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チベット高原，ラサ・羊八井間に露出する後期白亜系の陸成
層と古第三系の陸上噴出火山岩類．下位の赤色砂岩を含む砂岩
層がしゅう曲変形を受けた後に，それを傾斜不整合で覆って火
山岩類が噴出している．この付近の火山岩類はゆるく傾斜して
おり，下位から厚さ200mあまりの安山岩質溶岩，厚さ500m
以上のデイサイト質溶結凝灰岩，厚さ100m以上の安山岩質溶
岩からなる．これらの火山岩類はK2Oに富んでおり，組成
的・時代的に南方に位置するガンディス・バソリスの噴出相で
あると考えられる．
この写真は1988年に実施されたチベット高原地質学術調査

（諏訪兼位隊長・小松正幸・柳　哮・榎並正樹・高橋正樹）の
際撮影されたもの．

（高橋正樹）
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1． 日本地質学会将来構想検討小委
員会（水谷伸治郎委員長 88. 12～
90. 4）
88年に議論が起こった背景には地質学

の地盤沈下に対する危機感があった．
1） 当時，測地審議会地球科学特別委員

会は『地球科学の推進について―地球科学
の現状と将来』（1989年3月）の建議を行
うために，総括ワーキンググループと8つ
のワーキングクループを組織し議論を行っ
ていた．地質学に直接関係する3つのワー
キンググループの39委員のうち地質学関
係者は6名であり，徹底して地球物理学，
地球化学ペースで議論が進められた．危機
感をもった鉱物研連，地質研連は独自に将
来構想の議論を始めていたが，地質学会の
対応はほとんどなかった．
2） 大学では今日まで続く学部―大学院

改組が始まったところで，主要大学の地質
学，地質学鉱物学科は地球物理，惑星科学
と合体する方向が模索されていたが，これ
によって地質学は蚕食されるのではないか
という危惧の念があった．とくに，大学に
おける地質学の教育はどうあるべきか，を
真剣に考える必要があった．
3） 地質関連業界の主要な方向は環境問

題，都市地盤，地質災害に向かっていたが，
地質学や学会はこれに対応できない状況に
あり（これは現在でもほとんど変わってい
ない），応用地質関係者から地質学無用論
がでていた．
このような状況の中で評議員会は「地質

学ならびに地質学会の現状と将来にかかわ
る諸問題を検討するために学会内に将来構
想検討小委員会を設け，そこでこれらの問
題を整理し，検討することにした」（同委
員会の評議員会への報告冊子，1989. 12）．

2． 日本地質学会将来構想検討委員
会（水谷伸治郎委員長90. 4～1991.
12）
1） 90年4月第4回定例評議員会．「将

来構想検討小委員会は，発足にあたって該
当する会則上の規定がなかったので，常置
委員会（庶務）の中の小委員会とした．し
かし，同委員会の検討課題，および組織・
運営などを考えると，常置委員会の中では
なく独立した委員会として活動したほうが
よく，会＿則＿上＿は＿臨＿時＿に＿研＿究＿委＿員＿会＿に＿準＿じ＿た＿
委＿員＿会＿と＿し＿て＿設＿置＿す＿る＿」，「同委員会のもと
に分科会を置く」ことが承認された．
分科会　関連学会（端山委員長），大学

教育（秋山委員長），応用地質（藤田　崇
委員長），学会運営（羽田委員長），将来計
画（平委員長）
2） 検討委員会の答申（第3回定例評議

員会結論（1991. 12）
（A）；現在の将来構想検討委員会は，
以下の答申をして解散する．

q1w 日本地質学会に将来構想検討委員
会またはそれと同様な機能をもつ
委員会を常置委員会としておくこ
とが望ましい．

q2w 日本地質学会に，地質学関係の学
協会の相互の連絡をより一層緊密
にするために，新たに委員会を常
置委員会としておくことが望まし
い．

q3w 本将来構想検討委員会に設けられ
た分科会は別紙のように報告し，
解散する．

この結論については議題として討議され
承認．後の委員会の設置形態については執
行委員会で検討することになった．
（B）本委員会の分科会の委員長会議で
討議された事項の一つとして，次の
意見をここに付記する．

q1w 評議員会の構成について再検討す

ること．
q2w 学会長ならびに副会長は評議員と
同等の権利・義務をもつことを規
約に明記すること．

これに関しては評議員会は「結論の内容
に不適当と判断される点がある」ので，承
認を見送ることにした．（98_5, p.467_468）＊

＊（ ）内は地質学雑誌の巻，号，頁を示
す（以下同じ）

3． 将来構想検討研究委員会（羽田
委員長，92. 6～94. 6） 法人化検討
委員会（羽田委員長，93. 6～94. 6）
1） 将来構想検討委員会の解散（91. 12）
の後を引き継ぐために，研究委員会として
将来構想検討研究委員会が設置された
（92. 6）．設置期間3年間，委員（安間，岩
松，上砂，小玉，坂，佐々木，竹越，鳥海，
新妻，楡井，羽田）．
2） 92. 8～93. 2の間に5回の委員会を

もち，地質学会をとりまく環境（社会情勢
の変化と基礎科学としての地質学，地質学
発展のために必要な項目），日本地質学会
の現状（特色，問題点）等を議論し，次の
ような今後の取り組みの4項目の提言を行
った．1．シンポジウムの開催，重点領
域・特別推進研究の体制づくりなど地質学
の推進，2．他分野との交流，3．地質学雑
誌の改善，ニュース・広報誌の分離など学
会内外への情報サービスの充実，4．財政
再建，運営の効率化，評議員の個別担当部
門の強化，法人化など組織基盤の充実）．
また，「これまでこれらの問題について過
去に幾度か改善の検討が行われてきたが，
実行されたことがない．具体化にあたって
は，必要な小委員会を編成し，早い時期で
の実行」が要望された．
3） 93年4月の第4回定例評議員会にお

いて上記の報告とともに，「組織基盤の充
実（とくに地質学会の法人化について）」
検討するために，学会法人化検討委員会設
置を承認した．
4） 93年6月の第2回定例評議員会にお

いて，将来構想検討委員会（羽田委員長）
「地質学会の法人化についての問題点」説
明．「法人化の検討の結果，推進が決まれ
ば，法人設立準備委員会を設置する必要が
ある」との提案があった．しかし，この報
告提案について，法人化されたときの学会
の運営形態，設立のための基金および学会
運営のために必要な運営費等について質
問，意見がだされ，地質雑等で会員に法人
化についての解説などが必要との意見がだ

日本地質学会の将来構想，
組織・運営改善に関する討議経過

小松正幸

日本地質学会の上記に関する議論は1988年6月に始まり，今年でちょうど10
年になる．この間，およそ10の委員会と7つの分科会（ないし部会）ができ，
のべ130余人が委員として参画し，長時間の討議を行い膨大な報告書を提出し
てきた．現在検討されている課題のほとんどはこの10年の経過の中で提起され，
討議されたものを引き継いでいる．現時点でこの10年を振り返り，地質学会改
革の到達点と問題点を明確にすることが必要と考え，以下に私見をまとめた
（本報告の要旨は6月20日の第2回定例評議員会で発言した）．
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され，法人化検討委員会であらたに検討す
ることになった．（100_1, p.122）
法人化検討委員会のメンバーの決定：羽
田（委員長），安間，伊藤（谷），岩松，上
砂，岡田，小玉，佐々木，坂，竹越，鳥海，
新妻，楡井，広井，丸山
地質学会法人化検討委員会報告
1号（99_ 8） 1993年 8月
2号（99_10） 10月
3号（99_11） 11月
5） 1993年12月18日第3回定例評議員

会において将来構想検討委員会の報告（羽
田委員長）；1）将来構想委員会（89年）
以降，さまざまな提案を行ってきたが，提
案が実行されていない．これは評議員会，
執行委員会の体制が充分でないからではな
いか．2）この原因の一つは，学会活動が
ボランテイア活動に等しく，各委員に交通
費すら支給されることがなかったことがあ
げられる．このための財源は学会諸経費を
節減してもすべてはまかなえない．
この報告について，提案に対する評議員
会の対応やその原因の捉え方（ボランテイ
ア）について質問や異義が出された．また，
将来構想研究委員会と法人化検討委員会と
の関連についての疑問が出された．討議の
結果，議長から，将来構想研究委員会の提
案の一部は実行に移されたり，検討されて
いるものもある，どこが具体化されていな
いのか，どこを具体化すべきなのか，をま
とめて欲しいとの要望が出された．（100_

5, p.378，1994年5月）
6） 1994年3月27日第4回定例評議員会

法人化検討委員会（羽田委員長）の報告と
提案．議題として討議．執行委員長提案：
法人化に向けて一歩前進し，法人化した場
合の地質学会の運営体制，活動内容等を具
体的に検討する委員会を新たに発足させる
とともに，評議員会や会員に対する報告や
意見聴取を行う．法人化を検討する委員会
をつくる，人選は執行委員会に一任．
将来構想を検討するための委員会の設

置；法人化を検討するための委員会活動と
ともに，そのソフト面に相当する日本地質
学会の将来構想が基本に据えられなければ
ならないとの提案に基づいて，そのことを
検討するための新しい組織の設立を検討す
るように，次期執行委員会に依頼する．
（100_7, p.550）

4． 将来構想検討委員会（94. 7～95. 6）
法人化を検討する委員会（94. 7～
95. 6）
1） 1994年6月18日）第2回定例評議員

会　日本地質学会将来構想検討研究委員
会，法人化検討委員会（羽田委員長）の解
散．
将来構想検討委員会の設置（小玉委員長，
小松，坂，立石，木村（克），新妻，香村，
滝田）
法人化を検討する委員会の設置（天野委

員長，秋山，坂，上砂，佐々木，伊藤（谷））
（両委員会の発足を地質雑ニュース100_7,
p.551に公告）（101_5, p.116）
参考
法人化を検討する委員会のお知らせ
（1）100_8（1994. 8）
（2）100_9（1994. 9）
（3）100_11（1994. 11）
（4）100_12（1994. 12）
（5）101_2（1995. 2）
（6）101_3（1995. 3）
（7）101_5（1995. 5）
日本地質学会将来構想検討委員会のお知

らせ
（1）100_10
将来構想検討委員会の討議経過について
（2）100_11
（3）101_1
将来構想検討委員会報告
（4）101_2
（5）101_3
将来構想検討委員会
（6）101_5
2） 1995年6月第2回定例評議員会　i）

将来構想検討委員会最終報告（答申）討議
研究企画委員会設置の提案（101_7, 1995.
7）．ii）法人化を検討する委員会最終報告
（答申）討議　事業計画委員会の設置提案
（101_7, 1995. 7）iii）議事　地質学会の法
人化，将来構想，ならびに関連する問題に
ついて「執行委員会として両委員会の最終
答申を審議して了承したこと，その結果に
基づいて地質学会の今後の発展のためには
法人化が必要であるとの結論に達したこ
と」が述べられ，今後法人化を進めるため
に必要な方策として次の2項目が評議員会
に対して提案された．
q1w 「基＿本＿的＿に＿法＿人＿化＿す＿る＿方＿向＿」＿の承認
q2w 承認された場合には，社団法人とし

ての組織，財政，事業計画等の詳しいシュ
ミレーションを行いながら検討するために
評議員会のもとに事業計画委員会を，また
将来構想計画を発展させるために研究企画
委員会を研究委員会として設け，それぞれ
に早急な検討，ならびに評議員会への答申
を求める．
評＿議＿員＿会＿の＿議＿論＿に＿お＿い＿て＿「＿基＿本＿的＿に＿法＿人＿

化＿す＿る＿方＿向＿」＿の＿意＿味＿は＿，＿地＿質＿学＿会＿の＿法＿人＿化＿
を＿決＿定＿す＿る＿こ＿と＿で＿は＿な＿く＿，＿こ＿れ＿ま＿で＿の＿『＿法＿
人＿化＿是＿非＿論＿』＿を＿一＿歩＿進＿め＿て＿，＿「＿日＿本＿地＿質＿学＿
会＿と＿し＿て＿望＿ま＿し＿い＿法＿人＿の＿姿＿が＿あ＿り＿う＿る＿か＿ど＿
う＿か＿」＿を＿具＿体＿的＿に＿検＿討＿す＿る＿こ＿と＿，＿で＿あ＿る＿こ＿
と＿が＿確＿認＿さ＿れ＿て＿い＿る＿．＿こ＿の＿こ＿と＿は＿事＿業＿計＿画＿
委＿員＿会＿が＿再＿三＿表＿明＿し＿て＿お＿り＿，＿96＿年＿12＿月＿の＿
第＿3＿回＿評＿議＿員＿会＿に＿お＿い＿て＿評＿議＿員＿会＿と＿し＿て＿確＿
認＿す＿る＿よ＿う＿に＿要＿望＿が＿あ＿っ＿た＿が＿，＿95＿年＿6＿月＿の＿
評＿議＿員＿会＿で＿す＿で＿に＿こ＿の＿こ＿と＿を＿含＿ん＿で＿承＿認＿し＿
て＿い＿る＿こ＿と＿が＿説＿明＿さ＿れ＿た＿．

5． 事業計画委員会（95. 7～96. 3；
秋山委員長，96. 4～現在；坂委員
長）） 研究企画委員会（95. 7～97.
6：小松委員長） 地質学普及教育
検討委員会（95. 4～96. 3；高橋委
員長） 地質学普及教育推進委員会
（96. 4～97. 3；高橋委員長）
1） 95年12月第3回定例評議員会　事

業計画委員会は社団法人日本地質学会定款
（案），細則（案）を提示した．1月にはさ
らにこれらを整備し，「法人化に関する検
討状況の報告」（1月19日付け）とともに
会員に送付し，意見をもとめた．これに対
する批判，意見が52通寄せられた．この
意見に対する回答は102_7に掲載されてい
る．
2） 事業計画委員会，研究企画委員会，

普及教育推進委員会の経過については97.
4報告（地質学会ニュース103_5，1997年
5月）参照．
○1996年3月31日第4回定例評議員会　1）
委員会報告（102_7，1996年7月，p.675_

676）2）議題　日本地質学会の活性化の諸
方策とそれらの推進について　q1w専門部
会の設置，q2w法人化の検討と今後の進め
方（102_7，p.678）．
○1996年4月1日103年総会　I．事業経過
報告　2．日本地質学会の活性化と法人化
に関する検討経過と現状の報告（102_7，
p.653_655）．II．承認を求める事項　1．評
議員会議決事項　（14）（102_7，p.656）
○1996年6月22日第2回定例評議員会　1）
事業計画委員会（坂委員長），研究企画委
員会（小松委員長）の報告（102_11，
p.1013_1014）2）議題　7．専門部会につ
いて，8．法人化，活性化に関する今後の
検討について（102_11，p.1016）．
○1996年 12月 14日第3回定例評議員会
（傍聴者3名） 1）事業計画委員会（坂委
員長），研究企画委員会（小松委員長）報
告（103_4，p.421_422）．2）議題　学会組
織の整備を検討する委員会（仮称）の設置
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について（継続審議とし，執行委員会から
再提案）（103_4，1997年4月号，p.427）

6． 執行体制整備委員会（97. 4～98.
3；小松委員長） 財政問題検討委
員会（97. 4～98. 3；野村委員長）
1） 1997年4月3日第4回定例評議員会

i）事業計画委員会，研究企画委員会報告
（詳細は103_5，1997年5月号）ii）議題
執行体制整備委員会の設置について
目的：評議員会の諮問を受け，執行体制

の整備に関する以下の諮問内容を検討し評
議員会議長に答申する．
諮問内容：任意団体としての本学会の現

体制の範囲内で，1_2年の間に実施すべき
学会の執行体制の改善策について課題と方
策を検討し，会則，細則等改正案まで含め
た具体案を検討すること．
位置付け：評議員会の下にある事業計画

委員会，研究企画委員会とは独立した委員
会とする．
設置機関：1997年4月～1998年3月委員

会組織は第2回定例評議員会できめること
にし，投票により設置を決定．（103_6，
1997年6月号，p.640）
2） 1997年6月24日第2回定例評議員会

i）事業計画委員会，研究企画委員会報告
（本委員会は解散し，新たな委員によって
本委員会を継続することを承認）（103_8，
p．829_830）ii）議題　執行体制整備委員
会（委員長小松）検討項目，スケジュール，
委員（大木，加藤（碩），小玉，佐々木，
府川）の承認（103_8，p.832_833），財政
問題検討委員会（野村委員長）の設置を承
認
3） 1997年10月9日臨時評議員会　執

行体制整備委員会検討結果の報告文書配付
（報告，討議は時間がなくできなかった）．
研究企画委員会（第 2 期）の発足公告
（103_11，ニュース）
4） 1997年12月20日　第3回定例評議

員会　執行体制整備委員会中間答申　10
月行われた評議員へのアンケートに基づ
き，10月提出した中間報告の修正を行い
中間答申として提出．（日本地質学会ニュ
ース，Vol. 1, No. 2，1998年2月，p. 3_5）
5） 1998年3月27日第4回定例評議員会

議題　1．執行体制整備の検討について
（執行体制整備委員会最終答申，学会ニュ
ース，Vol. 1, No. 4，p.2_6），2．法人化問
題の今後の検討について，3．財政問題の
検討について（日本地質学会の財政改善に
ついて（答申），ニュース誌，Vol. 1, No.
4， P.7_9）．

ここ1_2年の地質学会の将来構想や執行
体制整備に関する議論と委員会答申の内
容，すでに地質学雑誌のニュース，および
今年度から発行されたニュース誌に詳しく
報告されているので省略した．

まとめと課題
日本地質学会の将来構想，組織運営体制

のあり方について10年間に渡って延々と
議論されてきた．この経過から明らかなよ
うに，今日検討されている課題は10年前
に提起されたものがほとんどであり，検討
委員会の位置付けや構成は基本的には当初
のそれらを踏襲したものである．
89年から91年に委員会が設置され検討

が始まった時期には，多数の会員が検討委
員会に加わり，委員会以外の会員も多数議
論に参加した．この成果の一つは，5学会
の合意を得て国際誌The Island Arcの発刊
が実現したことである．しかし，これらの
委員会の答申や提言の大部分は評議員会に
おける議論の対象としてまともに取り上げ
られることがなかった．そのために，それ
らは評議員会の議事録としても残されず，
大部の報告書は会員の目に触れることも無
かった．
94年以降に設置された委員会は常に検

討結果をニュース欄に報告することに努め
た．また，評議員会においても将来構想や
法人化の議論が活発に行われ，その結果が
議事録に反映しより詳しい内容が報告され
ている．このような議論を経て，97年ま
でに専門部会が設置され，学術大会運営の
改善が試みられ，普及教育や実用的作業委
員会を含む多様な研究委員会が創られた．
一方，総会に伴うシンポジウム，学術大会
は年々活発になり，地球惑星合同学会にお
ける地質学会関係のセッションは重要な位
置を占めるようになっている．
現時点における焦眉の課題は執行体制の

整備である．これについては地質学会ニュ
ースVol. 1, No. 4に評議員会の報告で詳し
く述べてある．また，地質学雑誌97年9月
号，地質学会ニュースVol. 1, No. 2に委員
会の報告があるので，参照していただきた
い．学会の組織運営の改善に関する課題は
すでに92_94年の将来構想検討委員会で出
され議論がされていた．94_95年の将来構
想検討委員会はこれをさらに詰め，最終答
申に具体的検討課題として提示した．95
年以降，これらの検討は執行委員会に委ね
られたが，執行委員会は日常業務に追われ
対応することができなかった．96年以降，
学会活動は多様化し多面的な展開が行わ

れ，いよいよ執行体制の不備や矛盾が顕在
化し，早急に解決すべき状況に至った．
現行細則には6つの常置委員会の事業が

事細かに決められているが，そのほとんど
は現在事務局の日常業務として行われてい
る．細則に従って執行委員がこれらの業務
を担当するとすれば，執行委員は週に何日
も事務局に詰めていなければならないが，
幸いなことに会務に精通した事務局長とベ
テラン事務局員のお陰でその分仕事は大変
軽減されている．それだけに事務局の業務
は過剰になっているが，いっぽうでは何を
任務とするかよく分からない委員会もあ
る．執行委員はしかし日常業務から解放さ
れているとは言え，それらに責任をもって
おり，執行委員でなければできない外部の
対応や編集などの仕事もあり，毎月の執行
委員会に丸一日が取られ，関係する委員会
にも出席しなければならない．これらの委
員会は本来学会の重要な業務としてなされ
るべきものが，常置委員会がないために研
究委員会の形式で行われているものもあ
る．
執行委員は関東在住の評議員の中から1

年ごとに選出される．関東在住者は比較的
多いとは言え，現在の運営方式では一部に
負担が偏重することは避けられない．毎年
新しい評議員会のもとで選ばれるので，1
年ごとに執行委員が変わる場合もあり，活
動の継続性が保たれないという弊害が生じ
る．また，執行委員は一括して選ばれるの
で適任でない任務を負わされる場合もあ
る．このような執行体制の状態をそのまま
にしていれば活動の停滞を招くことは必死
であり，最悪の場合には執行委員のなり手
がなくなる恐れもある．
これら執行体制や運営のもろもろの矛

盾，不備，任務の偏重を改善することが急
務であると考え提案を行った．このために
は会則・細則の変更が必要であり，それら
の改正案文の詰めを執行委員会の下の検討
委員会で作業が行われている．
もう一つの検討課題は会長，副会長の位

置付けと任務である．会則には「会長は本
学会を代表し，会務を総括する．副会長は
会長を補佐し，会長に事故あるときはその
職務を代行する．会長および副会長は評議
員会に出席し，意見を述べることができる」
（第8条2）とされている．「総括する」と
は法律用語では，「会の運営を総合的に締
めくくり，まとめる」，あるいは「会議体
などで皆の意見を総合的に調整して，締め
くくりをつけつつ，さばく」（法令用語辞
典，1990，学陽書房）という意味で使われ



日本地質学会News 1 （ 7） 5

ているようである．これと，「評議員会に
出席し，意見を述べることができる」とい
う表現には矛盾がある．文字通りに行うと
すれば，会長はロンドン地質学会のよう
に，総会や評議員会，執行委員会などあ
らゆる会議の議長をしなければならない．
しかし，このような解釈論は意味が無く，
学会の会則は法令ではないし，この会則の
表現は大変抽象的であるので，会員の総意
に基づいて会長・副会長の任務を形創って
行くしかない．したがって，時代によって
考え方が変わってくるのは自然の成りゆき

である．
地質学および地質学会の将来のあり方に

ついていま世界的に検討が行われている．
21世紀に地質学が生き残れるか，という
深刻な議論もある．しかし，人類が直面し
ている地球環境の危機と人類生存基盤の維
持に対して地質学は最も役に立つ科学であ
り，またその責任を負っているのであり，
われわれの領域を前へ前へ押し出し，その
重要性を主張してゆくことが必要である．
地質学会は地質科学，地球科学分野の最大
の学会として重要な役割を負っており，今

後ますます責任は重くなるであろう．この
ような時期にあって学会の活性化を一段と
高め，組織運営に多くの会員が参画し，効
率的で行き届いた活動を展開することがわ
れわれに求められている．ロンドン地質学
会のような高いレベルに達するには時間が
かかるが，20年，30年先を見据えた地質
学会の発展構想を創ることが必要である．
このためには30歳代，40歳代の会員が地
質学と学会のあり方を主体的に論議するこ
とが望まれる．もうすでにわれわれ世代の
でる幕ではない．

地学英語雑感⑤ 良いセンテンスをつくる―3
嶋D吉彦

わかりやすく，かつ正確に著者の意図が
伝わる英文を書くことを主眼に色々と書い
てきたが，今回は修飾語句について述べる．
これは意外に間違いの多いものである．

（5）修飾句（語）
センテンスの骨格は主語，述語と目的語

がつくるが，修飾語句　―　形容詞，副詞，
分詞や描写的な句や節　―　は文に意味と
内容を与えるという．したがって，修飾語
句の使い方によって，文章に非常に大きな
違いがでてくる．特に動詞の分詞形は修飾
語句として頻繁に使われているし，また使
いやすいと思われがちであるが，うっかり
すると妙なセンテンスになっていることが
決して珍しくない．注意を要する．非英語
国人・英語国人を問わず厄介な部類に属す
ると思う．ここで筆者の経験と“Sug-
gestions”その他の文献を参照しながら，
比較的頻繁に起きる問題点を紹介する．す
なわち修飾語句の文中の位置，と修飾する
相手について述べる．

修飾語句のセンテンス中の位置

これについては前に「言葉の配置」のと
ころで述べた．「関係ある言葉はまとめて
置く」，すなわち修飾される言葉の隣が原
則である．これは，英語国人を含めて頻繁
に見当違いな場所にもってくるケースがあ
るので注意が肝要である．以前述べたこと
と多少重複するが，以下によくやる混乱の
もとになる例を“Suggestions”ほかから
引用して示す．“They suspended opera-
tions as the weather became colder and
moved south.”天候が南へ移った？“As

the weather became colder, they suspended
operations and moved south.”か“They
suspended operations and moved south as
the weather became colder.”とすれば問題
なかろう．また置く場所によって形容詞的
用法と副詞的用法の混乱が起きることがあ
る．“A careful sample of this rock was
taken for chemical analysis.”は“This rock
was carefully sampled for chemical analy-
sis.”とすべきであり，また比較的よく使
う表現で“Leaves room for little doubt.”
は“Leaves little room for doubt.”が正確
である．

修飾する相手の問題

一人よがりの文を書いていて，修飾する
相手をキチンと示さないことが意外に多
い．以前スタンフォード大で実験助手をし
ていたとき，米国人学生のレポートで最も
多い英語のミスがこれであったような記憶
がある．まず“Suggestions”にでている
例から説明する．“By comparing the fence
diagram with the resistivity log profiles in
figure 5, it is evident that injected freshwa-
ter is most efficiently transmitted through
the highly permeable zones.”このよう
に，-ing句を用いる場合，誰が比較をして
いるか？　上の文例では，itが比較をして
いることになるが，itは比較する能力がな
い．したがって，この句は修飾する相手が
いなくなる．修正例が二つでている：“A
comparison of the fence diagram with the
resistivity log profiles in figure 5 shows that
injected freshwater is transmitted most effi-
ciently through the highly permeable zones.

