : 00

―基調講演―
無害天然素材による重金属地質汚染浄化処理，含重金属有害地
質処理対策について 湊　秀雄

―地質環境中における有害重金属の分布―　　　
米国における重金属地質汚染地域の現状とその対策処理の現状

G.W. Page（交渉中）
わが国における重金属による土壌汚染・地下水汚染等の地質汚
染の現況 藤倉まなみ
日本における含砒素地下水の分布 島田允尭
日本における含六価クロム有害地質の分布と六価クロム地質汚
染の現状 佐藤賢司・楡井　久
日本における含砒素有害地質の分布 三田村宗樹

―残土石の調査とその諸問題―
日本における残土石と地質汚染問題 鈴木喜計
東関東圏における残土石堆積場の分布 福間　進
汚染残土石の地質汚染調査 楠田　隆・楡井　久
物理探査による汚染残土石判定の可能性 香村一夫
重金属による汚染地質の処理と問題点 桧山知代

―天然素材を用いた汚染の処理と対策―
米国における残土処理への石灰の利用 K.A. Gutschick
六価クロム汚染残土石現場での天然素材による浄化対策

和田信彦・湊　秀雄
濁水・汚染水の処理への無害地質素材を使用する理論とその実
施例 森本辰雄
無毒地質素材による最終処分場漏ガス・漏水防止対策例

楡井　久
18 : 15～　懇親会

＜第3部＞
④　10月29日（木）_30日（金）

現地見学会（1泊2日）
主　催：日本学術振興会鉱物新活用第111委員会
見学地：房総半島の廃棄物処分場および残土石処分場，阿武隈山

地の‘まさ土’鉱床，飯坂・板谷地区のゼオライト鉱床
等を予定

参加要領：

q1w 前述の＜第1部＞および＜第3部＞につきましては予約が必要
です．定員は約80名です

（A）コース　第1部＋第3部の合計参加費 50,000円（予定）
（B）コース　第1部のみの参加費 25,000円（予定）

（A）コース，（B）コースの区別，氏名，連絡先を明記の上，下記
あてに9月末日までに申し込んでください．（郵送，Faxともに可）

申込書受領後，詳細をご連絡します．
（申込先）

〒102_0083 千代田区麹町5_3_1 ヤマトビル
日本学術振興会第111委員会 「国際シンポジウム」係
電話 03_3263_1721 Fax 03_3263_1716

q2w 第2部につきましては，予約はいりません．当日，予稿集代と
して3,000円（予定）が必要です．（懇親会費は別途）
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第1回地球環境フォーラム“環境地質学からみた地球環境の諸問題”―地球環境研究100年の系譜―（30ページ，B5判，定価
1,000円，送料190円）
第2回地球環境フォーラム“地域から地球環境問題を考える”（46ページ，B5判，定価1,000円，送料270円）
第2回環境地質学シンポジウム講演論文集（336ページ，B5判，定価2,000円，送料380円）
第3回環境地質学シンポジウム講演論文集（432ページ，B5判，定価2,000円，送料380円）
第4回環境地質学シンポジウム講演論文集（392ページ，B5判，定価2,000円，送料380円）
第5回環境地質学シンポジウム論文集（446ページ，B5判，定価3,000円，送料380円）
第6回環境地質学シンポジウム論文集（422ページ，B5判，定価3,000円，送料380円）
第7回環境地質学シンポジウム論文集（432ページ，A5判，定価4,000円，送料380円）
佐藤傅蔵著“地文学”完全復刻版（185＋4ページ，B5判，定価1,000円，送料400円）
東京ガス田上の地質環境と地下開発―地下開発におけるガス問題をいかに克服するか―（70ページ，B5判，定価1,000円，送料
240円）
誰がだすべきか？「地質汚染調査・対策費」を　その1 有機塩素系化合物地質汚染を例として（129ページ，＋付録38，B5判，
定価1,000円，送料310円）
シンポジウム“地質汚染（その2）”（97ページ，B5判，定価1,000円，送料240円）
シンポジウム“地質汚染―水質汚濁防止法の改正を実効あるものに―”（59ページ，B5判，定価1,500円，送料240円）
シンポジウム“地質汚染―残土処理と地質環境”（91ページ，B5判，定価1,500円，送料240円）
シンポジウム“地質汚染―地球環境の持続的開発と廃棄物最終処分場の閉鎖条件について”（46ページ，B5判，定価1,500円，
送料200円）