”と“By comparing the fence diagram
with the resistivity log profiles in figure 5,
we learned that injected freshwater is trans-
mitted most efficiently through the highly
permeable zones.”同様に，“Having com-
pleted the study, recommendations were
made.”は勿論“Having completed the
study, the geologist made recommenda-
tions.”とすべきである．
次に上のように動詞の分詞形ではない

が，修飾する相手の問題の例．“As a field
investigator working in the Desert
Southwest, your paraphernalia should
include two pairs of stout leather boots.”実
をいうと，筆者はこれを良くやるし，米，
英，オーストラリアなどの地質屋の友人達
も決して無縁ではない悪文例である．少し
考えれば，すぐわかる．つまり“As a field
investigator”が，思いもかけないことに
“paraphernalia”の修飾句になってしまう．
次のように直す．“As a field investigator
working in the Desert Southwest, you
should include two pairs of stout leather
boots in your paraphernalia.”

アメリカのどこかの新聞記事；“On his
way home, Bill was mugged, robbed, and
left for dead. Going to work the next
morning, he was found by a lady lying in a
snowbank.”

次回は，これまた厄介極まる，句読点
punctuationを中心に考えてみたい．
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変わりゆく博物館：オープンエア
ー・ミュージアム（野外博物館）
1996年までに全国でつくられた博物館

は6200館に達し，多種多様な展開となっ
ている．それらの博物館は建物施設の基に
博物館活動を行っている伝統的博物館であ
る．その中にあって，最近注目されている
エコミュージアム（生活・環境博物館）の
考えを，具体化したオープンエアー・ミュ
ージアム（野外博物館）が各地にできつつ
ある．既存の博物館がコアになって周辺地
域の自然遺産や文化遺産を取り入れた総合
的な館活動が進行している．その先駆とい
える博物館が糸魚川フォッサマグナパーク
であり，今後はこのコーナーで変化する博
物館として随時紹介していく．

ミュージアムとジオパーク

新潟県の最西部にある糸魚川市には，
1994年春に開館した地質博物館「フォッ
サマグナミュージアム」があります．博物
館の資料のうちエドムント・ナウマンに関
するものはすでに地質学雑誌の口絵（1994
年，Vol. 100, No. 8）で紹介させていただ
きました．ミュージアムは開館して4年の
年月がたちましたが，大勢の方々に来館し
ていただき，近県の大学の地質系や理科教
育系の学生だけでなく，東北地方，関東地
方などかなり遠方の大学の方もいらしてい
ます．そのわけは糸魚川周辺に地質学的な
見どころが多くあり，学生の野外巡検の途
中に，言い換えると「ちょっとついでに」
お立ち寄りいただいているものです．「つ
いでに」と書きましたが，私たち学芸員と
してはフォッサマグナミュージアムを見学
していただきたいという気持ちはあります
が，せっかく遠方からいらしたのですから
市内の地質の見学をまず優先してもらった
方がよいと考えています．フォッサマグナ
ミュージアムを建設するときに，地域の中
で孤立した博物館ではなく，地域性を大事
にした博物館，市内に多く存在する地質学
的な見学地との連携を考えた博物館にしよ
うという方針がありました．最近，注目を
集めているエコミュージアム的な発想で
す．市内にサテライト的に散在するジオパ
ーク（野外博物館）の中心的な存在がフォ
ッサマグナミュージアムです．つまり，フ
ォッサマグナミュージアムを見学して地域

の地質の学習が完結するのではなく，ミュ
ージアムから出て，さらに市内にある本物
の自然をジオパークで見学するわけです．
こんなことができるのは，博物館から車で
30分もかからない範囲内に，蛇紋岩メラ
ンジュ，変成岩，古生代の石灰岩，中生層
（来馬層群・手取層群），白亜紀酸性岩類，
第三紀の火山岩類と堆積岩類，糸静線露頭，
第四紀火山など多種多彩な地質の見どころ
があるという特殊な土地だからでしょう．
地の利を生かした街をそっくり博物館にし
てしまおうという考えです．
フォッサマグナパーク

ジオパークの中でも糸魚川市が力を入れ
て（＝最もお金をかけて）整備を進めてき
たのが今回ご紹介する「フォッサマグナパ
ーク」です．開園したのはミュージアムの
開館よりも早く1991年秋で私たちが学芸
員として糸魚川市に採用される直前のこと
でした．ご存じのように糸魚川は日本第2
位の規模を持つ活断層「糸魚川―静岡構造
線」が通る街です．しかし，残念なことに
糸魚川には糸静線の露頭はありませんでし
た．フォッサマグナパークは糸魚川になか
った糸静線を人工的に発掘した野外博物館
です．糸静線は巨大な割には露頭が意外に
少なく，長野県小谷村，山梨県武川村・早
川町・小淵沢町・身延町，静岡県清水市な
どしかありません．これらの露頭は多くの
場合，人里離れた山奥にあったり，川岸す
れすれだったりで見学しやすい場所にある
とは言いにくいものです．その点，フォッ
サマグナパークの糸静線露頭は北陸道糸魚
川インターから車で約15分，国道から徒
歩10分程度の場所にあり，日本で最も見
学しやすい糸静線露頭と言えるものです．
ではこれから松本街道と呼ばれる国道148
号線の駐車場に車を停めて，フォッサマグ
ナパークをご案内することにしましょう．
駐車場の目の前を流れる川は姫川です．

1995年の7. 11水害では上流の小谷村周辺
で降った豪雨が一気に姫川に集まり，さい
わい人的な被害はなかったものの土石流や
がけ崩れによって大糸線や国道が寸断さ
れ，河畔の旅館が全半壊するという大きな
災害になりました．
山の方に目を転じると，遠く白馬岳の特

徴的な非対称山陵と新潟県最高峰である小
蓮華山（2769m）が見えます（1）．遊歩道
（フォッサマグナプロムナード）は勾配も
緩やかで舗装されているので足ごしらえに
特に気を使う必要はありません．
最初に目に入ってくる露頭は変はんれい

岩からなり，虫川オリストストロ－ムと呼
ばれている地層中のオリストリスです．さ
らにその先は虫川オリストストロームの主
体をなしている黒色頁岩が露出していま
す．放散虫化石からペルム紀中期とされて
います．これらは飛騨外縁帯の東部に舞鶴
帯相当層がわずかに露出しているものと考

野外博物館としてのフォッサマグナパーク

（1）

（2）

（3）
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えられています．
これから糸魚川―静岡構造線の露頭まで
は歩いて約10分ほどの距離ですが，フォ
ッサマグナプロムナード沿いには，ヒスイ
の誕生に始まり，サンゴ礁を載せた海山の
付加，ジュラ紀の浅海，日本海の拡大など
の場面を簡単に紹介した解説板が一定間隔
で設置され，歩きながら糸魚川の大地の歴
史を学習できるようになっています（2，3）．
天然記念物などの地質学的に重要な露頭，
化石産地には，その意義を紹介した解説板
が立てられているのをよく見かけますが，
フォッサマグナパークのように露頭と露頭
をつなぐ道すがらに地域の地史を紹介して
いる例は少ないのではないでしょうか．
視界が急に広く開けたところの階段を下
りると，いよいよ糸魚川―静岡構造線の露
頭が間近です（4）．前述したようにここは
日本でも数少ない糸静線の露頭があるとこ
ろ．どんなに大規模な断層なのだろう…と

期待に胸がわくわくするところですが，ほ
とんどの方は露頭を見てがっかりしてしま
います．その原因は露頭のほとんどが石垣
で覆われていて，露頭はわずかしか出てい
ないからです（5）．なぜ，このような公開
方法なのかと多くの方からご批判を頂いて
います．断層に沿って破砕帯があるため，
地滑りが発生し，危険防止のために発掘し
た露頭を分厚いコンクリートで覆って，石
垣で化粧したと当時の記録にはあります．
何とかならなかったのか？というのが大勢
の人の気持ちです．国内にも露頭をそのま
ま保存している例（たとえば，根尾谷断層
の地震断層観察館やいわき市のアンモナイ
トセンターなど）があり，それらを参考に
した公開方法ができなかったものかと残念
でなりません．もう一つの問題としては発
掘した露頭について試料の採取，スケッチ，
写真撮影など学術的な記録が全く残されて
いないことがあげられます．露頭の写真で
すら，工事の進捗状況を撮影した程度の現
場写真しかなく，3枚の写真をついだもの
が発掘直後の露頭の全景写真として残され
ているだけです（6）．少しでも専門的な知
識を持った方がアドバイスしていただけた
ら，公開方法，記録方法もずいぶんと改善
されていたことでしょう．
ここの糸静線露頭では露頭に向かって左

側が変はんれい岩（西南日本），幅1mほ
どの破砕帯を挟んで右側が玄武岩質安山岩
～玄武岩（東北日本）となっています．変
はんれい岩については年代はわかっていま
せんが，玄武岩質安山岩は16.5Maという
K_Ar年代が得られています（7）．
さらにプロムナードを歩いていくと，柱

状節理が発達した玄武岩質安山岩が露出し
ています．これは糸静線露頭で見たものと
同じものです．途中露頭がしばらくなくな
り，次に露出しているのはどう見ても第三
紀のものとは思えない堅硬な砂岩です．イ
ラストのように見えない断層があると解釈
しています．次に再び玄武岩が露出し始め
るといよいよ巨大枕状溶岩の露頭が間近で
す．この巨大枕状溶岩もすでに地質学雑誌
の口絵（1996年，Vol. 102, No. 12）に紹介
させていただきましたが，直径12mに達

する放射状節理をもつ枕状溶岩は日本で最
大級のものであると考えています（8，9）．
巨大枕状溶岩の周辺には塊状のもの，同心
円状節理を示すものなどの枕状溶岩とハイ
アロクラスタイトが露出しています．プロ
ムナードのすぐ横にありますので，海岸の
急崖にあるものと違い見学のしやすさは抜
群です．ただし，ここでも問題があります．
巨大枕状溶岩はプロムナードのすぐわきに
あるため，節理の発達した玄武岩が剥離し
て落石を発生しやすく，危険防止のために
作った頑丈なシェルターが露頭の1/3を隠
してしまっているのです．発見直後のよう
に何もなければとても迫力はあるのです
が，新潟県内では清津峡（国指定天然記念
物）での見学者が落石によって死亡すると
いう事故があり，公開方法にあたっては事
故の防止を第一に考えなければなりません．
野外博物館としての糸魚川のフォッサマグ
ナパークにはこのようにいくつもの問題点
があります．糸静線の露頭も巨大枕状溶岩
の露頭も，現状の公開方法がベストではな
いと考えています．これからじっくりとよ
り良い公開方法を検討していきます．この
ことに関してアドバイスは大歓迎です．フ
ォッサマグナミュージアムへお手紙かe-
mail（miyajima@sa2.so-net.ne.jp）でお知
らせください．なお，数年以内に枕状溶岩
の近傍に農村公園を建築する計画があり，
駐車場，トイレ，ガイダンス施設などがで
きる予定です．

（宮島　宏・竹之内耕）

（4）

（5）

（6）

（7）

（8）

（9）
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「相模原が海だったころ
―中津層・上総層と神奈川
県下の化石―」

内容：相模原市の西を流れる相模川．その
川沿いに続く崖には，中津層群と呼ばれる
地層が現れています．ここからは，しばし
ば貝やクジラ，ウニなどの化石が見つかる
ことがあります，どれも海の生き物である
ことから，かつて相模原が海の底だったこ
とが分かります．
この中津層群は相模川対岸の愛川町など

にも分布していますが，1988年から1990
年にかけて神奈川県立博物館が行った発掘
調査では，ホホジロザメやサイ，ウミガメ
など多数の化石が，さらに1991年にはサ
ルの頭該骨化石も発見され，7つの化石が
県の天然記念物に指定されました．
一方，相模原市の北方に広がる多摩丘陵

には上総層群と呼ばれる地層が広がってお
り，この地層は神奈川県，東京都，千葉県
へと続く南関東を代表する地層です．この

上総層群からも，たくさんの化石が発見さ
れています．
今回の特別展では，上記の天然記念物化

石を含め，相模原に関わりの深い中津層群，
上総層群や神奈川県下の化石を展示しま
す．これらの化石から，「太古の生き物た
ちのメッセージ」を感じ取っていただけれ
ばと思います．
期　間：平成10年7月18日（土）～8月30

日（日）
休館日：7月21, 27日，8月3, 10, 17, 24日
時　間：午前9時30分～午後5時
所在地：〒229_0021 神奈川県相模原市高

根3_1_15
電話 0427_50_8030 Fax 0427_50_8061
交通：JR横浜線淵野辺駅から徒歩20分，
または上溝方面行きのバスで「弥栄」下
車徒歩5分
会　場：特別展示室
観覧料：大人300円，子ども100円
記念講演会「神奈川の化石」
平成10年7月26日(日)

午後2時～4時
定員150名(当日先着順)
講師：松島義章氏（神奈川県立生命の星・
地球博物館前学芸部長）
入場無料
ワークショップ「化石を調べよう」
平成10年8月9日（日） 午後1時～4時
定員40人（事前申込制）
参加無料

博物館だより　夏季特別展

相模原市立博物館

神奈川県立生命の星・地球博物館
特別展示
オオカミとその仲間たち―
イヌ科動物の世界―
期　間：平成10年7月18日（土）～9月27
日（日）
概　要：近代的なイヌ類（イヌ亜科）は中
新世後期に適応放散を開始し，その進化

の過程で最大種のオオカミが誕生した．
オオカミを中心に，標本・生態写真・原
画等を用いてイヌ科動物の世界を紹介す
る．
主な展示品：
剥製：ヘラジカ　オオカミ　コヨーテ
ドール　ブッシュドッグ　ディンゴ
全身骨格：オオカミ　ドール　ブッシュド
ッグ　紀州犬
化石：ヘスペロキオン　オオカミ　ヘラジ
カ

特別展関連連続講座（申込：はがき：
締切8月25日）
①　講演「オオカミの社会生活」
9月6日（月）13 : 30～15 : 30
講師/増井光子（麻布大学教授）

②　講演「日本のオオカミ化石」
9月13日（日）13 : 30～15 : 30
講師/長谷川善和
（群馬県立自然史博物館館長）

③　講演「日本のオオカミ観」
9月20日（日）13 : 30～15 : 45
講師/菱川晶子

（國學院大学大学院）

鼎談 濱田隆士（県立生命の星・地球博
物館館長）＋菱川晶子＋中村一恵
（県立生命の星・地球博物館学芸
部長）

開館時間：9 : 00～16 : 30
特別展観覧料：20歳以上（学生除く）200円

20歳未満・学生100円
休館日：月曜日（7/20は開館）・9/16（水）・

9/24（木）
交　通：箱根登山鉄道「入生田」駅から徒

歩3分　国道1号線沿い
問合せ先：県立生命の星・地球博物館企画

普及課　
電　話：0465_21_1515

ホホジロザメ類の上顎歯

北米産オオカミの全身骨格
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『長谷川コレクション展
―ゾウ化石の発掘から復元
まで―』

飯田市美術博物館は，平成元年にオープ
ンした地域の総合博物館です．自然分野の
他に人文・美術分野があり，プラネタリウ
ムも備えています．自然分野では，地質・
古生物・動物・植物・プラネタリウムの5
人のスタッフがいます．
今年の夏の特別展（自然分野）では，平

成6年12月に寄託された長谷川善和氏（古
生物）のコレクションをはじめて紹介しま
す．長谷川コレクションは，洞窟堆積物か
ら掘り出した小さな骨片から，恐竜などの
大型脊椎動物の骨まで，約15,000点にもお
よぶ膨大なものです．また文献類は約
20,000点もあります．今回は，そのなかで
ゾウ化石を例にとり，発掘から復元までの
過程を紹介しようとするものです．
＜展示コーナータイトル＞
1．長谷川先生とコレクション
2．ゾウ化石の発掘
3．ゾウ化石のクリーニング
4．ゾウ化石の比較と鑑定
5．ゾウ化石のレプリカ作成

6．アケボノゾウ全身骨格
展示の目玉はアケボノゾウの全身骨格復

元です．滋賀県多賀町で産出した標本をも
とに，レプリカまでを業者にお願いし，そ
の後のバリ取りから復元までは，学芸員と
展示ボランティアが中心になって自前で組
み立てました．また，「ゾウ化石のレプリ
カ作成」コーナーでは，観覧者が実際に骨
格を組み立てることができるように工夫し
ました．
今回の展示は，29名の展示ボランティ

アの協力なくしてはできませんでした．毎
週ボランティア通信「アケボノゾウ」を発
行し，週ごとの作業を示しながら，活動を
してきました．展示の中では，展示ボラン
ティアの活動の様子も紹介する予定です．
長谷川コレクションを材料に，手作りで

行った展示をぜひご覧ください．
会　期：平成10年7月3日～8月30日
休館日：7/6･13･14･15･16･21･27

8/3･10･17･24
観覧料：大人310円

高校生200円，中学生以下無料
交　通：中央道飯田ICから車で15分，

JR飯田駅から徒歩20分，
飯田バスターミナルから徒歩5分

所在地：長野県飯田市追手町2_655
電話：0265_22_8118 Fax：0265_22_5252
夏休み自然相談教室のお知らせ
以下の日程の10 : 00～15 : 00に，小学生

から大人まで，夏休みの自由研究や，地質，
古生物，天文，植物，動物，に関する相談
会と電子顕微鏡観察教室を開きます．
開催日以外でも相談できますので，電話

などで連絡してから来てください．
7月25日（土）・26日（日）：研究のやり方，
天文，キノコ，生物全般，電子顕微鏡
8月1日（土）：化石，骨，化石クリーニン
グと化石レプリカ作りの体験
8月2日（日）：地質，地形，鉱物，電子顕
微鏡
8月8日（土）・9日（日）：研究のまとめ方，
生物全般，昆虫，電子顕微鏡
＊同時期に『人形の魔術師　川本喜八郎展』
（会期：7月18日～8月30日）を開催して
います．合わせてご覧ください．

飯田市美術博物館　

完成間近の多賀町産アケボノゾウ復元骨格

豊橋市自然史博物館
開館10周年記念第13回特別企画展

「地底たんけん―大地と地震
のなぞをさぐれ―」

この特別企画展では，大地の動きや地震
のメカニズムを中心に，わかりやすく紹介
します．展示は，日本を横切る大断層の中
央構造線が活動しはじめた恐竜時代へタイ

ムスリップし，恐竜の世界を体験すること
から始まります．恐竜時代の日本はどんな
様子だったのか，中央構造線はどのように
動いたのか，関係の深い化石や岩石の標本
も紹介しながら，大地の動きやそのしくみ
を解説していきます．
兵庫県南部地震を引き起こした野島断層

のはぎとり標本や郷土の大地のしくみを知
る手がかりとなる岩石・化石などの標本を
多数展示するほか，東海地震に関する最新
の情報や地震対策をしたモデルルームなど
も紹介します．
開催場所：豊橋市自然史博物館　特別企画
展示室
開催期間：平成10年7月17日（金）～9月
15日（火）午前9時～午後4時半
毎週月曜日休館，ただし 7/20 は開館，
7/21は休館
特別企画展観覧料：大人300円，小・中学
生100円
交　通： JR豊橋駅より豊鉄バス約20分
「のんほいパーク前」下車，またはJR二
川駅から徒歩約20分（タクシー約5分）

問い合わせ：豊橋市自然史博物館
（電話0532_41_4747)
記念講演会
「地震に強くなろう―活断層と東海地
震をさぐる―」
期　日：平成10年7月26日（日）13 : 00～
15 : 30
会　場：豊橋市自然史博物館講堂
定　員：先着 100名（無料）
内　容：「愛知県とその周辺の活断層」
講　師：京都大学教授　岡田篤正氏
「東海地震と防災」
講　師：文教大学教授・NHK解説委員
伊藤和明氏
申し込み・問い合わせ：
豊橋市自然史博物館（電話 0532_41_4747）



●三原則を掲げて
当社は1957年（昭和32年）5月に「株式

会社応用地質調査事務所」として設立されま
した．この誕生には，昭和29年に設立され
た財団法人深田地質研究所の活動がありまし
た．それは深田地質研究所が公益事業を目的
として設立された機関であり，昭和30年代
に始まった本格的な国土建設事業のなかで，
多くの機関から調査依頼が相次ぎ，積極的に
請負事業に参加し，より現場に則した調査研
究を行ない，応用地質学の発展を図るために
起した会社でした．
深田地質研究所は，設立にあたって「地質

工学の創造」「地学の普及」「地質技術者の職
域の開拓」を三原則に掲げ，応用地質学に関
する基礎的な研究や地盤の物性に関する試験
および研究を始めました．特に「地質工学の
創造」は，「理学における地質学と，工学に
おける土木工学の境界領域を埋めよう，そし
て役に立つ地質工学を創造しよう」というこ
とでありました．

●企業理念「地質工学の創造」
境界領域を開拓する，とは言っても，簡単

にはいきませんが，初期の段階における取り
組み姿勢の例を紹介します．
依頼された調査については仕事の内容が

「仕様書」に示されますが，常に「プラスア
ルファ」の仕事をしようとしました．現地へ
行く前に，全員でどういう具合に取り組むか，
研究テーマとしては何をすると良いか，議論
をしました．それからやっと担当者は現地に
出かけました．使命感に燃えて，地質調査活
動に入ったのです．
計測機器の開発・販売は，会社設立時から

おこなってきました．工学的な取り組みを行
なうには，客観的なデータが必要であり，そ
のためには測定技術がたいへん重要であると
認識し，創立時から電気技術者も参画し，計
測器の開発を進めてきました．土木建設のた
めのデータとしては，物性，特に力学的・物
理学的な物性値をとらえることが大きな課題
でした．当初は自社の調査に使うために開発
をしていましたが，要請もあって，昭和35
年，計測器を販売するようになりました．調
査部門の営業的な側面から言えば有利なツー
ルとなる測定器を広く同業者などに販売する
ことは，営業上たいへん勇気を必要とするこ

とでしたが，調査技術の発展には計測器の普
及は欠かせないものであり，広く提供するこ
とに踏みきりました．
それから，地震被害が発生すると調査団を

送り，報告書を作り提供しています．これは
昭和39年，新潟地震が発生した際に，自社
の調査団を現地に派遣して独自に地震被害の
調査活動を行ったのが，最初の地震被害調査
団でした．自然の挙動である原始記録を細か
くまず記録しよう，それをきちんと残すこと
が次へのステップに必要だと考えました．そ
のため調査結果は報告書にまとめ，関係機関
に広く配布して利用していただくようにして
きました．
これらは言い換えれば，「生のデータを大

切にしよう」というかけ声のもとに，現在も
引き続き，進めている大きな課題であります．
「地質工学の創造」をめざしてさまざまな事
象に対して真正面から取り組み，解決の糸口
を求めて全力を挙げてきました．

●専門化と総合化
「地質工学の創造」を旗印に掲げて，地質
学と土木工学の境界領域の開拓をめざして
40年，現在では，地球物理学，地球化学，
地形学，気象学，生物学，生態学，農学とい
うような，いわば自然を研究する学問を総動
員して，エレクトロニクス，メカトロニクス
などの力を駆使して，私たちの社会的・経済
的活動との境界領域の開拓，言い換えれば自
然との共生環境を創出しようということに発
展してきました．私たちは豊富になったいろ
いろな情報やデータをまとめ，総合的な理解
をするには，常に地質学をベースに考えるこ
とを基本としています．

●地元化と国際化
当社は現在全国に77の事業所を配し，国

際的に通用する技術でもって地域に密着した
活動を行なうことをめざしています．
地質は地域に特有のものであります．その

ため各地域の地盤を構成する地質や土質特性
に精通しなければなりません．全国にある拠
点はそこぞこの特徴をつかみ，もっとも適切
な地質コンサルタントを行なうことをめざし
ています．
1980年に初めてアメリカに子会社を設立

しました．この会社は石油探査の反射法地震

探査に用いるジオフォンを開発製作する会社
であり，アメリカで地元化することを念頭に
おいて事業を進めました．現在は石油探査関
連だけでなく，海洋探査，地下レーダー，地
震観測など，その分野では世界的にトップの
機器メーカーがグループ会社になっていま
す．
最高水準の技術をもつ各国の研究機関，大

学，企業との交流を図るとともに，アメリカ，
ヨーロッパ，東南アジアにある，20ケ所を
超える世界の事業拠点では，それぞれが地元
化し，その地域において幅広い根づいた活動
を展開しています．
国際社会において日本の役割の一翼を担う

活動を進めており，これが私たちの国際化で
あり地元化です．両者は一直線上にありま
す．

●そして「地質学の普及」―家庭に地質
学を
雲仙普賢岳の噴火や阪神・淡路大震災，さ

らには豊浜の岩盤崩落事故など，最近になっ
て相次いで発生した大きな自然災害によっ
て，私たちは原点に立ち返り，地質学そのも
のについてもっともっと勉強が必要なことを
思い知らされました．私たちは地質学と自然
科学を基礎にした技術力のさらなる向上に取
り組んでいきます．
昨年1997年，私たちは会社創立40周年を

迎えました．近年における通信技術，コンピ
ュータなどのめざましい発達は，新たな可能
性を私たちに与えてくれました．地質学がい
ろいろな分野に活用され，一般の家庭におい
ても地質学が身近なものとして役立つことを
願っています．私たちは地質をベースにした
シンクタンクとして信頼される存在になるこ
とをめざしていきます．

会社概要

・社　名　応用地質株式会社
・設　立　1957年（昭和32年）5月2日
・資本金　161億7460万円
・株　式　東京証券取引所市場第一部
・売上高　423億5660万円（1997年12月期）
・社員数　1484名（1998年4月1日現在）
・本　社　〒102_0073 東京都千代田区九段北4

丁目2番6号
・拠点数　全都道府県に77ケ所
・グループ会社　国内13社，海外23社
・ホームページ　http : www.oyo.co.jp/
・E_mail prosight＠oyonet.oyo.co.jp

（社長室広報部 荒木郷兵）

10 日本地質学会News 1 （ 7）

高精度屈折法地震探査解析例賛助会員
のページ



日本地質学会News 1 （ 7） 11

標記の巡検とシンポジウムが，Istanbul
工科大学（ITU）Aykut Barka教授の主宰
で，1997年8月1日～15日に開催された．
トルコ国外からのシンポジウム参加者は
16名（イスラエル5，日本4，米国4，オー
ストラリア2，イタリア1）で，全員が巡
検に参加した．日本からは地質調査所地震
地質部の粟田泰夫・須貝俊彦，東大地震研
の安間　了（現東工大），早稲田大の坂
幸恭が参加した．
8月1日，シンポジウム：12件の発表が

なされた．活断層調査費用の調達のストラ
テジーに始まって，ロサンゼルス近辺のサ
ンアンドレアス断層の古地震学，安定と考
えられているヨーロッパ大陸北西域での活
断層，死海リフト帯の活構造，オーストラ
リア，エドガー湖の断層崖と，広範な話題
が提供された．粟田は兵庫県南部地震の地
震域周辺における3000年から5000年にさ
かのぼる古地震学の成果を，須貝はNAF
中央部のトレンチ調査の成果を報告した．
この発表に前後して，NAF西端や東端で
のトレンチ調査の報告があり，巡検に向け
て最新のNAF研究成果が披露された．
翌2日より巡検が始まった．NAFのほぼ

全延長を対象とした初めての国際巡検であ
る．案内にはBarka教授をはじめとする4
名のITU関係者があたった.
NAFの東端に近いErzincanに飛び，こ

こからバスでNAFに沿って西へ移動しな
がら，Barka教授らが断層の変位量や地震
のマグニチュードを推定した地点やトルコ
と日本・米国の研究機関が共同実施したト
レンチ調査地点を訪れた．途中，遺跡や市
場などの見学が織りこまれており，異国を
訪れた巡検参加者への配慮がうかがわれ
た．
NAFは世界でも有数の長さと変位速度

を有する右横ずれ断層で，左横ずれ断層で
ある東アナトリア断層と共にトルコ・マイ

クロプレートの境界をなしている．トル
コ・プレートは，東方でのアラビア・プレ
ートとユーラシア・プレートとの衝突に伴
い，両断層に沿って絞り出されるように5
～20mm/年の速度で西へ移動中とされて
いる．NAFは1939，42，43，44，57，67
年に大地震を発生させ，地震ごとにその断
層破壊領域が順次西方へ移動した．
主要な断層地形や露頭は，いずれ口絵で

紹介するので，小文では巡検のあらましを
行程を追って記述する．
1日目（Erzincan盆地東部）：まず，奥村

氏（広島大）が1992年に，Barka教授らが
93年に開いたトレンチサイトを訪れた．
この地域は1939年と92年の地震の際に断
層変位があった地域で，地下水脈が断ち切
られ，断層崖が見られないところでも断層
を境に植物群落の分布が変わっているのが
明瞭に観察された．変位マーカーとしての
堆積物の安定した供給と年代測定のための
泥炭層の発達状況を考慮して，いかにトレ
ンチサイトを選定するかという議論がなさ
れた．Erzincan盆地に分布する第四紀火山
岩の成因はまだよく分かっていないようで
あるが，NAFに沿って間欠泉が見られる
など，活発な地熱活動が続いているらしい．
次いで地震発生の3週間前に組成変化が見
られたという天然炭酸水の工場を訪れた．
2日目（Erzincan盆地中央部）：この日は，
クルド人との係争地に近いということで，
銃を携行した護衛の兵士付き．Janda-ruma
と呼ばれるこれらの兵士は，地方にあって

は治安警察と憲兵を兼ねている．
Erzincan盆地は中新世後期から更新世に

かけてプルアパート盆地として発達した
が，現在ではトランスプレッションを受け
ている．このことは完新世の河川堆積物が
褶曲していることからも明らかである．こ
の日は，このような構造発達史の検証を中
心に，盆地北縁を走るNAFを見学した．
盆地の北を限るはだかの山肌には更新世礫
岩とNAFを介してこれに乗り上げている
蛇紋岩が茶色と薄紫色のバンドをなして
延々と続いている．そのNAFを最初のス
トップで確認．そのすぐ近くでは1939年
の活動でクリークと並木が3m変位してい
る．午後に訪れたBahik村では，小規模で
はあるが教科書的なフラワー構造，リッジ
やガリのずれが観察された．
3日目（Erzincan盆地西部）：1939年の

地震では無傷であったものの，92年の地
震で被害を受けたトルコ国鉄Erzincan駅
舎を見学．39年の断層はErzincan付近か
ら西方に伝播していったのに対して，92
年の断層の伝播方向はErzincan向きであ
ったそうである．Mihar村ではガリのずれ，
シャッターリッジを観察．この大きなシャ
ッターリッジは河床のデブリを堰止めてお
り，その成長の速さがうかがえる．Karadag
では高原状の山頂部をNAFが走っており，
これに沿うせせらぎの水が小規模なプルア
パートによって溜まったサグポンドが数珠
つなぎとなっている．さらに西方で39年
地震でずれた橋などを見学．このあたりの
変位は6～9mに達しているようである．
4日目（Erzincan→Tokat）：倒壊した建

物跡の更地がいまだに残る市街地を見学し
た後，3泊したErzincanを離れて西への移
動を開始．1939年断層変位の中心部で並
木の変位などを観察した．昼食がてらに立
ち寄ったBaro湖畔では，第四紀堆積物か
らなる丘陵がおよそ1kmの総変位を受け
ているとのことであった．
余談ではあるが，巡検中の昼食はたいて

いピクニック方式で，案内者が用意したハ
ム，チーズや野菜をパンにくるんで食した．
デザートの果物でしめくくる頃には，ワイ
ンもまわって木陰でまどろむ人も．早朝4

トルコ，北アナトリア断層（NAF）巡検と
国際シンポジウム“Recent Developments
on Active Fault Studies”参加報告 NAFの断層線崖（Erzincan付近）

学協会・研究会報告
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時から礼拝を呼びかけるマザーンがけたた
ましく鳴り響くイスラム国家でありなが
ら，トルコは飲酒の制限が厳しくはなく，
昼食ごとにワインを，夕食会ではビールや
ワイン，さらにはトルコ焼酎のラクを楽し
むことができた．
最後にNAF沿いに噴出した石灰分に富

む熱水がつくった高さ数10mもの壮大な
トラバーチンの丘を見学した．
5日目（Tokat→Amasya）：Tokatの骨董

屋を冷やかしたり染め物工場をのぞいてく
つろいだ後，1939年変位と42年変位のジ
ョグに発達するNiksar盆地を遠望．朝か
らの小雨まじりの曇天に，展望が今ひとつ
冴えなかったのは残念であった．さらにサ
グポンドなどの断層地形を観察．午後，42
年地震で変位したという墳墓を探すが見つ
からない．「いくら悠長な村人だからとい
って地震で壊された先祖の墓を50年も放
っておくものか」ということでケリがつく．
なおも諦め切れずに未練がましく探し続け
るBarka教授によれば，数年前に訪れた時
にはまだずれたままであったとのこと．こ
こに限らず変位が修復されているケースが
いくつかあったが，地元の人たちが，たま
にやって来る地震屋のために何十年間も地
震のずれをとっておいてくれるわけがな
い．43年変位の東端あたりで断層で切ら
れた堆積物を見学した後，珍しく明るいう
ちに宿泊地のAmasyaに着き，岩肌に紀元
前の洞窟遺跡が残る美しい町を散策した．
6日目（Amasya→Çorum）：1943年変

位沿いに断層地形を観察，畑の畝や農道，
柵の変位を測定した．Destek村では元警
察署長氏がこの地震の体験談を語りなが
ら，村落の隅から隅まで地震変位の痕跡を
案内してくれた．ヨーグルトを水で薄めた
ようなアイランなる自家製の飲み物を村人
にふるまっていただく．この後，蛇行する
川の流れを何度も横切って，中新世と更新
世の堆積岩がNAFで接している様子を見
学した．
7日目（Çorum→Tosya）：この日は断

層を離れてAlacaのヒッタイト遺跡巡り．

剣を逆さにして大地に突き刺しているヒッ
タイトの地震の神様は，さしずめナマズ退
治の最中といったところ．次いでBarka教
授お好みの絨毯屋で締めくくり．
8日目（Tosya→Safranbolu）：1943年地

震の変位地域を中心に見学．Tosya付近の
丘の上から俯瞰すると，ずれた沢，サグポ
ンド，シャッターリッジなどの断層地形が
300mほどの区間に連なっているのが分か
る．Ilgas付近の断層地形や43年地震の変
位（2～3m程度）を観察した後，43年変
位と44年変位の境あたりに位置する須貝
のトレンチを見学．
9日目（Safranbolu→Bolu）：雷雨上がり

のSafranboluの町並みをヌムリテス石灰岩
がなす丘の上から眺める．最初のストップ
はIsmetpasaのクリープ断層．この断層ク
リープ区間は連続性に乏しく，わずかに数
百mにすぎないという．1957年に建設さ
れた石垣が40 cmほど変位している．次い
で44年変位の断層地形とガリの変位（総
変位量28 m，1回の変位がおよそ5.5 m）
を観察．Gerede の東方では，奥村他
（1989）が2000年の間に7回のイベントを
識別し，1.7 cm/年の変位速度を得たとい
うトレンチ跡を訪ねる．さらに，完新世の
デブリ堆積物を切る断層や段丘の変位，採
石場の見事な断層面を観察．
10日目（Bolu→ Iznik）：Bolu郊外の道

や畑の側溝の変位の見学から始まった．参
加者の一人，Cluff氏が1970年代にNAFを
トレースした時に撮影した写真と比較しな
がらの思い出話を傾聴した．Iznik湖の東
方で池田氏（東大）のトレンチ跡とBarka
教授のトレンチサイトに寄った．このあた
りでは，どこでも掘りさえすればビザンチ
ンやオスマン・トルコの遺物が出て，層準
決定の手掛かりになるとのことである．た
だし，ここでは堆積速度が大きすぎてトレ
ンチ調査には最適ではなかったらしい．ト
レンチサイトを選定するにあたっていかに
地形を的確に読むか，参加者がそれぞれの
失敗談を披露しあってひとくさり．
11日目（Iznik→Istanbul）：雨のIznik市

内を見物の後，マルマラ海沿岸のGemlik
で昼食．羊肉の照り焼きサンドイッチ（ド
ネル・ケバブ）を食する．午後，マルマラ

海南岸でトランステンションを物語る正断
層が発達する鮮新世堆積物を見る．マルマ
ラ海もプルアパート盆地であるらしい．
12日目（Istanbul→Gelibolu）：1912年に

活動があったマルマラ海西岸地域で，緩や
かな丘陵地帯を走る断層の地形を観察す
る．参加者の一人Rockwell氏のトレンチ
サイトを訪れて議論を交えた後，第一次世
界大戦中にムスタファ・ケマル将軍（後の
初代大統領アタチュルク）が戦功を挙げて
名を成したガリポリ半島に足を延ばした．
オーストラリア・ニュージーランド混成軍
と迎え撃つトルコ軍の双方で戦死者数万人
という最大の激戦地である．午後5時頃，
ダルダネス海峡から潮風が吹きつけるレス
トランで昼食とも夕食ともつかぬ食事をと
った（つまりこの日はこの時間まで昼食抜
き）．黒海やマルマラ海の段丘面の高さに
ついて一日巡検案内者のロシア人研究者か
ら説明を受けたが，第四紀の海水準変動に
ついて，研究者ごとにかなり深刻な認識の
違いがあることが認められた．これをもっ
て野外巡検を終了．Istanbulの宿舎に着い
た時には翌日の午前1時をまわっていた．
13日目（Istanbul）：最終日の午前は

Istanbul旧市街の遺跡巡り．午後はボスポ
ラス海峡でボートツアーを楽しむ．この日
の巡検打ち上げの夕食会では，ITUの名物
教授Ceral Sengör氏がホストとして我々
を歓待してくださった．
一つのプレート境界断層を2週間近くに

わたってトレースするような巡検は希有な
企画である．これに参加し，各国の第一線
で活躍する古地震学者と露頭で議論する機
会を得たことは，非常に良い体験であった．
最後に，巡検案内の労をとられ，周到な巡
検案内書やNAF関連資料集を作成してく
ださったBarka教授，助手のDr. Serder
AkyuzとDr. Hidir Aygul，院生のArzu
Sekirden嬢，以上4名のITU関係者に厚く
お礼申し上げます．

（安間　了・須貝俊彦・粟田泰夫・坂　幸恭）

④

護衛の兵士（Jandaruma）

丘陵斜面の沢のずれ（Mihar村)

Barka教授（左）と元警察署長氏
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1998 年 4 月 13 日から 17 日まで IAS
（International Association of Sedimento-
logists）の4年に一度の学会がスペインの
アリカンテで行われた．アリカンテは地中
海沿岸のリゾート地でマドリッドから電車
で数時間のところにある．私はアリカンテ
での学会とそのあとの巡検のひとつに参加
した．
学　会　編
4月12日：マドリッドから空路でアリカン
テ空港着．ホテルはなんとか英語が通じる
アットホームなところであった．ご飯を食
べに行くと，スペインが時間帯の西のはじ
にあることとサマータイム中であることか
ら8時を過ぎてもまだ昼過ぎのように明る
く，海岸沿いの遊歩道を人々がぞろぞろと
散策していた．
この日は海岸沿いの大きなホテルで先行
受付とice breaking partyがあった．ホテ
ルにもうけられた臨時の受付で名前を告げ
るとずいぶん重いデイパックをくれるの
で，何かと思って中を見ると電話帳のよう
に厚いabstractが入っていた．この厚さと
重さには後々まで悩まされた．
4月13日：朝8時15分に海岸沿いのホテル
前から会場までバスが出るのでそれに乗
る．会場は設立からまだ7年目のぴかぴか
のアリカンテ大学が使われた．町からハイ
ウェイで30分ほどである．発表は講義室
を8つ使い，ポスターセッションはその建
物の廊下で行われた．ちょうど学会が行わ
れている期間大学はテスト中だったらし
く，学生の姿はほとんど見かけなかった．
発表は朝の9時から始まり，途中コーヒ

ーブレイクを2回と昼御飯の休憩を挟んで
なんと夜の7時まであった．これはきいて
いるだけでも体力的にかなりきついものが
あった．しかも，英語がまるで分からない．
2日目くらいまでは事前にabstractを読ん
で話の流れをつかんでから聞いていたのだ
が，後半はそれも追いつかなくなった．特
にネイティブの若手研究者の英語は早口で

まったく理解できなかった．
初日にまず日本の学会と違うと気づいた

点は中年の女性研究者が多いことである．
かっこいいおばさん達が連れだって議論し
ながら歩いている光景は大変新鮮だった．
また，日頃参照しているテキストの著者の
ように著名な人々を生で見られたことも感
動した．
結局私は発表をキャンセルしたので

short courseと巡検を楽しみに来ていたの
だが，私が申し込んだshort courseは当日
になって中止になってしまい大変残念だっ
た．
4月 14日： 2日目も9時から7時まで口頭
発表が続く．会場から町までは前述の通り
バスで30分あるためちょっと町で時間を
つぶして等ということはできない．しかも
シャトルバスは朝と夕以外は1時間に1本
で昼御飯の時間を挟んで3時間はそれも出
ておらず，陸の孤島であった．初日は日が
暮れるのが遅いので驚いたが，昼御飯の時
間もスペイン時間で設定されており，プロ
グラムでは1時半から3時までが昼休みに
なっていた．夕方（といっても実際の光景
は昼過ぎといったところであろうか）セッ
ションが終わってシャトルバスで街へ帰
り，定食屋のようなところでご飯を食べて
いると9時頃にやっと日が暮れかけてくる
といった具合であった．
ポスターセッションも含め発表はさすが

にスペインの地層に関するものが多かっ
た．また，regional geologyやある用語
（hyperconcentrated flowなど）に関するレ
ビューがあったり，発表にもいろいろな種
類のものがあることがわかった．ホールで
の口頭発表と違ってポスターセッションは
下手な英語でも気軽に質問できるのであり
がたかった．
4月15日：日程も中日にさしかかり，この
日の午後はsocial programという半日の巡
検or観光旅行が予定されていた．私はそ
れには参加せず，町を散策した．