環境地質研究委員会：書籍，論文集（郵便振替　00130_5_701805 日本地質学会環境地質研究委員会）

1998年5月26日から29日まで，国立オリンピック記念青少年総
合センターで，地球惑星合同学会が開催されました．それに向けて，
保育室実行委員会と女性地球科学者の未来を考える研究委員会が保
育室を要望してきました．その結果，今回はじめて，会場の一室が
保育室となり，延べ14名の利用がありました．特に，ポスターセ
ッションが夜8時まで開催されたため，発表者にとって，保育室は
なくてはならないもので，感謝の感想が寄せられています．必要経
費は受益者負担とし，たくさんのグループからカンパもいただき，
1時間1,000円の利用に抑えることができました．カンパは多くの
賛同者がいることを示して，一同大いに元気づけられました．来年
の合同学会の折にも，ぜひ保育室を設置して欲しいという意見が多

数寄せられています．
また，5月26日12時30分～1時30分に保育室懇談会を開きまし

た．女子学生，男性研究者を含む14名が参加し，今回の保育室設
置までの経過報告，実施状況，今後の方針について，話し合われま
した．そして，来年の合同学会に向けて世話人が選出され，連絡網
を充実させることを確認しました．

なお，日本地質学会第105年々会（松本大会）においても，信州
大学のご尽力をいただき，保育室を開設します．詳しくは，ニュー
ス誌5号4ページをご参照ください．

（文責　田崎和江）

☆女性地球科学者の未来を考える研究委員会

地球惑星科学関連学会1998年合同大会に初の保育室

保育室懇談会
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☆北海道支部

北海道支部地質見学会

「蝦夷層群の堆積相」
のお知らせ

白亜紀の蝦夷層群三笠層の地質見学会を8月下旬に下記のとおり
行います．ハンモック状斜交層理をはじめ，いろいろな堆積構造が
観察できます．また，アンモナイトの産出層準の観察も行います．
案内者はもちろん安藤寿男さん！多数の方の参加を期待いたしま
す．

と　き：8月29日（土）
ところ：北海道三笠市奔別川と桂沢周辺
見どころ：白亜紀の蝦夷層群三笠層の堆積相といろいろな化石の産

状観察
集　合：9時30分 三笠市立博物館前に集合
解　散：17時 三笠市立博物館前にて解散
案内者：茨城大学理学部　安藤寿男さん
参加費：1,500円　（資料代，博物館入館料込み）
持ち物：弁当（昼食）．通常の地質見学の用意．ただし，川の水量

によっては膝位まで水の中に入る可能性あり．
定　員：40名（先着順）
申し込み締切：8月7日
申し込み先：八幡正弘　　

060_0819 札幌市北区北19条西12丁目 北海道立地下資源調査所
電話 011_747_2211（ex.417）/Fax 011_737_9071/E-mail ; yaha-
ta@gsh.pref.hokkaido.jp
申し込みはハガキか，Faxまたはe_mailにてお願いいたします．

申し込まれた方には詳しいご案内をお送りいたします．
注　意：自家用車で移動しますが，林道に入るため，三笠市立博物

館からは車8台に分乗して行動します．
巡検案内書の購入：見学会に参加できない方のために，巡検案内書

を1部500円（送料別）にて予約販売いたします．ご希望の方は
八幡までお申し込み下さい．見学会後に送付いたします．

共　催：日本地質学会北海道支部
地学団体研究会北海道支部

（八幡正弘）

「札幌の地震を考える―地質学
と地震学からのアプローチ―」

講演会報告
去る1998年5月9日（土），北海道大学学術交流会館にて「札幌

の地震を考える―地質学と地震学からのアプローチ―」講演会が開
催された．この講演会は，日本地質学会北海道支部，地学団体研究
会北海道支部，日本応用地質学会北海道支部の共催で，最近の研究
成果をふまえて，地質学と地震学の分野からのアプローチで大都市
札幌とその周辺地域の地震活動について考えるという趣旨で企画さ

報　告

ご案内

れた．当日は，延べ135人という予想を上回る参加者で会場が埋め
尽くされた．

最初に，地団研北海道支部長の新井田清信氏（北大）から，講演
会開催に至る経過や趣旨について説明があり，「講演会として企画
したが，異なる分野の研究者・実務者が学び会う学習会に」という
開会挨拶があった．