夜はGARA DINNERという名の晩餐会
が街のはずれの古い城で催され，ゴージャ
スな一時を過ごした．お互いにまるで知ら
ない人々同士が研究だけを手がかりに集ま
ってご飯を食べている，と思うと不思議な
光景であった．しかも食事があらかた終わ
った頃，舞台にドレスを着た4人の踊り子
が現れ，フラメンコを踊ってくれた．ホテ
ルに帰り着いたのは1時過ぎだった．
4月16日：昨日の晩餐会の影響で，この日
の午前中は発表を聞いている人がずいぶん
少なかった．この日は口頭発表は5時で終
わり，general assembly（総会のようなも
の？）が講堂で行われ，次回の学会の場所
などが発表された．後日人づてに聞いたと
ころによると次回は2002年に南アフリカ
で開催されるそうである．
4月17日：最終日もプログラムでは夜7時
まで口頭発表が続くことになっていたが，
相次ぐキャンセルに伴って全体が繰り上げ
られ5時に終わった．
巡　検　編
4月 18日：夕方から19日～20日の学会巡
検に参加するためグラナダへ向かった．ア
リカンテからグラナダまでは高速バスで6
時間かかった．グラナダでは巡検主催者の
所属するグラナダ大学理学部の真ん前にあ
る超高級ホテルが予約されていた．
4月19日：朝ホテルのロビーに集合し，グ
ラナダ大学のDr.Viserasの案内でバスで30
分ほどかけてGuadixという町の近くの目
的地へ向かう．巡検の対象はPlioceneの
alluvial fan～lacustrineの堆積物で，初日
はそれらの堆積物を収めているGuadix
Basinを一通り見せてくれた．なんといっ
ても露頭がすばらしく，柱状図など取らな
くてもちょっと高みに登れば堆積盆（数十
km四方）の構造が手に取るようにわかる
という（写真1），日本人には嘘のような
なフィールドであった（逆に日本ではどう
やって地質調査をするのか不思議がられ
た）．もちろんここへ来る以前にスペイン
の論文を読んでいてその存在は知っていた
わけだが，実際自分の目で見るとそのスケ
ールに圧倒されっぱなしだった．
参加者はスペインから一人，イタリアか

ら一人，サウジアラビアから4人，アメリ
カから3人（夫婦一組含む），私を含め日
本人が3人，それにグラナダ大の案内者と
助手の大学院生1人を入れて計14人（男性
10名，女性4名）．案内者Dr. Viserasの英
語は分かりやすくて大変ありがたかった．
この巡検でも，集合は午前8時半だが解散
も午後8時半で食事はそれからという，ス

写真1：Guadix Basinの南端から北西部をのぞむ．
画面中央部より上の白っぽい地形がlongtudinal
Systemだそうである．Plestoceneの段丘面もその
まま保存されている．

15th International Sedimentological Congress in Alicante
参加報告レポート
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ペイン時間ならではのスケジュールで行わ
れた．
4月20日：巡検2日目はalluvial fanからflu-
vial（写真2），lacustrineへと各堆積相を詳
しく見ていった．堆積システムには堆積盆
の長軸に沿ったlongitudinal systemと，そ
れに高角で流れ込むtransverse systemが
あるのだが，それらが指交しているのが露
頭の色ではっきりと，まるで模式図のよう
にわかってしまうのであった．とにかくす

べてが教科書のようにすばらしく分かりや
すかった．学部生も沢でヒルと戦う前にこ
ういう露頭を見ておくと，堆積学に対する
イメージも変わるのではないだろうか．
最後の露頭の手前に沈下橋（道路の上を

浅く川が流れている）があって，バスで渡
っている風景をDr. Viserasが写真に撮っ
た時にサウジアラビア人の一人が‘We
are exotic gravels!’という冗談を言った．
この巡検は案内者も含め皆つねに冗談ばか

り言っていて，気さくで，楽しい巡検だっ
た．
その晩はDr. Viserasの奥様（彼女も

geologist）が登場し，彼らの行きつけのこ
ぢんまりしたレストランで皆で夕食を取っ
た．スペイン時間ではディナーは夜10時
からなので，終わってホテルに戻ると午前
2時であった．
ま　と　め
口頭発表がまるでわからなかったのは予

想外だったが，いろいろな研究者に会って
いろいろな話を聞いたことで得るものは多
かった．特に巡検は参加して大正解であっ
た．

（小松原純子）

写真2：湖成岩にパルス的に入ってくるchannel．
教科書のような露頭がそこかしこにあった．

今年の105年年会（松本大会）の一般発
表のセッションが，「日本地質学会News
vol. 1 No. 5」に発表され，一般発表の申し
込みが始められた．
まず，細分されたテーマと53というセ

ッションの数に驚かされた．さらに，各
セッションには「…を議論したい．…を
検討・討論したい．…を募集する」など
のコメント付きである．
従来の地質学会の年会での一般発表は，

幅広いテーマのセッションの中で，自由
に，気軽に発表が行われてきたのではな
かろうか．
参考までに，過去10年間のセッション

数を下表に示した．セッションの数が急
増したのは，昨年と今回のごく最近，104
年年会からであり，そのテーマも大きく
変わり，それまで継続して設置されてき
たセッション，例えば，「第四紀」という
セッションが姿を消し，関係者の不満が
聞かれた．
私は小間切れで，しかも異常ともいえ

る数のセッションについて，主に次の理
由から賛成できない．

q1w 今年のように，コメント付きで細
分化されたセッションでは，各セッショ
ンにビッタリあった研究テーマを持つ会
員にとってはよいかも知れないけれど，
より広いテーマで研究を進めている会員

にとっては，どのセッションが自分のテー
マに合うのか，セッション選びに苦労する
のでは，なかろうか．一般発表のセッショ
ンゆえに，もう少し広いテーマでまとめら
れたセッションのほうが発表しやすいと私
は考える．

q2w 今回のように細分化されたセッショ
ンでは，分野ごとに絞り込んだテーマの討
論は進むが，隣接分野からの意見や質疑が
行われにくく，学際的な研究は育ちにくい
と考える．

q3w 地質学会の会員構成は，会社関係者
と教師層の占める割合が，他の地学関連学
会に比べて多いという特徴がある．私もそ
の一人である．私が年会に参加する意義は，
「自分の発表」と「私が興味を持つ分野の

研究の最近の流れ」を幅広く知りたいから
であり，同じ思いの会員も多いと思う．地
質学会の討論会は勿論，年会の発表も，会
員の発表の機会の提供と会員に対する普及
の役割を持つと私は考える．このためには，
幅広いテーマのセッションの会場で，最近
の動向を，じっくり聞くことができるのが
よいのではと思う．
年会の企画に関係した方々の「新しい方

向の開拓」「活性化」の意欲は感じ取れる
けれども，会員の関心が高い「年会のあり
方」や「学会の活性化」については，是非，
会員の意見を十分に聞いて検討し，その上
で慎重に進めていただくことを強く要望し
たい．

今年の年会（105年年会）のセッションについて一言
倉林三郎

会員の声

表　年会ごとのセッションの数の変化
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千葉日報社　1997年発行，A5判，207
ページ，定価2,500円（本体）

本書は「500万県民のために」と言うのが
口癖の楡井　久さんのいわば公約の一端を具
象化した本である．阪神・淡路大震災以降，
地震に関する本は数えきれないくらい出版さ
れたが，ひとつの県に焦点をあてたこの種の
出版物はめずらしい．その背景は本書の「は
じめに」に詳しく述べられているが，一口で
紹介すれば，県単位の地震防災ボランティア
「千葉同心クラブ」の存在であろうか．地方
自治体の研究機関に籍を置いていた監修者が
兵庫県南部地震の発生以前から，このクラブ
の一員として内外の地震について調査し，そ
れを千葉県に当てはめて解説したりしてきた
結果をまとめたのがこの本のようである．
内容は大きく2部に分けられている．第1

部は「房総の地震」，第2部は「阪神・淡路
大震災に学ぶ」と題されたシンポジウムの講
演論文が収録されている．第1部は明記され
ていないがたぶん楡井　久さん著で，第2部
は討論会の記録以外はシンポジウムの各講演
者が執筆している．
第1部は，5章からなる．第1章の「都市

化と大震災」では，都市化が進んだ地域を襲
う巨大地震の恐ろしさや阪神・淡路大震災で
検証された普段からの防災計画の重要性が述
べられている．ここでは，自治体の職員とし
ての実感をこめて，大きな震災の際には自治
体といえども限界があり，最終的には住民個
人個人がその行動を即座に決定し，それに責
任を持たなければならないとしている．その
ためには地震をよく知り，備えを固めておか

なければならないとし，本書の意義を言外に
こめて強調している．
第2章の「活断層と地震」では，地震の起

こるしくみや地震に関する用語の解説を経
て，千葉県に関連した海溝型地震と直下型地
震の説明が述べられている．前者については
かなり明確に解説されているが，後者につい
ては，そのメカニズムがまだ解明されていな
いとし，いくつかの可能性について示唆する
に止めている．活断層についてはその種類や
動きについて詳しく紹介されているので，一
般の読者にもわかりやすいと思われる．また，
地震波の伝播についての新しい考え方である
フォーカシングなども紹介されているが，総
じて地震波関係の解説には一般読者にとって
は難しい記述が目立つ．監修者の持論である
「yビーム地震帯」がプレートテクトニクス
では説明できないとする部分も同様であろう
か．
第3章「房総の活断層と地震の可能性」で

は，房総半島の地質や活断層の分布が詳しく
述べられ，それに基づいて過去の主要な地震
の発生メカニズムの解説と津波を含む被害の
概要が盛られている．この部分は30年近く
千葉県をくまなく歩いてきた監修者の面目躍
如というところで，紹介されている図表類も
よくまとまっている．例えば，千葉県の活断
層分布図には「活断層研究会（1991）」，「角
田史雄（1990）」，「嶋ほか（1976，1978，
1981）」など，従来の研究を網羅し，かつ，
より詳しく知りたい人のための文献の紹介も
なされている．
第4章「液状化・流動化の防止対策」では，
新潟地震から注目されはじめた液状化と流動
化について，その現象やメカニズムについて
解説されている．実際に液状化して噴砂孔を
もつ現場での発掘調査などが紹介されている
（この説明中の詳しい断面図は難解である
が）．ついで，このような現象が起きやすい
地質条件についての説明があり，とくに人工
用地で発生する可能性が大きいことが指摘さ
れている．また，このような危険地帯での地
質改良（常々監修者は「地盤」改良のような
用語はおかしいと言っておられるので）工法
のひとつである「ヘチマドレーン工法」を紹
介している．
第5章「阪神・淡路大震災からの伝言」で

は近年の地震被害のなかで新たに浮上してき
た「地質環境破壊」について述べられている．
主なものとして都市化の外縁部への発展がも
たらした土砂災害や地震によって破壊された
工場や器物からの化学物質の漏洩による「地
質環境汚染」，災害廃棄物の焼却による有害
物質の散乱などがあげられている．この章の
最後で筆者（？）は防災問題の解決には「行
政，企業，住民の3者が（中略）科学的な発
想の転換をも含めて話し合う」ことが大切だ
と結論付けている．
第2部では1997年2月28日に開催されたシ

ンポジウム「阪神・淡路大震災からの都市耐
震システムへの教訓」での総合討論の記録と

各話題提供者の講演論文が収録されている．
以下にその演者と演題を紹介しておく．
赤松純平「阪神・淡路大震災を起こした地震
と被害の実態」，伊藤和明「内陸直下型地震
と活断層」，楡井　久「兵庫県南部地震の液
状化・流動化被害」，亀田弘行「ライフライ
ンの被害と復旧過程の特徴」，岩井　哲「建
物の耐震設計法と被害の特徴」，北原昭雄
「建築構造物の被害分布とその特徴」，角本
繁「災害情報と地理情報システム（GIS）」，
鈴木喜計「震災復興と震災地質汚染」．
いずれの論文も10ページ程度の短いもの

であるが，要領よくまとめられている．地震
に対する他方面の分野での成果を概観するの
には役に立つ良い論文集であろう．
たぶん，このような本の企画は各所で行わ

れているものと思われるが，寡聞にして評者
は他の都道府県の類書を知らない．地質学の
普及のためにも，より多くの地域でこのよう
な本の出版を願うものである．

（熊井久雄）

日本図書刊行会　1998年5月発行，A5
判，179ページ，定価1,500円（本体）

アンデスの山の中で立ち寄った食堂の娘
が，著者が石油の仕事をしていると聞いて，
即座に「じゃあ，地質屋さんね」と言い当て
たというエピソードに始まる本書は，現代生
活に無くてはならぬ石油を，世界で2番目に
多く消費しているにもかかわらず，石油と地
質学との結びつきなど思いもつかないような
一般の日本人に，その関係を噛んで含めるよ
うに解説するとともに，石油の開発の手順と
その難しさ，そしてその歴史にいたるまでを，
解りやすくコンパクトにまとめた読み物であ
る．
本書の構成は，
第1章　石油はどうして出来たか
第2章　貯留岩と根源岩
第3章　炭酸塩岩油層
第4章　中東になぜ石油が多いか
第5章　石油探鉱とその技術の歴史

「石油の謎をさぐる」

樋口　雄　著

紹　介

検証・房総の地震

―首都機能を守るために―

楡井　久監修
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第6章　石油探鉱・開発の手順と石油開
発という仕事の特殊性

第7章　石油開発に関する“Q＆A”
となっており，第1，2章で，最近ようや

く定説化するようになったケロジェン成因説
にたどり着くまでの石油鉱床成因論をざっと
紹介した後，第3，4章では，これまであま
り論じられることの少なかった炭酸塩岩を貯
留層とする鉱床の成因論，特に炭酸塩岩油層
形成における石油の短距離移動論が述べられ
ており，中東に大油田が集中している訳が，
長年中東で仕事をしてきた著者ならではの大
きな説得力を持って語られている．第5章で
は，世界および日本における石油開発技術の
歴史がレビューされているが，技術解説を目

的とした書でないせいもあって，多少物足り
ない感じがする．もう少しページを割いて，
技術そのものを紹介してあるとより理解しや
すかったように思う．第6章では，石油開発
という事業においては，決して石油地質学と
いう学問や，開発技術というテクノロジーだ
けではなく，そうしたものを基礎として組み
合わせた上での意思決定が最も重要だとの指
摘がなされ，ここにも実務で苦労して来た著
者の哲学が披瀝されていて興味深い．第7章
は私もこれまでに何度も，時には地質屋から
さえも受けて来たいくつかの質問に要領よく
答えるものである．
本書の副題は「6億年の自然の恵み」とな

っている．全文を通じて，石油がいかに貴重

なものであり，一滴たりとも無駄にせず大事
に大事に使って行くべきものなのであるか，
という，著者の切なる思いが伝わってくる．
これからのライフスタイルを考える上で多く
の人に読んで貰いたい書であると同時に，日
本地質学会の地質屋たる者，アンデスの少女
に「石油はどうして出来たの？どうやって探
すの？」と聞かれても困らないために，本書
に書いてある位のことは知っておいて欲しい
ものである．
なお本書を購入希望される人は発売元（近

代文芸社　電話 03_3942_0869 Fax 03_

3943_1232）に申込まれたい．
（猪間明俊）

ご案内

最新地質図発表会と夏休み地球何

でも相談
日　時：1998年8月21日（金）9 : 30_16 : 30
場　所：通産省工業技術院地質調査所（茨城
県つくば市）
入場無料
内　容：（1）最新地質図発表会　5万分の
1・20万分の1地質図幅，活構造図「東京」，
兵庫県南部地震断層図などの新刊地質図類
を展示．平易な説明文のほか昼休みには著
者が内容について説明．（2）夏休み地球何
でも相談　岩石・鉱物・化石に関する質問
に専門の研究者が答えます．植物化石のク
リーニング体験学習では30万年前の植物
の化石をハンマーとたがねを使って石から
取り出す．来場者に水晶の標本・オリジナ
ルポスターをプレゼント．
問い合わせ先：地質調査所総務部広報係
電話 0298_54_3520 Fax 0298_54_3504
ホームページ：http : //www.gsj.go.jp/Home
PageJP.html

［最新地質図発表会］

［夏休み地球何でも相談］

時　間：9 : 30_16 : 00
場　所：地質調査所地質標本館入口ホール，
多目的展示室
内　容： q1w地球何でも相談（無料）

q2w植物化石のクリーニング体験学
習（無料）
－石を割って化石を探そう－

地球何でも相談：岩石・鉱物・化石に関す
る相談を受け付けます．夏休みに山や川に行
って採集した岩石や鉱物や化石などのことで
わからないことがありましたら，気軽に持っ
てきてください．専門の研究者が質問にお答
えします．
植物化石のクリーニング体験学習：約30

万年前に栃木県塩原地方の古い湖の底にたま
った地層から見つかった植物の葉や実の化石
を材料にして，実際にハンマーとたがねを使
って石から化石を取り出し，自分で学名をつ
けてみませんか？　取り出した化石はそのま
ま記念にお持ち帰りになれます．
当日相談に来られた方にはもれなく水晶の

標本をさしあげます．また，地質標本館オリ
ジナルの教育・学習用ポスター「地球と生物
の歴史（年表）」，「放散虫化石と海洋プレー
ト層序」，「五角十二面体結晶模型（展開図）」，
「伊豆大島火山の歴史と露頭」を無料で配布
いたします．地学の授業や学習に活用できま
す．
なお，以上はすべて無料で，予約の必要は

ありません．
問い合わせ先：地質調査所地質標本館事務室
電話 0298_54_3751 Fax 0298_54_3746
交通：
・東京駅八重洲南口から，常磐高速バスつく
ばセンター行き（12_15分間隔），並木大
橋　下車　徒歩12分
・JR常磐線荒川沖駅東口から関東鉄道バス
筑波大学中央行き，並木2丁目下車　徒歩
5分
・常磐自動車道桜土浦ICから5分

第 6回日本水環境学会市民セミナー
（旧称シンポジウム）のご案内

「いま水環境について私たちが知
りたいこと」―水環境をめぐる新
たな問題とその対策―
主　催：（社）日本水環境学会
現在，私たちを取り巻く環境問題について

はさまざまな対策がとられていますが，なお
新たな問題が次々と生じており，マスコミ等
を通じて私たちの知るところとなっておりま
す．今回の市民セミナーは，これら最近の環
境問題のうち，水環境に関連するものについ
て，専門家の解説により現状を明らかにする
とともに，解決にむけた今後の方向を探りた
いと考え，企画いたしました．多数の社会
人・学生の方々の参加をお待ちしておりま
す．
日　時：1998年8月28日（金）10 : 00～16 : 40
場　所：北とぴあ飛鳥ホール（東京都北区王
子1_11_1）
JR京浜東北線・地下鉄南北線，王子駅前
参加費：無料（先着280名）
申込方法：ハガキまたはFaxに①参加者氏名
（フリガナ），②会員・非会員の別，③会員
の場合は会員番号（ただし，学生会員は不
要），④連絡先（所属団体名，住所および
電話・Fax番号）をご記入の上，下記まで
お申し込みください．参加申込みを受け付
けた方には参加証（講演資料集引換券）を
お送りいたします．
申し込み先：（社）日本水環境学会　市民セミ
ナー係
〒160_0003 東京都新宿区本塩町12 四谷
ニューマンション307号　
電話03_3351_2272 Fax 03_3351_2317
E-mail : jswe＠mb.infoweb.ne.jp
プログラム

9 : 40_10 : 00 受付
10 : 00_10 : 10 開会の挨拶
10 : 10_11 : 10 飲み水の微生物による汚染と

その対策
麻布大学環境保健学部　平田　強

11 : 20_12 : 20 硝酸性窒素による地下水汚染
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の現状と対策
筑波大学地球科学系　田瀬則雄

13 : 20_14 : 20 日本における環境ホルモン汚
染の現状と対策

横浜市立大学総合理学部　井口泰泉
14 : 20_15 : 20 ダイオキシン汚染の現状と対

策
高知大学学長　立川　涼

15 : 35_16 : 35 非イオン界面活性剤をめぐる
現状と対策

神奈川工科大学応用化学科　菊地幹夫
16 : 35_16 : 40 閉会の挨拶
講師の都合等で内容に一部変更のある場合
があります．

第1回日本水環境学会シンポジウ
ム参加案内
従来，年会時に一般研究発表と同時開催さ
れていた研究委員会主催のシンポジウムが，
本年度より独立し，9月8日～9日の2日間，
第1回日本水環境学会シンポジウムとして琵
琶湖畔で開催されることとなりました．概略
は次のとおりです．会員，非会員を問わず多
数の方々の参加をお待ちしています．
期　日：1998年9月8日（火）～9日（水）
場　所：立命館大学びわこ・くさつキャンパ
ス（BKC）（草津市野路東1_1_1）
交　通：JR東海道本線「南草津駅」下車立
命館大学行きバス10分
プログラム：

9月8日（火）9 : 30～17 : 30
・非イオン界面活性剤に関する最近の動向
（発表8件）
・新しい小規模水処理技術と維持管理（発表
7件）
・沿岸海域環境の現状と将来展望（発表10
件）
・環境ホルモンとMS分析（発表14件，ポス
ター発表6件）
・生物膜法を活用した高度処理のための技術
開発と行政動向（発表7件）
・水系のクリプトスポリジウム汚染と対策
（発表7件）
懇親会（18 : 00～20 : 00）
9月9日（水）9 : 00～17 : 00
・生活環境と化学物質（発表6件）
・嫌気性微生物生態学の新たな展開（発表
11件）
・ディフューズポリューションの現状と課題
（発表15件）
・内分泌系撹乱物質に関する最近の話題（発
表4件）
・ポピュレーションダイナミックス解析手法
の評価とその異議―ポピュレーション解析
は何を明らかにしたか―（発表9件）
・これまでの市民による水辺環境調査におけ
る環境教育的課題の発見と展望（発表8件）
参加費：
会員5,000円（予約）/6,000円（当日），
学生3,000円（予約）/4,000円（当日）

非会員8,000円（予約）/10,000円（当日）
懇親会：5,000円（予約，当日とも）
予約申し込み：所定の申し込み用紙に必要事
項を記入の上，下記にお申し込みください．
同時に参加費を銀行振り込みまたは郵便振
替にて指定口座にお振り込みください．ま
た，現金審書留をご利用の場合は参加申し
込み書を必ず同封してください．
予約申し込み締め切り：1998年8月7日（金）
消印有効（以降は当日扱いとなります．）

送金方法：振込先銀行東京三菱銀行市ヶ谷支
店（普）948527（社）日本水環境学会名義
郵便振替00170_4_50614
加入者名（社）日本水環境学会
通信欄にシンポジウム参加費と明記してく
ださい．
申し込み，送付・問い合わせ先：
〒160_0003 新宿区本塩町12 四谷ニュー
マンション307（社）日本水環境学会シン
ポジウム係　
電話 03_3351_2272 Fax 03_3351_2317
宿泊等のお問い合わせも上記にお願いいた

します．

第 1回『Newton サイエンスセミ
ナー』
講師　冨田幸光（国立科学博物館地学研究部

古生物第三研究室長)
竹内　均（科学雑誌「Newton」編集
長）

テーマ《恐竜王国への招待≫
第1部：恐竜発掘の最前線（冨田幸光）
第2部：恐竜化石が語る大陸移動（竹内　均）
内　容：
第1部　恐竜発掘の最前線（冨田幸光）
恐竜展にて史上最大の肉食恐竜「ギガノト