まず，磯部一洋・羽坂俊一（地質調査所北海道支所）氏から，
「地盤液状化の痕跡と表層地質からみた発生範囲の予測」について
講演があった．最近，札幌付近で遺跡発掘などに伴って，液状化の
痕跡が多数発見されていること（1997年11月現在で21地点）がま
ず紹介され，特に，北大校内でのトレンチ，札幌市篠路（龍雲寺）
地点についての観察結果が詳細に報告された．また，1834年の石
狩地震との関連も示唆された．液状化の痕跡地点での表層地質タイ
プの分類をもとに，札幌市周辺における表層地質タイプの分布をま
とめた「表層地質類型図」が紹介され，仮に同じ規模の地震が札幌
直下で起こったとしても，表層地質タイプによって場所によって局
所的に震度が異なる可能性があり，この「表層地質類型図」をもと
に，十分な検討が必要であることが強調された．

次に，笠原　稔氏（北海道大学・理・付属地震火山研究観測セン
ター）から，「過去および最近の札幌およびその周辺の地震活動」
について講演があった．はじめに，札幌市およびその周辺の浅い地
震活動の活動度を明らかにするために，最近約100年間では札幌直
下で34個の有感地震が発生しているが，詳細な検討から，「北西-南
東」に震央の並びがあること，最近20年間の微小地震活動度との
比較検討から，北海道北部に連なる活断層の分布と調和的な微小地
震の線状配列があり，微小地震の発生と関連があること，札幌直下
でもかなりの微小地震が発生していることなどが紹介された．また，
札幌に直接被害を及ぼした1834年石狩地震についての古文書をも
とにした検討結果も紹介され，石狩地震による津波はなかったが，
石狩では多くの建物損傷があり，一時的にこの場所での移住をあき
らめるほどの強震であったことが報告された．最後に，札幌市が
1997年4月から市内3か所に設置した500m震度の観測井と北大の
観測データに基づく最近1年間の震源や札幌直下地震の記録が紹介
され，ここでも「北西_南東」に震央の並びがあることが示された．
また，地震の発生やその規模だけの検討だけではなく「震災度」の
検討こそが住民にとって重要な問題であることが強調された．

二つの講演の後の総合討論では，活発で率直な議論が展開された．
笠原氏が札幌の地震震源の分析の結果から指摘した北西-南東系の
地震震源列と，地質学で構造的に把握されている地質構造との間の
関係が主に議論された．ここでは，地震学，地質学の両面から検討
する必要のあることが浮き彫りになった．札幌周辺での地震の発生
について，あるいは北海道北部を含む微小地震の線状配列について
は，広域的なテクトニクスの検討の必要性も示唆された．「果たし
て札幌直下型地震は予知できるのか」という率直な質問もだされ，
これに対して，「いつ起こるのかは予測は大変難しいが，起こるか
起こらないか，という点では必ず起こる」，「北西_南東系の地震震
源列が断層であるとすると，これがすべて動けばM8程度の地震が
発生する可能性もあるが，すべてが一挙に動くとも限らない．いず
れにしても，“震災度”に関する検討が大変重要である」という趣
旨の発言があった．

最後に，日本地質学会北海道支部長の小泉　格氏（北大）から，
閉会挨拶があり，「問題の解決のために，地質学，地震学それぞれ
分野を越えた検討が必要であることが浮き彫りになった，笠原氏の
指摘した“震災度”の概念の検討が重要」，「なぜ大地が震えるのか，
という本質的な問題の検討も重要」という趣旨の講演会のまとめが
あった．

（坂本竜彦）

支部コーナー
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●定例行事
◎資源地質学会年会は毎年6月初旬から中旬に東京で開催されます．

本年度は6月17日～19日に新橋住友ビルで開催されました．17日
にはThe Society of Economic Geologistsと共催でSRG／SEG Joint
synposium「Granitoid Types and Mineralization」を実施し，海外よ
り8名，国内から2名の招待講演が行われました．講演要旨集を希
望される方は資源地質学会事務局に申し込み下さい．

◎本学会は毎年資源地質学会年会前後に日本鉱業協会により開催され
る鉱山現場担当者会議の後援をしています．本年度は6月10日～
12日に機械振興会館で開催されました．講演内容は論説または報
告として「資源地質」48巻1号に掲載されました．

◎本学会は鉱床学の研究者のみならず，資源開発を目的とした企業あ
るいは政府関係機関の鉱物資源探査専門家等より構成されており，
研究者および探査実務者の研究・技術レベル向上のため，毎年秋に

「講習会」を開催しています．本年度は「地層処分」をテーマとし
た講習会の開催を検討しています．詳細は「Resource Geology」誌
上で案内致します．

●日露フィールドセミナー’98「島弧の火山性熱水系における鉱化作
用：その探査から開発まで」開催のお知らせ
資源地質学会，地質調査所，Insitute of Volcanology, Administration
of Kamchatka Region, Geological Committee of Kamchatka,
Ecological Committee of Kamchatka Regionの共催により，
上記セミナーがカムチャツカ半島南部で開催されます．
日　程：平成10年7月25日～8月1日
経　費：日本からカムチャツカへの往復運賃は各自負担．

登録料 US$250，現地滞在 US$1,000．
使用言語：英語またはロシア語
募集人員：20名（5月末現在数名の余裕あり）
シンポジウム：
・Modeling of arc volcanic-hydrothermal systems and strategy of

exploration
・Minerals indicators of ore formation in volcano-hydrothermal sys-

tems
・New technologies and decisions in exploration
・Exploration of ore deposits and environmental disasters
講演：講演（口頭/ポスター）希望者はアブストラクトを添えて申

し込むこと．
申し込み・問い合わせ先：
〒305_8567 つくば市東1_1_3 工業技術院地質調査所資源エネルギ
ー地質部鉱床　成因研究室長　青木正博　
電話：0298_54_3636, Fax : 0298_54_3633, E_mail:aoki@gsj.go.jp

●その他関連シンポジウム等
◎IGCP_373国際野外巡検会議「シホテアリンの鉱化花崗岩の内部構

造・組織と鉱床」
ロシア科学アカデミーの極東地質研究所主催のIGCPプロジェク

ト373のシンポジウムが下記により開催されます．
日　程：平成10年9月1日～12日

ウラジオストク，ダルニゴルスクを中心とした沿海州の花崗岩と
関連鉱床の巡検，研究発表
問い合わせ先：
〒305_8567 つくば市東1_1_3

工業技術院地質調査所顧問　石原舜三
電話 0298_54_3612, Fax 0298_54_3633, E_mail:shunso@gsj.go.jp

◎北アジアのクラトンと造山帯のジオダイナミクスとメタロジェニー
国際集会

ロシア科学アカデミー地球科学研究所シベリア支部と米国地質調
査所の共催による集会巡検が下記により開催されます．
日　程：平成10年8月20日～24日

イルクーツクを中心としたバイカル湖南部の巡検及び講演会

問い合わせ先：
〒305_8567 つくば市東1_1_3

工業技術院地質調査所顧問　石原舜三
電話 0298_54_3612, Fax 0298_54_3633, E_mail : shunso@gsj.go.jp

●資源地質学会出版物の案内
本学会では定期発刊の学会誌の他に下記の特別号を出版していま

す．購入希望者は学会事務局まで申し込み下さい．

◎特別号
鉱山地質特別号第7号（1976）：本邦の鉱脈鉱床“その生成機構と条

件”（1,200円）
鉱山地質特別号第8号（1980）：Granitic magmatism and related min-

eralization.（2,000円）
鉱山地質特別号第9号（1981）：都茂鉱山地域の接触交代鉱床（1,500

円）
鉱山地質特別号第10号（1981）：日本の金銀鉱床（2,500円）
鉱山地質特別号第11号（1983）：黒鉱・島弧・縁海（3,000円）
鉱山地質特別号第12号（1988）：Wall rock alteration and ore genesis.
（2,000円）

資源地質特別号第13号（1992）：西暦2000年の資源地質（2,500円）
資源地質特別号第14号（1993）：High grade epithermal gold mineral-

ization―Hishikari deposit―.（3,500円）
資源地質特別号第15号（1993）：Proceedings of the 29th International

Geological Congress1992. Mineral Resources Symposia Volume
A:Metallogenic provinces and their evolution Magmatic and
hydrothermal deposits in islandarc and continental settings, and
Organic geochemistry and Experimental studies.（6,000円）

資源地質特別号第16号（1993）：Proceedings of the 29th International
Geological Congress 1992. Mineral Resources Symposia Volume B :
Hydrothermal systems, Gold deposits, Industrial minerals and
Exploration technology.（4,000円）

資源地質特別号第17号（1993）：Proceedings of the 29th International
Geological Congress 1992. Mineral Resources Symposia Volume C :
Ferro-manganese deposits, Anoxic sediments and Massive sulfide
deposits.（4,000円）

資源地質特別号第 18 号（1995）： Proceedings of the Sapporo
International Conference on “Mineral Resources of the NW Pacific
Rim”.（5,000円）