サウルス」の全身骨格標本を公開中/全身骨
格標本の組み立てはいかに大変な作業か/こ
の日本でも恐竜の化石が続々と発見されてい
る/日本の恐竜はモンゴルからやってきた可
能性がある/ゴビ砂漠の恐竜発掘「日本・中
国・モンゴル3国共同プロジェクト」の成果
を語る/“恐竜”の魅力を徹底解明する
第2部　恐竜化石が語る大陸移動（竹内　均）
「ゴンドワナ大陸」とは何か/アフリカ・
南アメリカ・オーストラリアにて同種の恐竜
化石が発見されたことにより大陸は1つにつ
ながる/パンゲア大陸から現在まで大陸は離
合集散をくりかえしてきた/大陸移動の原動
力は地球内部に存在している/現在も大陸移
動は続いている/「地球」の不思議　
日　時：1998年9月12日（土）
開演　14 : 30～16 : 30（開場　14 : 00）
会　場：国立科学博物館「講堂」東京都台東
区上野公園 7_2c 電話 03_3822_0111
（代表）
定　員：定員200名（入場無料・完全申し込
み制）
主　催：株式会社　ニュートンプレス
営業部　東京都千代田区九段北4_3_14

電話 03_3264_5477
編集部　東京都新宿区西新宿7_11_18
電話 03_5331_9071
後　援：国立科学博物館・日本地質学会・日
本古生物学会　東京都・千葉県・埼玉県・
神奈川県各教育委員会

第 48回東レ科学振興会科学講演
会のご案内
主　催：東レ科学振興会
後援：朝日新聞社・日本海洋学会・日本気象
学会
化石燃料等に由来する大気中の炭酸ガス濃

度の増加と地球温暖化の因果関係が指摘され
て久しい．海は地球表面の2/3を占め，その
表面で絶えず大気と炭酸ガスの交換も行って
おり，気候変動・地球環境制御に深くかかわ
っている．研究の進展で地球上の炭素がどの
ように循環しているかは最近かなり明らかに
なってきた．
一方昨年の春頃から観測史上最大規模のエ

ルニーニョ現象が発生し，世界各地に多くの
異常気象と災害をもたらしている．熱帯域の
大規模な大気海洋相互作用を明らかにして，
気候変動に与える影響を予測しようという研
究も近年著しい進展を見せてきている．
今回はこれら地球規模の物質循環と気侯変

動の研究を先導してこられている斯界の権威
のお二人の先生をお招きし，科学の最先端の
話を分かり易くお話しいただくこととした．
バスコ・ダ・ガマが喜望峰回りのインド航

海を発見して今年は丁度500年目．“国際海
洋年”にふさわしい催しにご期待乞う．
日　時：平成10年9月18日（金）18時00分
～20時45分
場　所：有楽町朝日ホール（有楽町マリオン
11階） 東京都千代田区有楽町2_5_1（JR
有楽町駅前）
テーマ：“海洋循環と気侯変動”
1． 地球温暖化と海　

東京大学海洋研究所教授　野崎義行
2． エルニーニョの科学　

東京大学大学院理学系研究科教授　
山形俊男

その他：入場無料，予約の必要はありません．
定員638名（当日会場先着順・開場：17時
30分）
ご来聴の方には，後日講演記録を進呈いた

します．
問い合わせ先：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 047_350_6103

第42回粘土科学討論会
日　時：平成10年10月6日（火）～8日（木）
会　場：桐生市市民文化会館（群馬県桐生市
織姫町1）
討論会についての問い合わせ先：
群馬大学工学部材料工学科　大谷朝男
〒376_8515 群馬県桐生市天神町1丁目5_1
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電話 0277_30_1350 Fax 0277_30_1353

東海地震防災セミナー 1998のお
知らせ［第15回］
下記のとおり本年も開催いたします．関心

をお持ちの方々のご参加を期待します．
日　時：平成10年11月16日（月）13 : 30～
16 : 00
会　場：静岡商工会議所5階ホール（JR静岡
駅北口西側）
テーマ：東海地震予知と防災への新たな取り
組み

座長：元防災科研所長　高橋　博
1． 東海地震へのシナリオの現状

東京大学名誉教授　溝上　恵
2． 地震情報に社会はどう対応すべきか

東京大学教授・社会情報研究所
廣井　脩

主　催：東海地震防災研究会
連絡先：〒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

（土　隆一）

第1回　CEReS環境リモートセン
シングシンポジウム
千葉大学環境リモートセンシング研究セン

ター（CEReS）は「リモートセンシング技
術の確立と環境への応用」に関する研究を行
うことを目的として設置され，全国共同利用
施設として共同利用研究，共同利用研究会の
活動を行ってきました．これらの研究の成果
を公開するとともに環境リモートセンシング
に関心のある方々にも広く参加をいただき，
ご討論いただけるように今年度よりシンポジ
ウムを開催いたします．
本年は，センター主催の国際シンポジウム

も続けて開催し，両方へご出席いただけるよ
う工夫しております．是非，シンポジウムに
御参加いただき，活発なご討論をいただける
ようお願いいたします．
対象分野

・アジアの環境変動地域のモニタリング．
・リモートセンシングデータの大気補正．
・大気・植生・海洋・水文過程のリモートセ
ンシング，衛星データの検証・校正．
・地理情報システム（GIS）の応用．
・データベースに関する研究．
・その他，リモートセンシングの応用に関す
る研究．
日　時：12月8日(火)～12月9日(水)
場　所：千葉大学けやき会館
参加費：無料
懇親会：12月8日シンポジウム終了後（有料）
講演発表の方法：シンポジウムは口頭講演
（発表15分，質問5分）とポスター講演に
別れております.
講演申し込み：講演をされる方は10月31日
までに申込用紙を事務局までお送りくださ
い．電子メール（事務局宛て）での申し込
みも受け付けております.
プロシーディング：所定の書式（ホームペー
ジ参照）のカメラレディーの原稿（A4，4
ページ程度）を当日お持ちください.
事務局：〒263_8522 千葉市稲毛区弥生町
1_33 千葉大学環境リモートセンシング研
究センター　岡山　浩
電話 043_290_3843, Fax 043_290_3857 
E-mail : okayama@rsirc.cr.chiba-u.ac.jp
関連研究会

・水文過程のリモートセンシングに関するワ
ークショップ,
期日：9月5，6日，会場：千葉大学理学部
付属海洋生態系研究センター小湊実験場，
問い合わせ：近藤（E-mail : kondoh@rsirc.
cr.chiba-u.ac.jp）.
・雲のリモートセンシング（気象研究所と共
催：9月21_22日，気象研究所（つくば）），
問い合わせ：高村（E-mail : takamura@
rsirc.cr.chiba-u.ac.jp）.
・「衛星データの大気補正―実利用の立場か
ら」（10月30日（金）（予定），千葉大），
問い合わせ：竹内（Emai l : t akeuchi@
rsirc.cr.chiba-u.ac.jp）.
・CEReS国際シンポジウム「Global Change

in East Asia--Vegetation Monitoring」，
（12月10，11日，千葉大学けやき会館），
問い合わせ：本多（E-mail : yhonda@rsirc.
cr.chiba-u.ac.jp）.

国際オフィオライト・シンポジウム
1998年8月10日から15日まで，フィンラ

ンドのオウル大学で国際オフィオライト・シ
ンポジウムが開かれます．講演会は10_12日
です．プログラムはまだ配布されていません
が，招待講演者は次のとおりです．

Adolphe Nicolas : EPR microplates, a model
for the Oman Ophiolite Bryan Windley :
Maarten de Wit : Archaean ophiolites
Don Elthon : Taitao ophiolite in Chile
Eldridge Moores : Ophiolites, orogeny, and
Earth History
Brian Sturt : The tectonostratigraphic signifi-
cance of ophiolites in the Scandinavian
Caledonides
Akira Ishiwatari : Geology and petrology of
Elistratova Ophiolite in Taigonos Peninsula,
NorthEeastern Russia : An island-arc ophio-
lite intruded into oceanic mantle.

13日から15日は，原生代前期のヨルムア
（Jormua）・オウトクンプ（Outokumpu）両
オフィオライトおよび始生代のKuhmo緑色
岩帯の巡検を行います．
連絡先は次のとおりです．
Jouni Vuollo Eero Hanski Department of
Geology Geological Survey of Finland
University of Oulu P.O. Box 77
FIN-90570 Oulu FIN-96101 Rovaniemi Finland
Finland Fax : ＋358_8_5531484 Fax : ＋358_

205 5014
E-mail : jouni.vuollo@oulu.fi E-mail : eero.
hanski@gsf.fi

（金沢大学理学部　石渡　明）

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．

平成 10年度（第 20回）沖縄研究
奨励賞候補者推薦応募について
財団法人沖縄協会より標記推薦依頼があり

ましたので，お知らせいたします．
推薦応募開始：平成10年7月15日
推薦応募締め切り：平成10年9月30日
（当日消印有効）

各賞・
研究助成

受賞者発表：平成10年12月7日　
贈呈式・受賞者記念講演および祝賀会：
平成11年1月20日（那覇市内のパシフィ
ックホテル沖縄で開催）
詳細は本会および下記にお問い合わせくだ

さい．
お問い合わせ先：（財）沖縄協会「沖縄研究奨
励賞」担当石坂次郎，大嶺　隆
〒100_0013 東京都千代田区霞が関3_6_15
グローリアビル7F 電話 03_3580_0641
Fax 03_3597_5854
ホームページ http://village.infoweb.ne.jp/
˜fvgm0090/index.htm
E-mail : fvgm0090@mb.infoweb.ne.jp

「朝日賞」候補者推薦のお知らせ
朝日新聞文化財団より，1998年度「朝日

賞」の候補者の推薦依頼がありましたので，
お知らせいたします．

朝日新聞社は文化活動支援を公益的な立場
からおこなうため，1992年に「朝日新聞文
化財団」を設立し，朝日賞の受賞事業は当文
化財団が継承しました．
この賞は，1929（昭和4）年に朝日新聞社

が，創刊50間年を記念して創設したもので，
わが国のさまざまな分野において，傑出した
業績をあげ，文化，社会の発展，向上に貢献
をされた個人または団体にお贈りしてまいり
ました．
今年も，広く各界の皆様に受賞候補者の推
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薦をお願いする次第です．ご推薦を頂戴した
あと，さらに幅広くご意見を伺ったうえ，朝
日賞選考委員会で，慎重に審議し，受賞者を
決定いたします．
推薦票は，9月1日（火）まで，所定様式

送付となりますので，推薦を希望される方は
8月15日までに，執行委員会あてお知らせく
ださい．
問い合わせ先：
朝日新聞社文化企画局「朝日賞」係

〒104_8011 東京都中央区築地5_3_2
電話 直通 03_5540_7453

Fax 03_3541_8999

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．

東京大学大学院理学系研究科地質

学専攻教官の公募
当専攻では下記の要領で教官を公募いたし
ます．

記
職種・人員：地質学大講座　　教授　1名
専門分野：岩石学を基礎とした固体地球科学
着任時期：平成11年1月1日以降のなるべく
早い時期
応募書類：1） 履歴書

2） これまでの研究概要（1600
字程度）

3） 研究業績目録
4） 主な原著論文別刷
5） 今後の研究・教育の計画・抱
負（1600字程度）

募集締切：平成10年9月16日（水）（必着）
までに書留にて郵送すること
書類送付先．問い合わせ先：
〒113_0033 東京都文京区本郷7_3_1
東京大学大学院理学系研究科地質学専攻主
任　木村　学
電話 03_3812_2111 内線 4510
Fax 03_3815_9490

E-mail : gaku@geol.s.u-tokyo.ac.jp
［現教室構成］
芦寿一郎（助手）
沈み込み帯のテクトニクス，特に未固結堆
積物の変形と付加体の水理地質．
今井　亮（助手）
テクトニクス及び火成活動に規制された鉱
床生成区と鉱床生成期の研究．地球内部に
おける流体の挙動表層への放出とその地球
化学．
岩森　光（助教授）
マグマの発生・集積・移動の物理化学．沈
み込み帯におけるマントルの進化．
遠藤一佳（助手）
分子古生物学・生物圏進化化学．腕足類の
系統発生・進化．結晶内タンパク質の構造
と機能．分子化石の生物学・地質学への応
用．
大路樹生（助教授）
進化古生物学一般，特に動物間の捕食-被
食とその進化に果たす役割，古生物地理，
棘皮動物の生態．
荻原成騎（助手）
自生鉱物形成における微生物の果たした役
割の解明．激烈な環境に生きる微生物を特
徴付ける有機化合物の研究．
木村　学（教授）
沈み込み帯・衝突帯のテクトニクスとグロ
ーバルマスバランスに関する研究．地球史
における造山運動，大陸成長の変遷に関す
る研究．
佐々木晶（助教授）
シミュレーション及び画像解析による惑星

地質学．惑星探査機による宇宙空間での微
粒子計測．地球・太陽系形成に関する理論
的研究．
島崎英彦（教授）
地殻内物質の移動・濃集機構の研究，特に
珪長質火成活動に伴う金属鉱床の成因と鉱
床構成鉱物の研究．
清水以知子（助手）
構造地質学，高温高圧下の岩石のレオロジ
ーと構造形成，変成岩の流動変形過程．
多田隆治（助教授）
地質記録に基づく表層環境変動解析および
環境変動における生物地球化学サイクルの
役割に関する研究．
田近英一（助手）
比較惑星学，地球システム学．地球・金
星・火星などの地球型惑星の進化，物質循
環を通じた惑星表層環境の安定性と変動に
関する理論的研究．
棚部一成（教授）
軟体動物を中心とした海生無脊椎動物の進
化古生物学，特に「生きた化石」の進化と
生活史全般．
永原裕子(助教授)
隕石に基づく地球・惑星成因，真空実験に
よる太陽系形成過程の解明．
松本　良（教授）
堆積岩の岩石学と同位体地球化学，グロー
バル環境変動論，ガスハイドレートの物性
と地球表層環境へのインパクトに関する研
究．

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．

地質学史懇話会第13回例会報告
1998年5月31日午後，愛知大学豊橋校舎

において，地質学史懇話会第13回例会が開
催された．これは，同会場で前日から開催さ
れていた日本科学史学会第45回年会・総会
の地学史のセッションが終了した後，同じ会
場で持たれたものである．
予定されていた糸魚川淳二氏の講演「明治
期における災害の速報と記録」は，氏の手術
入院のため取り消しとなった．山田俊弘氏の
講演「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―」が

委員会報告

行われた．氏は，ステノの『プロドロムス』
の原典を自ら翻訳し，その中で地質学・鉱物
学史上の重要な発見である地層累重の法則と
面角一定の法則をめぐって，その評価のあり
方について自己の見解を述べられた．今井功
氏は「INHIGEOと日本の地質学史研究組織」
をまとめられた．最後に清水大吉郎氏による
「世界の中の伊能図；日本の中の伊能図」の
講演があった．清水氏は日本列島とその周辺
の多数の古地図の実物や複製を示して，それ
が作成された過程や背景について該博な知識
を披露し，最近つとに関心の高い伊能図の地
図学史上の意義について述べられた．出席者
は東京における例会とほぼ同数の12名であ
った．
なお，日本科学史学会第45回年会・総会

では，75件の一般講演の中で，地学史に関
係するものは，以下の5件であった．
・非双極子磁場と田中館愛橘　　吉田晴代

・放射年代測定法の確立過程 q3w 高橋智巳
・矢部長克の「房総半島」（1914）について
―一つのジャンルの終わりと大正期日本
地学史―　　　　　　　　　山田俊弘

・アルベルトゥス・マグヌスの［石と金属の］
中間物論―『鉱物論』第V巻　沓掛俊夫
・森　鴎外ノートに見るヒルゲンドルフの博
物学講義　　　　　　　　　　　矢島道子
また，記念講演として荒川清秀氏（愛知大

学教授・NHKラジオ「中国語講座」講師）
による「日本と中国の近代学術用語はいかに
してつくられたか」という講演が行われ，お
もに地理学・地学用語の起源について，造語
論の観点から最新の研究成果について述べら
れた．

（沓掛俊夫記）
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日本学術会議第17期第3回鉱床学
専門委員会議事録

日　時：1998年6月5日15 : 45_17 : 00
場　所：日本学術会議第4部会議室（6階）
出席者：島崎英彦（委員長），溝田忠人，中
嶋　悟，渡辺　洵，千葉　仁，上野宏共，
石渡　明，松枝大治（幹事）（以上8名．
欠席：根建心具）
鉱物学研究連絡委員会・鉱床学専門委員会

合同会議に引き続いて，鉱床学専門委員会が
行われた．
［報告事項］
特になし．
［議　事］
1） 島崎委員長より，前回の議論を踏まえて
作成された対外報告（案）が示され，主旨
説明が行われた．資源枯渇が懸念される
21世紀には，鉱床学の重要性は一層高ま
るので，例え国内に稼行鉱山が一つもなく
なっても，鉱床学の研究・教育を維持・発
展させる必要がある（具体的には，教官数
を増やす）との主旨である旨，説明があっ
た．
2） 内容の詳細については，今回の会議では
時間の制約があるので，今後メールのやり
とりを中心にして意見交換を行ってゆくこ
とになった．
3） 対外報告に関して，今回の委員会の意見
交換で出た主な意見等を以下に要約する．
（順不同）
a） 資源処理学会（100年記念）シンポジ
ウムでは，石炭産業で培われた技術が石
灰石鉱山や廃棄物処理等の分野で継承さ
れていることが報告されるなど，技術の

継承について真剣に討議されていること
が紹介された．
b） 鉱床学の対象を鉱体とその周辺のみに
限らず，広げて議論を行う必要がある
（例えば，変質作用，地熱など）．また議
論のスタイルについても考慮する必要が
ある．
c） 鉱床学の教育次第では，関連分野への
展開において自由度を持たせることも可
能になるであろう．
d） 世界鉱山サミット（於生野）や日本鉱
山サミットの例が紹介され，社会的には
資源の重要性，学問の継承の必要性が重
視されている事例が紹介された．そこで
は，博物館・展示の充実などの努力が行
われている．
e）資源は有限であるという宿命を意識し
ながら，一方で地球科学における鉱床学
の位置付けを明確にする必要がある．
f） 対外報告には，アブストラクトあるい
は目次的なものがあった方が良いのでは
ないか．
g） リサイクル問題も重視すべきで，対外
報告にはそれに関する展望なども盛り込
まれて良いのではないか．
h）「資源の枯渇」が危惧されている現在，
鉱床学はその時何ができるかについて言
及すべきである（過去に「資源枯渇問題」
が取り上げられたが，その解決法につ
いては触れられていない）．

4） 今後の議論を踏まえて，次回の委員会ま
でに島崎委員長がより完成度の高い「対外
報告」（案）を用意することになった．
5） 今後の第17期鉱床学専門委員会の活動
計画について，意見交換を行った．その結

果，以下のような案が出され，その活動計
画は6月19日までに島崎委員長から学術会
議へ提出され，コピーが各委員に配布され
ることになった．
a） 対外報告の完成．
b） 鉱床学関係研究者名簿の改訂．
c） 日本語で読める鉱床学関係の良い教科
書がないので，その作成を資源地質学会
等へ働きかけ，実現を目指す．
d）「資源枯渇問題」に関するシンポジウ
ムを企画し，第17期中の実現を目指し
て検討する．

6） 2006年IMA日本開催に関して，鉱物研
連側からIAGOD共催の提案があったが，
過去の合同開催に関しては批判も多く，ま
た最近では共催の事例もないことから，必
ずしも合同で行う必要性はないとの意見が
大勢を占めた．
7） 以下の2点について，情報交換が行われ
た．
a） 1998年のIAGODを開催不能に至らし
めたAustraliaの訴訟問題に関しては，
国内ではそれ以降の大きな動きはない
が，現地でもそれほど大きな動きになっ
ていないようである．これに関して，関
連記事を「資源地質」だけでなく，地球
科学関係各雑誌に掲載するようにしては
という意見も出た．
b） 岩鉱―鉱物学会の雑誌統合問題の進捗
状況について情報交換を行った．

8） 次回の鉱床学専門委員会は，平成10年
11月20日合同委員会の後に開催する．

（文責 松枝大治）

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
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滝沢文教会員（地質
調査所地質部）は，こ
の度平成10年度通商
産業省研究業務優秀者
表彰（工業技術院長賞）
を受賞した．受賞した
研究の名称は「東北地

方の中生界を中心とした地質図幅の研究」で
ある．この賞は工業技術院において優れた研
究業績を挙げ，組織のミッションに貢献した
研究者に授けられるもので，地質調査所とし
ては3人目の受賞である．工業技術院では，
先端的分野と並んで基盤的分野の研究の重要
性が近年特に認識されるようになり，この分
野において顕著な業績を挙げたとして同君が
表彰されたものである．
同君は地質調査所入所以来地質図幅の研究

に従事し，多数の地質図幅を完成させてきた．
特に宮城県南部から福島県にかけての太平洋
岸8地域の5万分の1地質図幅の研究成果は
東北日本の中生界研究に大きく貢献した．中
部日本などその他の地域を含めこれまでに同
君が作成に直接関与した地質図幅は18にの

ぼる．あわせ行われた層序学的並びに堆積学
的研究の成果は多数の地域地質研究報告およ
び学術論文として公表されている．同君はま
た，地質図幅の研究グループの運営に長年携
わり，様々な事由で出版の滞っている図幅の
原稿とりまとめに尽力するなど，図幅プロジ
ェクトの進捗と図幅の質の向上に大きく貢献
した点も評価された．
全国の大学の地質学関連教室において，学

生・院生のフィールド離れの傾向が言われる
ようになって久しいが，それを反映してか地
質調査所の新規採用職員応募者の中にもフィ
ールドを研究の基盤としている者は減少する
一方である．地質図幅ばかりでなく，広く地
質学の先行きが大いに不安なところである
が，これを機に，先の日本地質学会九州大会
から地域ごとの地質情報展開催がスタートし
たことでもあり，地域住民のみならず，まず
は，学生・院生にフィールド研究の面白さと
地域地質の研究の重要性とを実感してもらい
たいものである．工学系の研究所がその殆ど
を占め，行政官がマネジメントする工業技術
院においては，地質図幅の研究の意義や重要

性，なぜ国立研でやらねばならないか，等の
点を理解してもらうのは仲々困難で，日頃か
ら苦労している点であるが，今回の表彰は，
地質調査所の役割を正しく認識してもらうと
いう点でも意義深い．
今回の表彰は，地質調査所における地質図

幅の研究の役割を関係者に今後ますます正し
く認識してもらう大きな契機になったという
点で意義深い．日本地質学会は，ニュ－ス誌
の本年5月号で紹介されているように，平成
10年3月20日付けで現在進行中の行政改革
に関連して，関係政府機関等宛に要望書「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」を提出した．この要
望書の中で，国土の地質図は広く利用される
重要な基本的地質情報として，その作成と普
及は学術的にも社会的にもきわめて重要であ
り，今後さらに広域的に，さらに急速に進展
する必要がある，と強調されている．このよ
うな面からも，「地質図幅の研究」に対して
工業技術院長賞が与えられたことは大変喜ば
しいことである．