資源地質特別号第19号（1995）：Exploration and Discovery of Base-
and Precious-Metal Deposits in the Circum-Pacific Region during the
Last 25 Years.（3,500円）

◎資源地質ポスター（1995）：Epithermal Gold Deposit : Style,
Characteristics and Exploration.（日本語，スペイン語，フランス語，
中国語翻訳付き）（3,500円）

◎ガイドブックシリーズ
No. 3（1987）：Kuroko deposits and geothermal fields in northern
Honshu.（1,000円）
No. 4（1992）：Mineral deposits of Japan and Philippines （Guide-
book of the 29th IGC Kyoto）（2,000円）

●資源地質学会英文誌発刊の案内
本学会では，従来，学会誌「Resouce Geology」を6回/年発刊し

てまいりましたが，国際化の進むなか，特に鉱物資源研究成果のア
ジアより世界への発信という役割を果たすべく，本年1月より英文
誌「Resouce Geology」を4回/年発刊することとなりました．また
和文誌は「資源地質」として2回/年発刊することになりました．

資源地質学会事務局
〒107_0052 港区赤坂9_6_41 乃木坂ビル4F
電話 03_3475_5287, Fax 03_3475_0824, E_mail : J90117@sinet.ad.jp

（資源地質学会　行事担当　中山　健）

資源地質学会行事予定関連学協会コーナー
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5月号の本欄でお伝えしました事情により，Vol. 7, Issue 1/2
の配本が遅れ，購読者の方には，大変ご迷惑をおかけしました．

昨年からは，The Island Arcの編集体制が新しくなるととも
に，購読申し込みや購読料の取り扱い先が学会事務局になるな
ど，The Island Arcについて学会で積極的に対応していただい
た年でした．それで今回は，この1年余りのThe Island Arcに
関連した主な出来事，特に学会との活動で関連深い出来事を中
心に，以下に整理してみました．
この1年余りのあゆみ
○1997年1月　新しい編集体制の出発：小川勇二郎・巽　好幸

両編集委員長，徳橋秀一・渡部芳夫両編集事務局長による現
在の新しい編集体制に引き継がれる．

○1997年2月25日　Blackwell Science 社（Mark Robertson氏
とKatie Julian氏）と日本側編集担当者（徳橋）との打ち合
わせ（於：お茶の水「山の上ホテル」）：Blackwell Science社
側から，購読者数の減少に対する強い危機感の表明があり，
学会としての根本的な対策の必要性が強調された．当面，購
読者拡大のための努力を強化するとともに，学会としての対
応について学会で協議することを約束．

○1997年3月地質学雑誌3月号から「The Island Arcだより」
掲載開始：The Island Arcに関する編集状況や学会での動き
についての会員への定期的情報伝達手段として出発．

○1997年4月3日　1997年度第4回定例評議員会でThe Island
Arcも論文賞の対象に：「日本地質学会論文賞」の受賞対象
に，The Island Arcの論文（筆頭著者が会員の場合）も対象
にすることが承認された．

○1997日4月12日　1997年度第2回執行委員会で，学会とし
て組織的バックアップの方針で一致：The Island Arcを地質
学会（及び関連学会）の正式欧文誌として再確認し，The
Island Arcに対して学会として何らかの形で組織的バックア
ップを行っていくことで合意された．

○1997年4月16日　Blackwell Science社（Mark Robertson氏）
と日本側編集担当者（小川・巽両編集委員長，徳橋・渡部両
編集事務局長）との会合（於：つくばの地質調査所）：
Blackwell Science社側は，The Island Arcに対する最近の学
会の積極的対応に感謝．また，投稿数の増大に合わせ，価格
据え置きで1998年The Island Arcの総ページ数を従来の430
ページ前後から600ページに大幅に増やすことで合意．また，
できるだけ早い時期に年6冊体制に移行する必要ありという
認識で合意（ただし財政問題が課題）．

○1997年6月　地質学雑誌6月号巻末にThe Island Arcに関す
るアンケートを掲載：The Island Arcに関する経緯と実状を
理解してもらい，会員の意向を学会としての今後の方針に反
映させるために，執行委員会はThe Island Arcに関するアン
ケートを実施した．

○1997年6月　The Island ArcがISIに登録：科学学術雑誌評価
のためのデータベース機関として名高いISI（Institute for
Scientific Information）の評価対象雑誌として，The Island
Arcが新しく登録されたとBlackwell Science社より連絡．関
係者の長年の努力の結果，ようやく国際誌として認知された
ことを示す．

○ 1997 年 8 月上旬　新しい合意文書にサイン： Blackwell
Science 社と旧編集担当者の間で結ばれていた合意文書

（Agreement）が，5年を経て既に期限切れとなっていたこと
から，Blackwell Science社と現編集担当者との間で新しい合
意文書が作成され，サインされた．前の合意文書に書かれて

いた最低購読者数の項目や著作権に関する項目は，今回の合
意文書ではなくなり，内容が純粋に編集業務に関することに
限られているのが特徴．2名の編集委員長と2名の編集事務
局長が連名で一括してサイン．有効期間は原則3年．

○1997年8月　地質学雑誌8月号に「創刊の経緯」掲載：The
Island Arcの創刊の経緯をしらない人も多く，そのことから
一部の人に誤解が生じたり，また今後の対策を検討していく
上でも支障になる可能性があるという認識から，小玉喜三郎
前編集事務局長に「The Island Arc創刊の経緯」の執筆を執
行委員会から依頼し，8月号に掲載された．地質学雑誌に掲
載された当時の関連する資料の所在についても言及されてお
り，経緯とともに資料的性格も有している．

○1997年10月9日　臨時評議員会（福岡西市民センター）で，
今後の方針・対策案の承認：評議員会においてアンケート結
果を報告するとともに，学会としての今後の方針・対策につ
いてまとめた執行委員会の案が紹介され，評議員会で了承さ
れた（この方針・対策は，アンケート集計結果，購読申し込
みおよび購読料支払い方式の変更のお知らせ，購読申し込み
用紙とともに，地質学雑誌10月号の巻末に掲載）．併せて，
執行委員会が主体となって，10月10日，11日の福岡での年
会会場において，購読申し込みの一大キャンペーンを実施し
た（110名余りの人が購読申し込み用紙にサイン）．今回の
購読申し込み・支払い方式の変更に合わせ，Blackwel l
Science社の了解を得て，学生・院生会員には，購読料6,000
円の特別価格が新しく設定された．

○1997年12月中旬　学会事務局から会費＋購読料の振り込み
用紙送付：The Island Arc申込者には，The Island Arcの購
読料を上乗せした会費納入振り込み用紙を会員に発送．

○1998年1月21日　第13回執行委員会で手数料7％（経費込
み）の承認：地質学会事務局が，The Island Arcの購読申込
者の受付と管理，購読料の徴収を行うことに対する手数料に
ついては，Blackwell Science社の通常の場合の手数料は経費
込みで5％であるということであったが，2％アップの7％
の手数料で合意された．

○1998年3月27日　定例評議員会に最近の状況の報告：
1） Vol. 7のNo. 1とNo. 2は，特集を主体とした合本（Vol.

7, Issue 1/2）になり，配本は通常のIssue 1の配本時期よ
り遅れること（Vol. 7, Issue 1/2の目次を配布，また3月号
のThe Island Arcだよりに掲載）．

2） 1998年（Vol. 7）から，新しくAssociate Editorsを導入．
一方，創刊以来固定していたEditorial Advisory Boardのメ
ンバーも一部入れ替えるとともに，関連4学会からの推薦
委員も新規あるいは継続の推薦を受けた（新しい編集委員
名リストを配布，また4月号のThe Island Arcだよりに掲
載）．

3） 昨年秋以来の新しい方式による購読申込者数は約350名．
当面の500人目標に向けて引き続き，購読者拡大運動を執
行委員会と協力しつつ実施中（地質学会ニュース誌2月号
に新規購読申込用紙及び送付先住所等変更用紙を添付）．

○1998年3月28日　地質学会総会において，The Island Arcの
論文が初めて論文賞を受賞：地質学会論文賞として，The
Island Arcに掲載された丸山茂徳氏（東工大）の論文が初め
て受賞された（“Pacific-type orogeny revisited : Miyashiro-
type orogeny proposed” : Vol. 6, Issue 1, p. 91_120, 1997）．

以上，学会との関連を中心に，今年3月までの1年余りの

The Island Arcだより
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The Island Arcに関連した主な出来事をまとめてみました．こ
の間Blackwell Science社側は，投稿数の増大に応えて，年間の
総ページ数をこれまでの430ページ前後から600ページへの増
大を価格据え置きで認めたこと，学生・院生会員特別割引
6,000円の新たな設定を認めたこと，通常より2%高い7%の手数
料（経費込み）を認めたなど，最大限の協力を行ってきたとい
えます．一方，学会もできる範囲での積極的な協力体制でこれ
を支援するとともに，編集事務局も毎月のThe Island Arcだよ
り等で会員に向けた情報の発信に努めてくるとともに，購読者
諸氏からの問い合わせにも個別に対応してきました．