（久保和也 記）

地質図幅の研究で，滝沢文教会員が工業技術院長賞を受賞

久城育夫会員（略歴）
昭和9年3月生まれ
昭和37年3月東京大学大学院数物系研究科地質
学専攻博士課程修了　同7月東京大学理学部地質
学教室助手　昭和49年11月同教授　平成2年4
月_同5年3月　東京大学理学部長併任　平成5年
4月_同6年9月　同副学長併任　平成6年10月_

現在　岡山大学固体地球研究センター教授　平成7年4月_現在　同セ
ンター長併任（この間昭和37年9月_同40年8月　米国ワシントンカ
ーネギー研究所博士研究員　昭和46年9月_同49年8月　同所員）
受賞ほか（昭和63年4月　日本地質学会賞）
昭和57年6月 日本学士院賞　
昭和58年 米国科学アカデミー外国人会員　
昭和5年12月 日本学士院会員
平成9年3月 ヨーロッパ地球科学連合　Honorary Fellow
平成9年12月3日 ロンドン地質学　Honorary Fellow

久城育夫教授ロンドン地質学会名誉会員に推挙さる

本年1月の通常総会で久城教授はロンドン地質学会名誉会員に選ば
れた．当学会の名誉会員は地球科学の発展に目覚ましい貢献をなした
外国在住者から選出され，現在80余名（定員100名）の世界的に著名
な地球科学者が選ばれている．日本人では都城秋穂氏，上田誠也氏が
いる．

（Geoscientist, 8_4)

1998年版会員名簿作成についてのお願い
本年11月末日発行の予定で，会員名簿作成の準備をいたします．6号巻頭に変更・訂正用のハガキをとじ込みましたので，記

入の上ご返送下さい．基本的な登録項目（氏名＝フリガナ・アルファベット表記，出身校＝卒・修了年，専門分野，勤務先＝住
所・電話・Fax，自宅住所＝・電話・Fax，E-mail address）についての確認と，修正・変更をお願いいたします．今年は大幅に
郵便番号の変更があり，事業所，官公所等には固有番号がついている場合もありますので，とくにご注意のうえご確認下さい．
なお，一般会員の名簿掲載項目は，①氏名，フリガナ，②出身校，卒・修了年，③勤務（所属）先名，電話，FAX，④連絡先住
所（現在会誌等を受け取っている所），電話番号，⑤E_mail addressです．名簿はデータの一括出力作業により作成しますので，
ご自分の名簿掲載項目について（氏名以外の項目について）とくに掲載不都合のある場合にはその旨お書き添え下さい．名簿原
稿は8月末日締めで作成予定ですので，なるべく早めにご連絡下さるようお願いいたします． （日本地質学会会員委員会）



22 日本地質学会News 1 （ 7）

☆地質学論集

地質学論集第50号が7月下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
（狩野謙一・高木秀雄・金川久一・木村克己・伊藤谷生・山路　敦・小坂和夫編，1998年7月発行，263ページ，会員頒価2,500円）

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．

目　　次
はじめに　狩野謙一・高木秀雄・金川久一・木村克己・伊藤谷生・山路　敦・小坂和夫……i_ii

基礎構造地質
岩石における動的再結晶……清水以知子　1_12
Fractal structural geology……Hiroyuki Nagahama 13_19
Progress in the studies of texture development in quartzite : recent topics……Toru Takeshita, Osamu Nishikawa, Masahiko Tagami and Jun-ichi
Ando 21_32

未固結堆積物の変形挙動……廣野哲 ・芦　寿一郎　33_46
岩石の摩擦と流動に対する熱水および化学反応の影響：主要未解決問題……金川久一　47_57
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

近刊案内
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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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☆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，日本鉱物学会，日
本土地環境学会（交渉中）との共催および日本応用地質学会関西支
部の後援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

委 員 会 だ よ り

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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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）
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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去る1998年6月12・13日に青森県八甲田山酸ヶ湯（すかゆ）温
泉の東北大学理学部付属植物研究所において「女性地球科学者の未
来を考える研究委員会～八甲田集会」が開催されました．参加者は，
女性10名男性3名の合計13名で，オルガナイザーは山形大の大友
さんでした．
今回は，通常地質学会において夜間小集会として行われる「女性

地球科学者の未来を考える研究委員会」の会員同士の交流を深める
ことを目的として行われました．
参加者は，12日の午後1時に酸ヶ湯温泉に集合し，酸ヶ湯温泉周

辺の鉱泉中の硫化水素噴出孔や地獄沼などを巡検し，またそこに棲
息するバイオマットを見学しました．巡検の案内は，金沢大学の田
崎，山村，大野が行いました．その日の夕方は，東北大学理学部付
属植物研究所にて，田崎を講師としてバイオマットについての学習
会が行われ，夜には懇親会を持ちました．懇親会では，女性科学者
の現状について活発な議論が交わされました．12日は晴天に恵ま
れましたが，13日はあいにくの雨天でしたが，酸ヶ湯温泉近くの
城ヶ倉渓谷において柱状節理の見学が行われました．
今回はバイオマット，温泉，地熱，火山岩，高山植物，柱状節理

などバラエティーに富んだ巡検で好評でした．今後も，定期的にこ

のような交流会を持つことを決め，今回の交流会は成功裡に幕を閉
じました．次回は，来年長野で行う予定ですので，さらに多くの皆
様の参加をお待ちしております．

（文責　金沢大学 田崎和江）

☆女性地球科学者の未来を考える研究委員会

●昨年の福岡で行われた夜間集会に参加したのが縁で今回も参加す
ることになりましたが，夜間小集会同様，非常にとけ込みやすい雰
囲気を持った会だなあというのが率直な感想です．
巡検自体は，見るものがバラエティーに富んでいておもしろかっ

た上に，それぞれ専門的な知識を持った方々が随時説明してくださ
ったため非常に分かりやすかったです．僕自身はバイオマットの巡
検案内を担当していましたが，バイオマット以外にも自己破砕型溶
結凝灰岩や柱状節理などを間近に見学できました．また，開催地で
ある酸ヶ湯温泉が八甲田山にあるため様々な高山植物が観察できま
した．植物については，宿泊した植物園裏に自然林観察道が長さ1
キロ以上に渡ってあり，いろいろな植物の名前を覚えることができ
ました．
懇親会では，初めてあった人ばかりでしたが，ワールドカップ観

戦も手伝ってすぐにうち解けあえ非常に楽しかったです．
山村　健（金沢大学大学院自然科学研究科）

●今回の女性地球科学者の未来を考える研究委員会の八甲田集会の
巡検に参加することは，最初多少の戸惑いを感じました．それは自
分が男であることからきているのかもしれません．しかし，その戸
惑いはすぐに消えました．確かに名前は女性地球科学者の未来を考
える会ですが，男性が参加しても何ら違和感がありませんでした．
現に金沢大学から2名，山形大学から1名男性がこの巡検に参加し，
楽しいひとときを過ごしました．
今回の巡検は主にバイオマットを見るものでありましたが，バイ

オマットだけにとどまらず，柱状節理などの岩石的な名所や植物園
などの見学も行われました．その要所要所で，その専門の先生方が
わかりやすく説明してくださったので，非常に勉強になりました．
今回の巡検は女性10名，男性3名で巡検が行われましたが，次回の
巡検では女性地球科学者の人たちだけでなく，男性の方々も多数参
加してもらいたいと思いました．

大野源広（金沢大学大学院自然科学研究科）

八甲田集会に参加して感想文

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）
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日本情報地質学会の総会・講演会Geoinforum-’98が1998年6月
25・26日，国際学術交流センター（倉敷市）において開催され，
情報地質部会が後援した．
年1回の定例の講演会であるが，一般講演（口頭，ポスター）の

ほかに，特別講演やシンポジウムも企画された．講演予稿集は日本
情報地質学会事務局（大阪市立大学理学部地球学教室内　電話
06_605_2593）で頒布されているので，直接申し込んでいただきた
い．
プログラムは以下のとおりであった．

［一般講演　口頭発表］

地層累重の法則に関連する公理系とその拡張―基本法則が保存され
る地層区分―：塩野清治
地層区分の論理構造―束とブール代数―：塩野清治
インターネット環境におけるマルチメディア型堆積岩岩石学データ
ベースの構造と機能：西脇二一
野外調査に応用可能なオンライン空間情報システム：Venkatesh
Raghavan・升本眞二・塩野清治
地球科学情報入力編集プログラム（FACE）の機能，取り扱い：中
井仁彦・渡辺和仁・河野　愛・古宇　田亮一
等高線間データを用いたDEMの作成（その1）―原理と手法―：
能美洋介・塩野清治・升本眞二・Venkatesh Raghavan
地質図幅を用いた3次元地質モデルの構築―新潟県小千谷地域の例
―：升本眞二・青山隆行・足立佳世・Venkatesh Raghavan・塩
野清治
VRMLを用いた地質図表現の試み：坂本正徳・升本眞二・塩野清治
温度検層データの内挿・外挿による地熱構造の3次元解析：松田節
郎・小池克明・大見美智人
地殻の沈み込み解析への試み：中井仁彦・梅田浩司
地層の形成期間・種の生存期間にもとづく生層序学上の諸概念の定
式化―地層と化石の関係―：山口久美子・塩野清治
DEMを利用した活構造の抽出基準：川畑大作・岡田篤正・竹村恵
二
日本列島標準衛星画像集成の作成方法と意義・事例：古宇田亮一・
村上　裕
画質を考慮したリニアメント抽出法と広域画像解析への適用：小池
克明・一川雄一・大見美智人
地質データのクラスター分析（3）：河西秀夫
多変量解析を用いた地化学データの圧縮：中村貴子（キャンセル）
大気イオン濃度による地震危険予報とその結果：米澤　剛・弘原海
清

情報地質部会 岐阜県美濃中西部地震（4/22, M5.2）の大気イオンに見られた前兆
変化：弘原海清・米澤　剛
兵庫県南部地震で報告された宏観異常情報について―その信憑性に
ついての統計的考察―：山本嘉一郎・辻野　孝・伊藤勝久
平面上に分布する点群の散布特性の評価に関する研究：冨長勇作・
小野修司・加藤昌治・大賀光太郎・佐藤壽一
岩石内マイクロクラックの抽出と方位分布評価：加藤昌治・小池克
明・金子勝比古富化比と鉱石価値の間の相関性：正路徹也
Windows 95上で使える対話型立体視システム：正路徹也
岩盤総合柱状図の開発と提案：栃本泰浩・宮川純一・三木幸蔵
岩見沢市のN値スペクトル地盤図と地質分布：朝日秀定・中村精
次・黒島利一
コンピュータ制御による凍土用計測・解析システム：高見雅三・土
谷富士夫・Galagedara, L.W.・河内　邦夫・後藤典俊・和氣　徹
ISO182（地盤系）とその対応について：岩崎好規
［一般講演　ポスター発表］
地質情報表示・解析用GISソフト―Geomap Z：雷　興林・長谷川
功・野呂春文・脇田浩二
VRMLを用いた地質情報可視化の例：升本眞二・坂本正徳・助川裕
一・Venkatesh Raghavan・塩野清治
インターネットを用いたオンライン空間情報システムの応用例：
Venkatesh Raghavan・升本眞二・塩野　清治
等高線間データを用いたDEMの作成（その2）―DEMの作成過程
―：能美洋介・升本眞二・Venkatesh Raghavan・塩野清治
大気イオン連続測定による地震直前の危険予知：弘原海清・米澤
剛
インターネットを利用した地震危険予報システム―PISCO―：弘
原海清・米澤　剛・Venkatesh Raghavan・能美洋介

［特別講演］

東アジアにおける水環境の諸問題：奥田節夫（岡山理科大学）
［シンポジウム］

『情報地質学と ISO9000s―地質情報の品質管理―』
ISO9000s/14000sとは何か：岡本　裕（（財）日本規格協会技術部標
準課）
ISO9000s：全地連での取り組み：矢島壮一（（社）全国地質調査業
協会連合会）
ISO9000s：川崎地質株式会社のケース：高田志郎（川崎地質（株））
ISO9000s：応用地質株式会社のケース：菅原紀明（応用地質（株））
なお，来年度の総会・講演会Geoinforum-’99は1999年6月24・

25日，北海道大学学術交流会館で開催される予定である．
（情報地質部会行事委員　坂本正徳　記）

専門部会コーナー
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院生評議員とニュース誌編集委員を兼任している芳野　極です．
院生コーナーを日本地質学会ニュースに5月号より開設し，広く投
稿を呼びかけましたが，反響ははっきり言ってしまうとゼロでした．
院生会員の多くはニュース誌での院生コーナー設立の存在に気づい

ていないのかもしれません．しかし，最大の原因は，おそらく実際
何を投稿すればいいのか，そして院生の間で何を議論すればいいの
かが不明瞭であるためだと考えられます．そこで，まず投稿へのき
っかけを与えるべく，連載ものを始めることとしました．以下の3
つを軸に編集していく方針です．

1． 研究室・セミナー紹介
2． 就職状況に関する情報（こぼれ話や特ダネ情報）
3． 海外学会・フィールド報告

まずは研究室紹介です．この企画は進学を希望する院生会員への
情報提供，そして研究室の構成メンバー・自己のアピールの場とし
て是非，活用していただきたいと思っております．うちの研究室は
こんなに楽しいんだ，自分の研究はこんなにすごいんだ，という投
稿および依頼原稿をもとにして毎月掲載する予定です．投稿原稿を
原則として優先しますのでよろしくお願いいたします．今回は，手
前味噌ながら私の所属する東京大学の構造地質セミナーの紹介から
させていただこうと思います．これを例として，ざっくばらんな研
究室紹介を投稿して頂ければ幸いです．

東京大学理学系研究科地質学教室
構造地質セミナー
ホームページ：http://www.geol.s.u-tokyo.ac.jp/seminar-j/struct_geol-j/

struct_geol-j.html
場所・日時：東京大学理学部5号館310教室・毎週金曜日16 : 30
スタッフ：鳥海光弘・木村　学・清水以知子・芦寿一郎

概要と特色：我がセミナーは，テクトニクス・レオロジー・岩石学
と幅広い分野のスペシャリストをそろえたとかく発散しがちである
が，学際的なセミナーです．去年からスタッフに木村　学さんが加
わったことによりさらなるパワーアップが図られました．学生の研
究内容も幅広く，フィールドはヒマラヤ，サハリン，三波川など衝
突帯から付加帯まで多彩で，さらに，ばりばりのフィールド地質屋
はもちろん，シミュレーション屋から超高圧実験屋まで各種取り揃
えております．この多様性が災いして，自分の分野とあまりにかけ
離れると若干つらい部分はありますが（睡眠時間になる場合も），

研究室・セミナー紹介　No. 1

思いも寄らない発見やコメントをもらう機会もあるのであながちあ
などれない面もあります．参加メンバーの高齢化と就職浪人を抱え
ているのが欠点です．

学生の研究内容およびコメント

PD or OD
水谷哲也（鳥海研・東大資料館）：岩石組織形成の物理過程を観察
と数値実験を中心に研究．特にアルバイト斑状変晶の形成モデル
（拡散と衝突合体のカップリング），変成時の物理条件の推定．趣
味はサッカー，スキー，温泉，アウトドア一般．
山崎大輔（鳥海研）：下部マントルのレオロジー．ペロブスカイト
の成長則と拡散（現在渡米中）
芳野　極（鳥海研）：変成岩岩石学．北部パキスタンのコヒスタン
弧下部地殻の進化と流体の移動機構．最近のパキスタンのために
一肌脱ごうと思っています．でも，最近，橋本君のマージャン指
導に忙しい毎日です．
臼杵　直（鳥海研）：変成岩岩石学．日高変成帯の角閃岩中のザク
ロ石の累帯構造から温度時間履歴の推定．なぜだかフィールドで
よくクマに遭うので困っています．唯一の武器であるハンマーを
握りしめ一目散に逃げます．
氏家恒太郎（科博）：付加体における堆積物の変形プロセスと地震
発生過程の解明，未変成～弱変成域で形成されたせん断帯のファ
ブリック解析，堆積物の変形に果たす間隙水の効果．趣味はダイ
ビングです．
D3 山口はるか（鳥海研）：衝突帯テクトニクス．中央ネパール
Main Central Thrustの衝上運動．北海道とアフリカで育ったので
広いところが好きです．今はヒマラヤにはまってます．特技は口
を開けたまま寝ることです．
D2 乾　睦子（鳥海研）：四国の三波川変成帯のザクロ石の累帯構
造．人妻です．
大西智恵美セリア（木村研）：ハーイ，私はサンバの国ブラジルか
らきたの．研究内容は紀伊半島の四万十帯の構造と変形解析なの．
趣味は旅行，出会いを求めて世界を渡り歩くカーニバル好き．
Let’s dance.
D1 橋本善孝（木村研）：この春，東大に移ってきました．東大生
は人種が違うと思っていましたが，思った程変な集団ではなかっ
たっす．マージャン仲間もできました．ちなみに僕は付加体の構
造地質等をやってます．付加体は沈み込み帯の…
M1 岡本　敦（鳥海研）：四国別子地域の三波川変成帯の構造と変
成岩岩石学．将来の夢は，雀師になってじゃんじゃん金稼いで，
岡本地質調査所をやるかたわら，飛行機を買うことです．
亀田　純（木村研）：サハリンのテクトニクス．ボ－としているう
ちに3か月が過ぎ，セミナ－にも出る気配を見せず，既に過去の
人となり下がってしまった23歳です．皆様，温かい目で見守っ
てやってください．
杉山武裕（鳥海研）：三波川帯の四国西縁に位置する愛媛県八幡浜
地域の変成岩の研究．今年からこの地域を研究することになった
ので，スタートラインに立ったばかりというところです．
B4 伊藤　真（木村研）：徳島県の四万十帯のメランジュの構造解
析．最近，一番興味のあることはW杯です．
加藤昭彦（木村研）：卒論はまだ詳しく決まっていないけど付加体
に関することをする予定です．地質学会ってなんかよくわないけ
ど，これ書くのに数時間悩んだ．

以上のような多種・多様なメンバーで構成されたセミナーです
が，学会で会ったときは一声かけて下さい．よろしく．
P.S.これを書いて思いましたが，研究室が一つにまとまります．

院生コーナー

杉山�
亀田�

大西�
山口�

水谷�乾�鳥海�

加藤� 臼杵� 芳野� 橋本� 岡本�
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若手研究者から見たピュアな海外経験を報告するコーナーとして
いきたいと思っております．なるべく，堅苦しくない文体で，読み
安さを重視していきたいと思っております．今回は，私が4月に参
加してきた第13回Himalaya_Karakoram_Tibet International
Workshopについての報告というよりエッセイです．

第13回　Himalaya-Karakoram-
Tibet International Workshopに
参加して

13回ヒマラヤ-カラコルム_チベット国際ワークショップが，
今年4月20日から22日までの3日間，パキスタンのペシャワ

ール大学において開催され，終了後，約1週間のヒマラヤ横断バス
巡検がカラコルムハイウェイに沿って北上していく形で行われた．
日本人参加者は北大の在田一則さん，前田仁一郎さん，鳴門教育大
の村田　守さん，地質調査所の小笠原正継さん，鹿児島大の山本啓
司さん，オタワ大の服部けいこさんなど総勢10人が参加した．日
本地質学会の院生会員の参加は私だけでしたが，世界各国（特にヨ
ーロッパ）の若手ヒマラヤ研究者が一同に会するというイベントで
あったように感じる．そもそも，このワークショップは，ヨーロッ
パで若手ヒマラヤ研究者の交流を意図して始まったという経緯もあ
り，アジアで開かれるのは，パキスタンのカトマンズに続き，2回
目である．錚々たるヒマラヤ研究者の面々が顔を揃え，有意義な時
間を過ごすことができた．現在，険悪な関係を深めてしまった感の
あるインド人研究者も数人参加していたのは，今考えると特筆に値
するものであった．
研究発表は，ヒマラヤ付近の地質の発表で地域地質的な色合いの

濃いものだったが，フィールドを主体とした地質屋の集まりである
という自負が強く感じられた．特に，晩に行われたSearleのスライ
ドショーは，登山家ではなくては撮れないようなアングルの山岳写
真のオンパレードで，この人たちは，“本当は地質より山が好きな
んだ”と思わせるほどのものであった．発表者はだいたい学生が中
心となっており，非常に年齢層（多分，学部生もいたと思う）は若
く感じた．特に，イギリスのSearle等のグループとフランスのLe
Fort等のグループは長年，ヒマラヤの地質に携わってきただけあっ
て，この集会でもリーダーシップを発揮していた．さらに，
Ramsay以来の衝突帯の構造地質学の伝統を引き続いたスイスの
ETHのBurg等も発言権は強いようである．ヒマラヤ研究の勢力分
布図を概観でき，アジア諸国の発言力の弱さも垣間みた気がする．
それでも，インド人，パキスタン人，中国人の参加者も多く，ヒマ
ラヤを取り囲む国々でも研究者は育っているように感じた．わが日
本であるが，W杯初出場のような状態ほどではないにしても，彼
らの中でやはり占める位置はまだまだという感じである．絶対的に
ヒマラヤの地質を研究している人口が少ない現状ではいたしかたが
ないが，個人的な願望としては，衝突帯のもっとも典型的な例とし
て，もっと多くの日本人研究者が参入してもらいたいと思う．ヒマ
ラヤはやはりグループで仕事をしないと…．次回（来年）の開催は
ドイツということが会の最後に決定された．あちこちの国の代表が
開催を誘致したが，ヨーロッパの開催がいまだに基本のようである．
頑張れアジア
さて，私は卒業論文以来北部パキスタンのコヒスタン弧の研究を

続けてきたこともあって，今回のワークショップがパキスタンで開
かれると聞き，参加を表明した次第である．特に，巡検地はまさに
私のフィールドであり，敵情視察もかねていた．今回の渡パは実に
7回目となった．私にとっては，年一回の恒例行事となっているわ
けだ．さて，気になるパキスタン情勢だが，パキスタンは，幸いま
だインドが核実験を発表する前で，比較的国内情勢は静穏だったの

第

海外学会・フィールド報告

は非常に幸いだった．開催が一か月遅れていたら，中止だったかも
しれないと思うとラッキーである．しかし，個人的には何かとトラ
ブル続きであった．一つは，私の事前の登録ミスで，宿がちゃんと
確保されていなかったことで，ペシャワール大のスタッフが大学内
のゲストハウスの空きベットに潜り込ませてくれたので助かった．
インド人のSharmaさんとオーストリア人の学生のWiesmayr君と
いっしょで，国際的な部屋になるはずであったが，実際はインド人
のたまり場となっていたためアグレッシブな会話（彼らは声が大き
い）が夜遅くまで続いていたのが現実だった．もう一つのトラブル
は，事前の登録ミスで巡検の参加メンバーにも入っていなかったの
には辟易したが，結局は巡検費用を500USドルから400USドルに
まけてもらえたので，“I’m very poor”と言って粘ったのが良かっ
たのか，この円安の中で登録ミスが幸いしたかたちとなった．食事
は毎晩，ガーデンパーティー形式でどうやら同じスタッフの作った
料理（これは巡検中も続いた）が供され，レパートリーは当然のこ
とながらカレーがメインであった．レパートリーは少なく，たまに
趣向が変わったものがでると群ができるといった感じがした．