しかし，購読者数にしても，現状はまだまだ十分とはいえず，
The Island Arcの一層の発展のために，The Island Arcの対外的
評価の向上と購読者数の拡大（財政基盤の強化）に向けた積極
的で持続的な取り組みを引き続き行っていく必要があります．
皆様のいっそうのご支援をお願いしたいと思います．皆様から
の新規投稿と新規購読申し込みをお待ちしております．後者の
場合は，2月号の地質学会ニュース誌掲載の申し込み用紙を使
ってお申し込みください．特に中堅や若い方の投稿や新規購読

をお待ちしております．

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，電話 0298_53_4307, Fax : 51_9764,

E_mail : yogawa@arsia.geo.tsukuba.ac.jp）
巽　好幸（京都大学，電話 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，電話 0298_54_3676, Fax : 54_3666, 

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

E_mail: nabe@gsj.go.jp）

会員の声

事務局長の各種委員会委員への就
任はやっぱり間違いです

日本地質学会News1巻4号（l998・4）に
掲載された一会員の要望書に対する前会長な
らびに前評議員会議長の連名の回答文を拝読
し，愕然とした思いで筆を執っております．

先に私は地質学雑誌103巻12号（1997・l2）
に，「執行部よ，初心にかえるべし」という
一文を投稿いたしました．その際，原稿の末
尾に地質学会事務局長の学会事務執行姿勢に
関して，意見を付記いたしました．その文章
は，既に詳細は失念しましたが，次のような
趣旨でした．「事務局長が評議員会の各種委
員会に委員として名を連ねていますが，それ
は間違いである．事務局長は執行委員会の指
示に従い各常置委員会の事務に従事すること
が仕事である．いままでの事務局長の書記と
しての姿勢を見習うよう執行部は指導すべき
です」．この文章に対して，当時の前会長は

「このことをはっきり指摘していただいたこ
とは良かったと思います．しかし，内部の問
題として（といわれたかどうかははっきり憶
えていませんが，趣旨はそうだったと思いま
す），印刷の時は削っていただけませんか」
と申し出られましたので，私は「私の申し上
げていることが受け入れられるなら結構で
す」と申し上げて，その結果，削除されまし
た．削除されたうえで事務局長の職務の重要
さを強調する文章が私の投稿文のあとに掲載

されるなど，不可解な執行部の動きはありま
したが，私と前会長の間の信義の問題として
当然私の申し上げたことは受け入れられて，
事務局長は委員をおりているものと信じてお
りました．

しかるに今回の回答文書は私と前会長の信
頼関係を完全に覆すもので，私は無念の思い
にかられております．両氏は「書記は常置委
員会の委員にはなれませんが，評議員会や執
行委員会のもとにおかれる委員会や外部の委
員会に委員として任命されることは何ら細則
違反ではありません．むしろそれらの委員会
に参加して積極的に活動していただくことが
有意義であるとして，評議員会および執行委
員会から各種委員会の委員として任務を委嘱
している」と述べておられます．

このようなことを可能にする細則はどれで
しょう．確かに書記の任務は「執行委員会の
指示に従い，常置委員会の事務に従事」する
とありますが，だからといって，常置委員会
以外の委員会の委員にはなれるとする解釈は

「法の網をくぐり抜ける論理」です．この論
理は民主主義とは無縁のものです．

私は一般会員が各種委員会の委員になるこ
とはあって良いと考えています．しかし，今
の会則には一般会員を各種委員会の委員に任
命する規定がないのです．規定がないのは今
までその必要を認めなかったからです．ただ
し，選挙監理委員（支部長推薦），編集委員

（編集委員長推薦）などきわめて限定的な仕

事に従事する場合には執行委員会の責任にお
いて特例的に選んできました．しかし，法人
化問題や執行体制の検討といった学会の基本
方針に関わるようなテーマを扱う委員会に関
しては，現在の会則では選挙によつて選ばれ
た委員のみに，しかも規約の制限内で権限を
委譲しているのです．もし，一般会員の参加
が必要であれば，改めて選出方法を大会で決
めねばなりません．

しかし，書記（事務局長）は，会員である
必要はありませんが，たとえ会員であっても
一般会員とは異なり，学会の事務局を統括し
ております．「細則」における「書記」の規
定はそれを客観的に公正に行うための任務規
定であって，委員会の審議において個人とし
ての見解を表明する立場に立つ委員になるこ
とは許されることではありません．