検はワークショップ終了翌日に，バス4台とジープ3台（料理
スタッフ専用車を含む）の大編成で出発した．巡検コースは，

途中，白亜紀の島弧とされるコヒスタン弧を横断してインド大陸か
らアジア大陸まで衝突帯の全体像を紹介しようというもので，参加
者は80人を越えていたと思う．案内者は，メインがLawrenceと
M.A. Khanで，SearleやJanが途中エスコートしたが，Le Fortは残
念ながら参加しなかった．全行程往復1000km以上の強行軍を一週
間で行うにしては，あまりにゆっくりとした出発光景で，当初8時
の出発予定は10時ぐらいまでずれこんだ．このスロースタートは
巡検を通して一貫としていたが，最後にはみんな慣れてしまったよ
うだ．実際，パキスタンを経験した人間にとっては，この程度の待
ち時間は日常茶飯事である．初日は，インド大陸側のインダス川沿
いのベシャムまで，300km近い行程で宿についたのは9時に近かっ
た．この日は，主にインド大陸側の高度変成岩と多様な年代をもつ
花崗岩，また，コヒスタン弧とインド大陸の衝突現場であるMain
Mantle Thrust付近の変成岩を観察するのが主体であった．当初の
予定のストップの6割ほどしか回れなかった．二日目は，いよいよ
カラコルムハイウェイの北上が始まった．軽くインド大陸側の片麻
岩体を見た後，私のフィールドであるコヒスタン弧に入った．案内
者側であるペシャワール大のQasim Janは，本ワークショップで議
論となったJijal complexのザクロ石グラニュライトの起源は変成岩
起源であると訴えていた．この日は，コヒスタン弧の中心部によこ
たわる大規模なハンレイ岩帯であるChilas complexまでの下部地殻
の構造を見たことになる．あまりの強行軍の日程のため，またあま
りにも大人数であったためか，一露頭で要する時間が長く，多くの
露頭を見ることができなかったのは残念だ．止まったポイントも岩
石が風化しているところが多く，不満が残った．三日目からは受難
の日が始まった．というのは，この時期には珍しく雨に見舞われた
のである．ただの雨ならばいいのだが，こちらの道路事情は概して
予定を狂わせる原因となる．土砂崩れである．この日以降，土砂崩
れによって，当初の巡検の予定は完全に崩壊した．この日は，結局
4時間ほど足止めを食らったものの，その後道路は回復して予定の
半分の露頭（マグマだまりの構造・変形した枕状溶岩など）を見て，

巡

大褶曲露頭の前に佇むBurg博士

院生コーナー
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Gilgitで泊まった．次の日は，さらに北上してコヒスタン弧を抜け
てアジア大陸側に入り，中国国境に近いグルミットまでいく予定だ
ったが，午前中は道路は復旧せず，正午の出発となった．コヒスタ
ン弧のアジア大陸衝突前の変形した花崗岩の構造を切る衝突後に貫
入した玄武岩質の岩脈は，きれいに見ることができた．以前，地質
学雑誌の裏表紙を飾ったコヒスタン弧とアジア大陸の衝突現場にあ
った“ここで大陸は衝突した”と書いた看板は，今は無くなってい
た．というのも，この位置は間違っていたのである．本物の衝突現
場では，スレート劈開の発達した泥質岩と石灰質珪岩の境界部にあ
る超塩基性岩のブロックが観察される．さて，ようやく，アジア大
陸に入ったところで，この巡検はジエンドとなった．目の前でまさ
に土砂崩れが現在進行形で起きていたのである．たまに，谷にこだ
まするような巨大な岩石の崩落を目の前にして，決断が下り撤退と
なった．その日は，Gilgitに引き返し，まるまる2日半かけて途中
見落とした露頭を見学しつつ戻ることとなった．この悪条件の中で
も，一見こわもて顔のBurgが，みかけによらず陽気で，ギャグを
連発していたのが印象深い．帰りは天気も回復し，岩石隊と地形隊

に分かれて，巡検が行われ，順調にパキスタンの首都であるイスラ
マバードで解散となった．
全体を通しての巡検の感想は，多くのトラブルに見舞われたもの

のそれはそれで，パキスタンらしいという印象で，露頭を前にした
議論は活発に行われていて，有意義であったと思う．ただ，遠路は
るばるパキスタンの山々を目当てに来た人はつらかったかもしれな
い．幸い，ナンガ・パルバットは全貌は表さなかったもののちらっ
と見えたのが救いか．個人的には，同じJijal complexを共同研究者
の鹿大の山本さんと露頭でJanと議論できたり，J. P. Burgと面識が
できたことが，最大の収穫であった．
また，英会話能力があれば，巡検はもっと楽しめたはずで，英会

話の修行をせねばというのが最大の反省点である．最後に，巡検の
ときお世話になった参加者全員と過酷な日程を何とか切り盛りした
巡検案内者の方々に深く感謝いたします．

（芳野　極）

今回は編集者としての実力不足を露呈し，私のエッセイのように
なってしまったことを深くお詫びいたします．投稿のない現状から
依頼原稿がメインになっていきそうですが，常に投稿をお待ちして
おります．ご意見・ご感想でも構いません．院生コーナーの編集は
以下の3人で行いますので投稿は以下のメールアドレス宛でe-mail
で頂ければ幸いです．
yoshino@geol.s.u_tokyo.ac.jp 芳野　極（東大）
696g5059@mn.waseda.ac.jp 澤口　隆（早大）
massago@geo.titech.ac.jp 真砂　英樹（東工大）

（芳野　極）

土砂崩れによって封鎖されたKarakoram Higway．軍によって土砂が除去されている．

院生コーナー

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．なお，ニュース誌は別刷を作りませんので，ご了
承下さい．別刷ご希望の方は，ニュース誌をご購入いただくことになりますので，初めにお申し出下さい．

（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

第1回ニュース誌編集委員会が1月15日（月）午後1時より6名
の委員の出席をもって地質学会事務局で開かれ，分野・階層別幹事
の決定，今後の編集方針などについて自由な議論が行われました．
また，当日参加できなかった編集委員は，メモを提出して意見を述
べました．決定された幹事は，以下のとおりです．

民間会社担当：上砂正一・梅沢俊一
官 公 庁 担 当：有田正史・香村一夫
小中高教員担当：阿部国広
博 物 館 担 当：松岡敬二（松島義章・蟹江康光・神戸信和）
生涯学習等担当：神戸信和・松島義章
大 学 院 担 当：澤口　隆・芳野　極
カレンダー担当：牧野泰彦
レイアウト担当：渡部芳夫

今後は，幹事が各階層のニュースを集約し，よりよい紙面を作る
ため努力することとなりますので，会員みなさまのご協力のほどよ
ろしくお願い致します．

（ニュース誌編集委員長　高橋正樹）

ニュース誌編集委員会メンバー（任期2年）

牧野泰彦・香村一夫・渡部芳夫（編集委員会）・多田隆治（大学）・
澤口　隆・芳野　極（大学院）・足立勝治・上砂正一・梅沢俊一
（民間会社）・有田正史・三田直樹・鈴木喜計（官公庁）・阿部国広
（小中高教員）・松岡敬二・蟹江康光・松島義章・神戸信和（博物
館・生涯学習）

第1回ニュース誌編集委員会報告

日本地質学会ニュース読者の皆さまへ
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☆関東支部

第10回地質汚染技術研修会の
お知らせ（第1報）

本年も下記のとおり恒例の地質汚染技術研修会を開催いたしま
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　程：1998年11月4日（水）～11月7日（土）3泊4日
場　所：サンピア君津　千葉県君津市法木384_119

電話 0439_32_3332，Fax 0439_32_3399
内　容：地質汚染の調査・対策技術について，実習をまじえて詳し

く解説するとともに地下水流動など各種講義を行います．
募集人員：50名程度
参加費用（予定）：地質学会員，賛助会員　70,000円

一般　　　　　　　　　80,000円
（宿泊費，食事代，テキスト代等）

申し込み方法，申込期限等の詳細は8月号でお知らせいたします．
問い合わせ先：日本地質学会関東支部幹事
石山英樹（君津市教育部）電話 0439_56_1692
佐藤尚弘（明治コンサルタント（株））電話 03_5624_2514
手塚裕樹（アジア航測（株））電話 03_5379_3228
緒方信一（中央開発（株））電話 048_250_1413

関東支部・東京都地質調査業協会共催

講演会「環境と防災」および
1998年関東支部総会報告

近年，広い意味での廃棄物処理問題，および防災意識の向上から，
人と関わる地すべり問題について，より注目が集まってきている．
そこで，今回は放射性廃棄物と一般廃棄物，および地すべりと地下
水をテーマに，講演会を,1998年5月19日東京都北区北とぴあで開
催した．講演会には約100名の参加があり，講演会の内容は非常に
充実したものとなった．
地質学的切り口での放射性廃棄物や一般廃棄物，地下水観測方法

論にも言及した地すべり調査という話題ということもあり，活発な
質疑応答などもかわされた．
ご多忙中にもかかわらず，今回の講演会で有益で貴重なご講演を

いただいた講師の方々および参加者の皆様に，厚く御礼申し上げま
す．

講演会：環境と防災
①　放射性廃棄物と地球科学
地質コンサルタント　土井和巳氏
放射性廃棄物処分は，エネルギー資源

として，原子力に頼らざるを得ない我が
国としては，避けて通れない大きな問題
である．放射性廃棄物には，放射線の強
いものと弱いものがあり，弱いものでも
300年，強いものになると1万年以上の間，人間社会から隔離して
おく必要がある．
この放射性廃棄物の隔離法としては，様々な方法が提案されてき

報　告

ご案内

たが，現在では地下深くの岩石圏に処分する方法が一般的であると
されている．しかし，我が国は変動帯に位置しており，岩石圏処分
において，さまざまな地球科学的課題があり，その点で地球科学の
役割はより重要である．
放射性廃棄物を処分するにあたっては，廃棄物の漏洩の可能性を
低くするために，廃棄物を安定性の高い物質でくるむことが考えら
れており，それらを人工バリアと呼ぶ．さらに地下深部に処分する
のであれば，周囲の岩石や土壌を天然バリアと呼び，一般的にはこ
れらを組み合わせて多重バリアとしている．この中における長期間
の放射性核種の挙動は，地球科学を中心とした様々な要素が絡み合
ったものであり，地球化学，水理学，鉱床学等との関連性も含めて，
データを蓄積し，検討および技術開発を行っていく必要があるとい
える．最終処分の安全性が確保されるまでは，放射性廃棄物は厳重
に管理しておくべきものであると考えている．

②　廃棄物と地盤
九州工業大学教授　清水惠助氏
廃棄物・ゴミ問題は人間の社会活動に

根ざした独特の問題である．この問題は，
ここ30年～40年間，常に提起されてき
た大きな問題である．経済や社会の情勢
変化とともに，その問題は次第に深刻化
し，地球規模の拡大をしてきている．現在でも，最終処分場延命化
のための焼却と，ダイオキシン汚染との関係，内陸部の最終処分場
と環境汚染の問題など，多くの課題が残されている．東京を例にた
とえるならば，江戸時代から，人口増大による都市発達の結果，低
地，湿地，海岸地帯などが埋め立てられてきた．このときのゴミは，
ほとんどリサイクルのできないものだけであった．現在のゴミ問題
は，様々な問題の集合体であるため，一地区や一都市だけの問題で
はない．それは，省資源，リサイクル，排出ガス，有害物質による
汚染など考えると分かる．さらに，それらは地球規模の環境の視点
で見る必要がある．
これら廃棄物で埋め立てられた地盤における地質調査法は，土砂
系埋め立て地盤と違って，特に確立されたものはない．従来の地盤
工学的な調査方法や試験法に，ガス，地中温度，浸出水などの廃棄
物特有な調査を加えたものを主体としている．埋め立て跡地は，一
般の地盤と異なるために，跡地利用では，ゴミ層の圧縮変対策とし
て支持杭を挿入したり，ゴミから発生するガスについて対策を講じ
なければならない．
これらのゴミ問題に我々として取り組む方針としては，極力廃棄
物，ゴミを出さない社会システムを一刻も早く確立し，リサイクル
を促進する必要がある．

③　長野県における地滑りと
地下水

信州大学名誉教授　川上　浩氏
地すべりと降雨との因果関係および，

地下水位と地すべり移動量との関係を示
す報告は，数多く示されている．また，
土質の教科書では均質土に一定の自由地
下水面が示され，この面が上下するとしている．しかし，実際の不
均質土の斜面では，このような形で水頭が存在しているとは考えに
くく，むしろ自然斜面では，ある一定の深度ごとのみずみちをたど
って流れていると考えるのが，適当であると考えられる．
降雨の浸透によって斜面表層部の透水層で水頭が上昇し，その後
深部の透水層でも上昇する．さらに難透水層でも水頭上昇が起こっ
たならば，斜面全体の水頭が上昇することとなる．この場合に初め
て，ポテンシャルは均質土の流れ（ダルシーフロー）に類似したも
のとなると考えられる．

支部コーナー
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水位観測を行うにあたって，どの部分を観測対象とするかは，ス
トレーナー区間によって定められる．ここで，ボーリング孔に対し
全長多孔管を使用してしまうと，前述の理由により本来の水頭を示
さなくなるため，このような設置法は避けるべきである．よって，
地下水の状況を正確に把握するには，深度別に水頭を計るよう多数
の深度別水圧計または間隙水圧計を設置して観察するべきである．
また，ボーリング作業中の孔内水位測定は，おおよその深度別水
頭を推定することが可能であるため，それらについても注意する必
要がある．

1998年関東支部総会

支部参加者97名，委任状95名計192名（定足数93名）であった．
議長に松本俊幸氏（国際航業（株））を選出して，1997年度の活動
報告，会計報告，1998年度の活動方針などが承認されたほか，一
部支部役員の交代があった．
なお，豊富な図表と丁寧な解説からなる今回の講演要旨集（B5

判，42ページ）は日本地質学会事務局で１冊500円で販売していま
す．
日本地質学会関東支部幹事

支部長：青木　滋（新潟大学名誉教授，（株）興和）
会計幹事：中山俊雄（東京都土木技術研究所）
幹　事：
〔留任〕 青野道夫（（有）青野地質コンサルタント）・飯沼達夫
（日本工営（株））・石山英樹（君津市教育部）・猪俣道也（東京農
業大学）・上砂正一（明治コンサルタント（株））・緒方信一（中央
開発（株））・笠間友博（神奈川県立茅ヶ崎高等学校）・佐々木和
彦（応用地質（株））・佐藤賢司（千葉県地質環境研究室）・佐藤尚
弘（明治コンサルタント（株））・杉本　実（横浜市環境科学研究
所）・鈴木喜計（君津市環境部）・手塚裕樹（アジア航測（株））・
府川宗雄（東京都立千歳高等学校）・向山　栄（国際航業（株））・
山本高司（川崎地質（株））
〔退任〕 清水惠助（九州工業大学教授）
事務局：101_0044 東京都千代田区鍛冶町1_10_4丸石ビル

日本地質学会内　電話 03_3502_7242
（緒方信一記）

『第6回大磯火山灰巡検』報告
関東支部では，大磯丘陵地域での6回目の火山灰巡検を6月5日

に実施した．今回もこれまで同様，東京都立大学名誉教授の町田洋
先生と同大学大学院理学研究科教授の山崎晴雄先生に案内していた
だき，海成段丘やテフラの分布状況から，大磯丘陵地域の第四紀に
おける地殻変動を考えてみようという趣旨であった．
主な話題は，
①　大磯丘陵の更新世中～後期海成層とテフラの層序
②　大磯丘陵第四紀地殻変動，とくに国府津・松田断層に関係する
変動

であった．
参加者は36名であり，地質コンサルタント関係者が約7割，大学

院生，教師関係者，官公庁の研究者がそれぞれ約1割という内訳で，
例年になく地質コンサルタント関係者の参加が多かった．これまで，
この火山灰巡検は天気予報に関係なく雨が降らないというジンクス
があった．今回は，残念ながら巡検最後になって雨にみまわれてし
まったが，参加者全員熱心に露頭観察をしていただいた．
今後の企画の参考とするため，例年どおり参加者全員にアンケー

ト調査をお願いし，テーマ，参加費，時間設定等についてほぼ満足
していただけたことがわかった．さらに，“もっと巡検を”との声
を参考として，関東支部ではこの火山灰巡検を継続するとともに，
地質巡検を今後数多く企画し，会員サービスに努めたいと考えてい
る．最後に，巡検コースの下見に加え，資料作成から当日の案内ま
で大変お世話になった町田　洋先生，山崎晴雄先生に心からお礼申
し上げる次第である．
＜担当幹事＞　青野道夫（（有）青野地質コンサルタント）・笠間友
博（神奈川県立茅ヶ崎高等学校）・佐々木和彦（応用地質（株））・
山本高司（代理　大塚一広）（川崎地質（株））

（佐々木和彦　記）

報　告

国府津・松田断層東方の土取場で

支部コーナー

大磯火山灰巡検に参加して
神奈川県立小田原高等学校　高島清行

大磯丘陵は私の自宅近くにあるが，そこのローム層を詳しく見る
機会は不思議と少なかった．その理由の一つは，自分でローム層の
露頭を見つけても，そのテフラがどの層準なのかがよくわからなか
ったことにある．今回は関東ローム層研究の第一人者である町田洋
先生と，国府津－松田断層などの研究でも知られる山崎晴雄先生の
案内による巡検があるということで，初めて参加させていただいた．

一日雨が降るかもしれないという予報の中を出発したが，幸い午後
になって少し雨が降る程度で，ほとんどの場所を予定通り見学する
ことができた．さすがに大磯丘陵を熟知されている先生の案内とい
うことで，すばらしい露頭の連続であった．しかもどのテフラがど
の層準であるかもよくわかるので，非常に内容の濃い巡検となった．
最後に予定されていた大井町菊川沿いの見学は，残念ながら雨のた
めに途中で中止になってしまったが，自宅から15分程度で行ける
場所なので，近いうちに巡検資料と照らし合わせながら再び訪れて
みようと思う．
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日　　　程

第105年総会・討論会・記念講演会を，
1998年3月28日（土），29日（日）両日にわ
たって学習院大学西4号館（東京都豊島区目
白1_5_1）において開催した．その間，3月
28日夕刻にかんぽヘルスプラザ東京（豊島
区東池袋4_7_7）において懇親会を開催した．
これらの全日程は次のとおりである．
3月28日（土）
9 : 30～10 : 15（101教室）
特別講演　平　朝彦「島弧・造山帯・大
陸の進化」

10 : 20～12 : 00（同上）
第105年総会
13 : 30～14 : 00（同上）
国際賞受賞記念講演　Ernst ,W.Gary
「Metamorphism, preservation, and
exhumation of ultra-high pressure sub-
duction complexes」（（財）深田地質研
究所共催，（社）全国地質調査業協会連
合会協賛）

14 : 10～16 : 40（同上）
シンポジウム「新しい島弧観の確立に向
けて」

3月29日（日）
9 : 30～12 : 00（102教室）
シンポジウム「地質学は斜面災害を予測
できるか」

9 : 15～12 : 10（201教室）
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」（国
際シンポジウム）

13 : 00～16 : 00（102教室）
シンポジウム「第四紀気候変動―海，陸，
氷床　そしてモデリング―」

13 : 00～16 : 00（201教室）
シンポジウム「古領家帯と黒瀬川帯の諸
問題―第1部：黒瀬川帯」

本総会では日本地質学会国際賞の最初の授
賞が行われ，受賞者のアーンスト教授夫妻が
出席されるとともに，同教授の受賞記念講演
会が（財）深田地質研究所共催，（社）全国地質
調査業協会連合会協賛のもとに開催されたほ
か，同教授は国際シンポジウムとして行われ
た「新しい造山運動論，太平洋型と衝突型，
その現状と展望」においても講演者として貢
献された．なお，同教授夫妻を28日の懇親
会に招待したほか，それぞれ秋山雅彦旧会長，
小松正幸新会長主催の歓迎昼食会（28日），
歓迎夕食会（29日）が関係者により行われ
た．

総　会　記　事

3月28日10時20分より開会，行事委員長

新妻信明君の開会挨拶の後，議長として足立
勝治君，田切美智雄君が指名され，下記の報
告および審議が行われた．すべての議事終了
後に1997年度会長秋山雅彦君および1998年
度会長小松正幸君から，それぞれ退任・新任
の挨拶があり，総会を閉会した．総会出席者
は162名，委任状287名，定足数345名を上
回り，総会は成立した．

Ⅰ 報告事項
1 1997年度（平成9年度）事業経過報告
評議員会議長斎藤常正君から，配布された

資料に基づき次の報告があった．
q1w 会員の動静
1998年2月末現在の会員数は，賛助会員57

社，名誉会員35名，正会員4610名，院生会
員528名，学生会員37名，会員総数5267名
であり，1997年2月末当時と比べると3名の
増加である．その内訳は次のとおりである．
入会者223名（賛助会員3社，正会員65名，
院生会員128名，学生会員27名）退会者
124名（賛助会員1社，正会員112名，
院生会員10，学生会員1名）
会員種別変更　学生会員から正会員へ7名
学生会員から院生会員へ18名　院生会
員から正会員へ80名　正会員から院生
会員へ6名
逝去者19名（名誉会員1名，正会員18名）
除籍者77名（正会員72名，院生会員5名）
1997年度において逝去された会員は，名

誉会員　立見辰雄君，正会員　片山信夫君，
三谷勝利君，佐藤　茂君，岩本清次，村田順
一君，高橋良平君，鈴木陽雄君，佐藤良昭君，
今井弘樹君，中川衷三君，甲藤次郎君，津田
秀郎君，中村萬次郎君，小関　攻君，竹内敏
晴君，塩口　登君，和田　信君，渡辺文平君
でありました．日本地質学会の発展に貢献さ
れた有為な会員を失いましたことは，本会と
してもっとも痛恨とするところであり，深く
弔意を表する．
q2w 集会
1997年度においては臨時評議員会を含め

て評議員会5回，執行委員会16回，編集委員
会11回，そのほか選挙委員会，第一庶務委
員会，会員委員会，行事委員会，会計委員会，
各賞選考委員会，会計監査などが随時開催さ
れた．また，地学教育研究委員会，南極地質
研究委員会，環境地質研究委員会，女性地球
科学者の未来を考える研究委員会，第一次地
質基準策定委員会，ヒマラヤ地質研究委員会，
研究企画委員会，事業計画委員会，科研費問
題検討小委員会，インターネット運営委員会，
The Island Arc編集委員会などの会合が随時
開催された．そのほか，昨年度末に設置され
た執行体制整備委員会，本年度に新たに設置
されました地質学と地震研究委員会，地層名
命名規約策定委員会，地質学普及教育実行委