多士済々のメンバーを抱える学会のような
団体の改革は容易ではありません．イギリス
の地質学会では特別の討論会を開催したり，
臨時総会を開いて会則改定をテーマとする委
員会の委員を選出するというように慎重に取
りくんでいると聞いています．このような慎
重さと会員の意見を吸い上げる努力を欠いた
ところに，「5000人のニュース」などという
本来民主的団体内に必要のない印刷物が流布
する原因があったと思います．

これからでも遅くはない．みんなで改革を
考えていこうではありませんか．

（端山好和）
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1998年度　第3回執行委員会　
1998年5月18日（月）13 : 30～17 : 40に日本地質学会事務局におい

て行われました．出席者は足立勝治執行委員長，天野一男・磯u行
雄・木村　学・久保和也・佐々木和彦・滝田良基・高橋正樹・鳥海光
弘各執行委員および水野篤行事務局長でした．主な報告・審議事項は
以下のとおりです．

1． 1998年度選挙委員会委員の候補者選出を，4月22日付けで，会長
名により各支部長宛依頼した．

2． 堀川秀夫評議員からの要請により，新潟県教育長宛に5月11日付
けで会長名による要望書「高等学校における地学教員採用について
の要望」を同評議員経由で発送した．なお，本学会として同様の要
望書を各都道府県の教育長に対して提出すべきであると判断し，具
体的な方策を普及教育実行委員会に依頼することとした．

3． 文部省より5月12日付けで，平成10年度科学研究費補助金「研
究成果公開促進費」（学術定期刊行物）として，292万円（前年度
と同額）の交付内定通知があった．

4． 第13回学校科目「地学」関連学会連協議会が4月21日行われ，
平社定夫・水野篤行両委員が出席した．主な議事内容は，（1）地学
教育に関する関連学会間での情報交換について，（2）小林　学氏に

よる講演「地学教育の歩み」があった．
5． 新発足の委員会について

会則・運営細則等検討小委員会：第2回定例評議会の後，検討を進
める．
・組織運営検討委員会：5月29日（金）14 : 00～に，前執行体制整

備委員会の小松委員長の出席を得て準備のための会合が開催され
る．

・財政問題検討委員会：近く野村　哲前委員長が招集して第1回会
合を行い，その席で委員長を決める予定．

・事業計画委員会：坂委員長（予定）が委員会構成案・活動計画案
を検討中．

6． 学術情報センター「電子図書館事業」への参加について検討し，
今後，著作権使用料の設定等についてより詳細な情報を得た上で次
回執行委員会で第2回定例評議会に提案する内容をつめることにし
た．また最終決定は会員に周知し意見を聞いた上で行うこととした．

7． 預金口座振替による会費等の集金事務代行サービスの導入に関す
る，（株）三井ファイナンスからの提案について検討した．自動引き
落とし方式の導入により，省力化を始めとして種々の利点が見込め
ることから，希望する会員を対象に実施する方向で更に検討を進め，
第2回定例評議会で報告することになった．

執 行 委 員 会 だ よ り

本会は会則第3条で，研究の援助・奨励および研究業績の表彰をうたい，具体的には運営細則第9条で各
賞の受賞規定を定めております．そのひとつ「日本地質学会賞」の候補者を，下記の要領で広く会員から募
集いたします．ご応募いただきました候補者を，各賞選考委員会（委員は評議員の互選により選出されます）
が選考し，最終的に受賞者を決定することになっています．応募の締め切りは9月30日，応募にあたり候補
者の自薦・他薦を問いません．ふるってご応募下さいますよう，ご案内いたします．

記
運営細則　第9条

1． 本会は地質学に関する優秀な研究業績をおさめた者に対し日本地質学会賞を授与することがある．
応募資格：（イ） 正会員・院生会員もしくは名誉会員

（ロ） 前記の者を代表するグループ
応募方法：下記の書類をそろえて1998年9月30日（水）までに選考委員会あてに提出する．

（イ） 応募書類（所定の用紙による）＊ 1部
（ロ） 推薦書（自薦・他薦とも可．ただし，他薦の場合には正会員・院生会員または名誉会員に

よるものとする．その内容が応募者または応募グループの業績を評価できる程度に詳細なも
の）1部

＊ 所定の用紙は，事務局に請求して下さい．
（日本地質学会事務局）

1999年度「日本地質学会賞」候補者募集について

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． （ニュース誌委員長　高橋正樹）

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