員会，財政問題検討委員会，各賞基金検討委
員会が活動してきた．
1997年度の第104年年会は，1997年10月

10日から12日まで，福岡大会として，福岡
市において1232名の多数の参加者のもとに
開催された．一般発表としてポスターセッシ
ョンを含め，合計636件の申し込みがあり，
また，9件のシンポジウムが行われ，年会後
の見学旅行としては，韓国コースを含む12
コースが設定された．福岡はアジア諸国，特
に韓半島と近い地理的条件にあり，国際交流
の促進に関して今後への転換点とするため
に，国際シンポジウム「東シナ海の起源と発
達」，韓国での見学旅行の実施，創立50周年
を迎えた韓国地質学会のJeong_Hwan Kim会
長の招聘が企画され．実現の運びとなった．
さらに，最初の試みとして，本年度に発足し
た11の専門部会の会合としてそれぞれの専
門部会ランチョンが開催され，今後の専門部
会活動について討議された．普及行事として
は，市民講演会「九州からのぞいた地球の謎」
が西日本支部主催のもとに，文部省の科学研
究費補助金「研究成果公開発表（B）」の助
成を得て，また，工業技術院地質調査所・福
岡市立少年科学文化会館との共催によりイベ
ント「知っていますかあなたの大地―地質学
が探る九州島―」が，それぞれ盛況裡に開催
された．
そのほかのシンポジウムや一般を対象とす

る普及行事も活発に行われてきた．日本地質
学会・地学団体研究会の共催によって「東京
湾の環境―過去・現在・未来―」をテ－マと
した「3学会合同セミナー」，環境地質研究
委員会により，関東支部共催のシンポジウム
「地質汚染―最終処分場の閉鎖条件について
―」，日本情報地質学会・日本鉱物学会共催
のシンポジウム「第7回環境地質学シンポジ
ウム」，地質学と地震研究委員会によるシン
ポジウム「日本列島の地質大構造と地震テク
トニクス」が開催され，それぞれの分野の今
後の発展の上に非常に有意義な討論が行われ
た．
このような活動は支部主催としても行われ

ている．関東支部では防災フェアーの行事と
して一般を対象とする「新潟県の地震講演
会」，「火山灰巡検」，「現代の貝塚巡検」，「地
質汚染研修会」，関西支部では，日本応用地
質学会関西支部との共催で地学教育問題シン
ポジウム「いま，地学教育の問題点は何か」，
シンポジウム「兵庫県南部地震のその後」な
どが行われた．それぞれ多数の参加者を得て
成功のうちに終了し，普及の上でも有意義な
役割を果たしてきた．
q3w 雑誌およびその他出版物の刊行
地質学雑誌を毎月発行し会員に配布した．

本年度（103巻4号より104巻3号）の種類別
総数は論説65編，短報23編，討論2編，ノ

日本地質学会第105年総会記事
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ート2編，口絵15編，総ページ数は826ペ－
ジであった．そのほか，紹介・ニュース・追
悼記事・学会記事・総会記事等などを含めた
ノンブル表示の総ページ数は1225ページ
（ただし1998年1月からのニュース誌を含む）
であった．また，欧文は論説15編，短報2編
で総ページ数143ページ，論文総ページに対
する欧文比率は 17.3 ％，総ページ比率は
11.7％であった．
ニュース等の記事についてはこれまで地質
学雑誌の巻末に掲載してきたが，これらをさ
らに充実させることを目的として，本年1月
より，ニュース類の情報記事を「日本地質学
会News」（略称：ニュース誌）として分
離・独立させ，地質学雑誌を純学術誌として
発行することとした．ニュース誌はこれまで
に3号を出したが，会員及び学会外からも好
評を得ている．
地質学論集については，本年度に入り，第
47号（荒井章司ほか編：日高地殻―マント
ル系のマグマ活動」（1997年5月刊），第48
号（岡田博有ほか編： Cretaceous Envi-
ronmental Change in East and South Asia
（IGCP350）_Contribution from Japan）（同6
月刊），第49号（新妻信明ほか編：21世紀を
担う地質学）（1998年3月刊），第51号（岡
田博有ほか編：地震と地盤災害―兵庫県南部
地震の教訓）（同月刊）が刊行された．第50
号（狩野謙一ほか編：21世紀の構造地質学
に向けて）は，本年7月に刊行の見込みであ
る．
The Island Arcについては，Volume 6,

Issue 1から4までを予定とおり編集・刊行
し，掲載論文30，編，総ページ数は426ペー
ジと，前年度に比べてさらに充実された．昨
年秋から購読者の拡大運動を行って参りまし
た結果，現在約350名に達している．当面の
目標500名を目指してさらに運動中である．
q4w その他
1） 次の他学協会とのシンポジウム・研究
発表会等を共催・後援あるいは協賛し
た．
q1w ゼオライト学会第13回ゼオライト
研究発表会（協賛）

q2w 第8回ヒ素シンポジウム（協賛）
q3w ゼオライト学会主催国際会議
ZMPC’97（協賛）

q4w 第41回粘土科学討論会（共催）
q5w 第13回ESR応用計測研究会（協賛）
q6w 第1回創造的基礎科学国際会議（協

賛）
q7w 第23回リモートセンシングシンポ

ジウム（協賛）
q8w 日本応用地質学会講習会，地質・地

盤と地質災害（協賛）
q9w 第1回国際土壌・地下水循環ワーク

ショップ（後援）
q10w 第35回理工学における同位元素研

究発表会（共催）
2） 日本学術協力財団より「第5回アジア
学術会議」（平成10年3月11日～13日）

に関連した「アジア学術交流事業」への
参加依頼があり，参加費1口（1万円）
を支払うこととした．
3） パソコン会計システムの本格稼働に向
けて進めてきた検討・準備がほぼ終わ
り，1998年度から，実施に移す計画で
あある．また，1998年度予算案から新
しい費目分類（1998年度予算案参照）
に基づくこととした．
4）（財）日産科学振興財団の平成9年度日
産学術研究助成の募集に対し，推薦致し
ましたもののうち，次の2件が採択され
た．
横川美和：北大西洋西縁における深海堆
積物の堆積過程の高解像度復元；長谷川
卓：地球表層の炭素マス・バランスの長
期的変動に関する基礎研究
5） 文部省より1997年7月24日付けで，
平成9年度科研費補助金（研究成果公開
促進費，学術定期刊行物），292万円の
交付決定通知があった．
6） 平成9年度文部省科研費補助金「研究
成果公開促進費」に係る「研究成果公開
発表（B）」の公募に対して申請を行っ
た，西日本支部の主催によるシンポジウ
ム「九州からのぞいた地球の謎」に対し
て，平成9年6月2日付けで140万円の交
付決定の通知があり，同シンポジウムは
同年10月10日に福岡大会の折りに288
名の参加を得て福岡市で開催された．
6） 平成10年度の上記補助金に対しては，
シンポジウム「地球の不思議にせまる」
（1998年9月28日松本市で開催予定）を
1997年12月5日付けで申請した．
7） 地球惑星関連学会1998年合同大会
（東京）に向けて参加協力してきた．そ
の他，外部関連の委員会については，自
然史学会連合，学校科目「地学」関連学
会連絡協議会，地球環境科学関連学会協
議会将来構想検討委員会に参加し，随時
それらの活動に協力してきた．
8） 次の秋山雅彦会長名の，外部に対する
要望書等を関係者各位に送付した．
q1w 立教大学総長と東京大学原子力総合
センター長宛に，「原子炉閉鎖の延
期に関する要望について」（1997年
4月8日付け）．

q2w 地学団体研究会会長宛に，「そくほ
う記事に関する抗議文書」（1997年
4月18日付け）．

q3w 科学技術庁研究開発局長・工業技術
院長・文部省学術国際局長宛に，
「国際科学掘削計画への我が国の参
加について」（1997年 7月 22日付
け）．

q4w 科学技術庁長官宛に，「科学技術番
組専用の放送メデイア設立実現につ
いての要望」（1998年 1月 14日付
け）．

q5w （社）全国地質調査業協会連合会会
長と（財）深田地質研究所理事長宛に，

「日本地質学会国際賞受賞記念講演
会に関する共催・協賛についての依
頼」（それぞれ，1998年1月29日付
け，2月13日付け）

q6w 岡山県大佐町長宛に，「岡山県大佐
町 2 露頭の保全要望について」
（1998年3月11日付け）．

q7w 総務庁長官ほか関係機関の長宛に，
「地質学関連の国立研究機関の組
織・研究活動の強化に関する要望」
（1998年3月20日付け）．

9） 選挙委員会において役員選挙細則の一
部，選挙広報の在り方について検討し，
その経過，結論が「選挙広報の在り方等
に関わる要望書」として，秋山会長宛に
提出された．この問題については10月
の臨時評議員会で討議され，改正された
選挙細則，内規が1998年度役員選挙か
ら適用されることとなった．

10） 日本地理学会より地理学関連学会連
合発足準備会設立にあたっての参加呼び
かけがこれまで2回あったが，第1回は
昨年10月の臨時評議員会と，また第2回
は第4回定例評議員会と重なったため
に，出席できず，同連合には関心を持っ
ているので引き続き関連資料の送付をお
願いしたい旨の連絡をとった．

11） 会計委員会においては，財政状況を
検討の結果，会員各位に財政面に対する
関心を寄せていただけるよう，「日本地
質学会の財政状況に関心を」の記事を2
回にわたり，地質学会ニュース，ニュー
ス誌に掲載した．

12） 日本地質学会会長と（株）廣業社社長
との間で，今後2年間の地質学雑誌，地
質学会ニュース上への広告の掲載に関す
る契約を1998年4月1日付けで締結する
ことを合意した．

13） インターネット運営委員会において
は，本学会の正式なホームページを文部
省学術情報センターに開設した．また，
今後の円滑な運用等に関する内規の作成
を検討した．

14） 会員委員会においては，1998年発行
の会員名簿の記載事項について検討し
た．1998年度においてさらに検討を加
えた上，名簿を作成することとしている．

15） 日本学術会議より1997年7月18日付
けで，地質科学関連の第17期日本学術
会議会員として推薦すべき者として，地
質学研連関係　斎藤常正，鉱物学研連
青木謙一郎，地質科学総合研連　鎮西清
高の通知があった．

16） 本年4月以降のニュース誌の編集を円
滑に行うために，執行委員会の下に執行
委員長または副編集委員長を責任者とす
る「ニュース誌編集委員会」を設置する
こととした．

17） 地質学普及教育実行委員会はこの1年
間活動を行ってきたが，現在なお企画・
実行が進行中なので，来年度1年間延長
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して活動を行うこととした．
2 1998年度（平成10年度）日本地質学会役
員選挙結果報告

選挙委員長辻　隆司君より1998年度日本
地質学会役員選挙について報告があった．
1998年3月7日に開票した結果次のとおりと
なった．有権者総数5,165名，投票総数1,769
通（33.3％），有効投票1,757通（内，白票3
通），無効投票12通）．投票総数は1997年度
に比べて約150の増加，96年度に比べて約
250の増加となっている．当選者の氏名は次
のとおりである．
会　長（任期2年） 小松正幸
副会長（任期2年） 坂　幸恭・徳岡隆夫
評議員（任期2年）
足立勝治　足立久男　赤羽久忠　板谷徹丸
磯u行雄　永広昌之　菊地隆男　久保和也
公文富士夫　熊井久雄　小泉　格　小出良
幸　佐々木和彦　佐瀬和義　柴　正博　柴
崎直明　田崎和江　高橋正樹　高安克己
徳橋秀一　鳥海光弘　新妻信明　真砂英樹
別所孝範　吉田武義
なお，引き続き1998年度末まで在任する

評議員は次のとおりである．
秋葉文雄　赤羽貞幸　天野一男　上砂正一
飯川健勝　氏家良博　川辺孝幸　木村　学
小井戸由光　小林和宏　斎藤靖二　酒井治
孝　嶋本利彦　田結庄良昭　平　朝彦　高
須　晃　滝田良基　巽　好幸　那須孝悌
楡井　久　野村　哲　堀川秀夫　丸山茂徳
八尾　昭　芳野　極
3 日本学術会議報告　

日本学術会議会員斎藤常正君より1997年7
月22日～24日に開催された第126回総会以
降の第17期日本学術会議のその後の経過の
概要が報告された（詳細については1997年
度臨時評議員会（10月），第3回定例評議員
会，第4回定例評議員会の議事抄録を参照さ
れたい―地質学雑誌103巻11号，地質学会ニ
ュース1巻2号，地質学会ニュース1巻4号
―）．

Ⅱ 承認を求める事項　
1 1997年度（平成9年度）評議員会 議決事
項

q1w 評議員会議長として斎藤常正君を選出し
た．

q2w 執行委員として次の諸君を選出した．
斎藤靖二君（執行委員長）・天野一男君

（第一庶務）・丸山茂徳君（第二庶務）・滝田
良基君（会計）・中田節也君（会員）・徳橋秀
一君（編集）・高橋正樹君（編集）・新妻信明
君（行事）・嶋本利彦君（国際交流）（各分担
は総会直後の第一回執行委員会で互選により
決定されたものである）
q3w 選挙委員として次の諸君を推薦した．
福澤仁之君・鈴木毅彦君・手塚裕樹君・坂

本正徳君・辻　隆司君
なお，互選の結果，辻　隆司君が委員長に

選ばれた．
q4w 会計監査として中山俊雄・三本健四郎両

君を推薦した．
q5w 地質学論集「21世紀を担う地質学」（編
集委員会　新妻信明ほか），および「付加
帯形成における緑色岩の意義」（編集委員
会　宮下純夫ほか）の新規刊行企画を承認
した．

q6w 次の3件の地質学論集の最終刊行計画を
承認した．
第49号 新妻信明ほか編：21世紀を担

う地質学（1998年3月刊行）
第50号 狩野謙一ほか編：21世紀の構

造地質学に向けて（1998年7
月刊行見込み）

第51号 岡田博有ほか編：地震と地盤
災害―1995年兵庫県南部地震
の教訓―

q7w 各賞選考委員会委員として規約に基づ
き，前現編集担当執行委員として徳橋秀
一・高橋正樹両君を推薦し，残りの8名の
委員につき，評議員の中から専門分野を考
慮して次の諸君が選出された．
天野一男君・小泉　格君・田崎和江君・

高須　晃・新妻信明君・酒井治孝君・板谷
徹丸君・巽　好幸君．なお，互選の結果，
小泉君が委員長に選ばれた．

q8w 1994年度日本地質学会各賞として各賞
選考委員会の選考にもとづき，次のとおり
承認した．
1） 日本地質学会賞（1件）
斎藤常正 「化石層序学によるプレート
テクトニクスの証明」

2） 日本地質学会論文賞（1件）
丸山茂徳 「Pacific_type orogeny revised :
Miyashiro_type orogeny proposed」
（The Island Arc, 6/1）

3） 研究奨励賞（1件）
星　博幸・高橋雅樹 「Paleomagnetic
constraints on the extent of tectonic
blocks and the location of their kine-
matic boundaries : implications for
Miocene intra_arc deformation in
Northeast Japan」地質学雑誌，103/6

4） 小藤賞（1件）
束田和弘・小池敏夫 「岐阜県上宝村ｰ重
ヶ根地域から産出したオルドビス紀コ
ノドント化石について」地質学雑誌，
103/2

5） 日本地質学会国際賞（1件）
W.G. Ernst 「三波川変成帯の研究と日
本列島のテクトニクス」

q9w 科研費問題検討小委員会の半数改選を行
った．留任委員：八尾　昭（委員長），斎
藤靖二，足立　守，田崎和江　新任委員：
吉田武義，天野一男，公文富士夫，波田重
煕

q10w 科研費配分に係る審査委員候補者につい
て，次の各分野の候補者を投票により選出
した．
地球科学2段，地質学一般1段，層位古生

物学1段，地球科学（地球化学）2段，地球
化学1段，自然史科学．

q11w 第17期日本学術会議研究連絡委員会委
員の選出について，小松正幸副会長を委員
長として委員候補者選出委員会を設置する
ことを決定し，推薦，評議員の郵便投票に
より，次の各研連委員候補者を決定致した．
地質研連　6名，鉱物研連　1名，鉱物研
連鉱床学専門委員会　1名，古生物研連
1名，地球化学・宇宙化学研連　1名，海
洋科学研連　1名．

q12w 次の2研究委員会の設置を承認した．
「地質学と地震」研究委員会（代表者：小
松正幸・嶋本利彦，期間　3年）；地層名
命名規約策定委員会（代表者：天野一男，
期間　2年）

q13w 名誉会員の推薦基準（内規）を次のよう
に改訂した．次の条件に相当する70才以
上の方を名誉会員として推薦する．1．会
長・副会長経験者　2．評議員4年以上　3．
1，2の条件に関わりなく学会活動に貢献
した方．

q14w 名誉会員候補者として，上記内規による
候補者18名，支部長推薦による候補者3名
を本総会に推薦することを決定した．内規
による候補者：魚住　悟，宇留野勝敏，木
崎甲子郎，黒田吉益，柴田松太郎，下山俊
夫，武田裕幸，千地万造，中川久夫，奈須
紀幸，橋本光男，羽鳥謙三，端山好和，藤
田至則，古川和代，星野通平，三梨　昴，
山岸猪久馬　支部長推薦による候補者：亀
井節夫（元会員），新井房夫，小野寺　透．

q15w 会則第6条により，1994_1997年度の4
年間にわたる会費未納の78名の会員の除
籍を決定した．

q16w The Island Arcについて，今後国内の購
読者を早急に500人以上確保することを目
標にし，購読拡大運動を行うとともに，購
読の申し込み受付，集約，管理を地質学会
事務局で行うこと，関連4学会との連携を
強化することなどを決定した．

q17w 地質学雑誌の投稿規定の一部改正を行い
ました．

q18w 選挙委員会による会長宛の要望書を検討
し，原案の一部を修正の上，役員選挙細則
の一部改正，選挙広報の内容，選挙結果の
公表に関する内規の一部を改め，98年度
役員選挙から適用させることとした．

q19w 評議員会の傍聴に関する運営細則の一部
を改正した．

q20w 地質学論集「21世紀を担う地質学」（編
集委員会　新妻信明ほか），および「付加
体形成における緑色岩の意義」（編集委員
会　宮下純夫ほか）の新規刊行企画を承認
した．

q21w 本学会の財政が危機的状況にあることが
明かとなり，会費値上げや活動全般を含め
た長期的視野からの抜本的対策を講ずる必
要のあることから「財政問題検討委員会」
を設置することとし，第4回定例評議員会
に対して検討結果の答申が出された．審議
の結果，提案された，今後の財政改善の基
本原則（基本経費と，一部の受益者負担，
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独立採算制）のもとに会費値上げを含めて
本年末までに詳細な審議を重ねることと
し，そのために同委員会を再編してさらに
検討を進めることとした．

q22w 財政問題との関連で，今後，国際賞その
他の賞を対象とした各賞の基金を設ける方
向で，「日本地質学会各賞検討委員会」を
設置することとした．検討の結果は評議員
会で審議され，今年度評議員から1口5千
円の募金を行うこと，来年度から会費納入
時に1口千円の募金納入欄を設け，会員か
ら募金を行って基金とすることとした．ま
た，関連して国際賞の英語名称，国際賞と
地質学会賞との関係等を今後さらに検討す
ること，そのために新しい検討委員会を設
けることとした．

q23w 本学会の今後の執行体制の在り方につい
て執行体制整備委員会において検討が続け
られてきた．これまで，検討経過が評議員
会に報告され議論されるとともに，学会ニ
ュースにも掲載紙，広く意見を求めてきた
が，第4回定例評議員会に，会則・運営細
則等改正の原案を含む最終答申が提出され
た．審議の結果，若干の事項についてはペ
ンデイングとしたが，組織体制を含めた基
本方向が承認され，本委員会を終了させる
こととした．併せて，会員からの意見聴取，
ペンデイング事項の検討を含めて，来年度
執行委員会のもとに会則・運営細則等検討
小委員会を設けること，残された問題を審
議するために評議員会のもとに新たに組織
運営検討委員会を設置することを決定し
た．

q24w 事業計画委員会においては，本年度他学
会の状況の調査，法人化に関するQ＆Aの
ニュース誌上への掲載等を行ってきた．法
人化した場合の問題に関する一般的検討を
終えたが，法人化についてはまだ結論を出
す段階にはなく，組織・運営体制，普及教
育事業の内容，財政問題，定款（案）等に
ついて，最終的には他委員会の検討結果を
待つ必要がある．これらについてさらに具
体的に検討を進める必要のあることから，
その検討のための委員会を新たに設置する
こととした．

q25w 第106年総会（1999年）を東京（早稲田
大学）で春に行うこと，年回を名古屋（名
古屋大学）で秋に行うこととした．なお，
第107年（2000年）総会は筑波大学で春に，
年会は秋田大学で秋に行うよう交渉中であ
る．

q26w 第105年総会（1998年）における報告事
項を1997年度事業経過報告，役員選挙結
果報告，日本学術会議報告とし，承認を求
める事項を評議員会議決事項，1997年度
決算・財産目録および会計監査結果報告と
すること，また，審議事項を名誉会員の推
薦について，1998年度の事業計画および
予算案について，その他，とすることとし
た．

2 1997年度（平成 9年度）決算・財産目録
および会計監査報告

会計委員長滝田良基君から1997年度（平
成9年度）の収支決算について次の報告があ
り，さらに会計監査中山俊雄君から会計監査
の結果の報告があり，これらを承認した．

Ⅲ 日本地質学会国際賞・日本地質
学会賞・日本地質学会論文賞・
研究奨励賞・小藤賞授与

各賞選考委員会委員長小泉　格君から配布
資料により，授賞審査・推薦理由が報告され，
会長秋山雅彦君ら各賞受賞者に対して，賞
状，賞金（日本地質学会国際賞・日本地質学

会賞・研究奨励賞）および副賞のメダルが授
与された．

1998年日本地質学会各賞推薦文
国際賞（1件）

W.G. Ernst（Stanford
University USA，1931
年セントルイス生）

略 歴 ： Ph. D Johns
Hopkins Univ. 1959,
Univ. of California
1960_1989, Stanford
Univ. 1989_

受賞研究テーマ「三波川変成帯の研究と日本

列島のテクトニクス」

Ernst氏は，1963年にフルブライト生とし
て東京大学に在籍したとき，四国三波川変成
岩の研究を行った．その後，日本学術振興会
後援による三波川帯とフランシスカン帯の比
較研究を進めた．その研究過程で，日本の地
質体が沈み込み帯に起因した造山帯であるこ
とをいち早く見抜き，その地質学的特徴を世
界に宣伝した．このようにして日本の地質が
1970年代のプレートテクトニクスによる造
山運動論に大きな役割を果たす基礎を築い
た．四国三波川変成帯の研究においては優秀
な日本人地質学研究者たちとの関わりがあっ
たが，自分自身で野外調査を実施し変成分帯
を行った．地域地質学者でもある彼は，これ
まで，多くの日本人地質学研究者を，在籍す
るアメリカの大学での教室に客員研究員とし
て受け入れて来た．地質学における世界のリ
ーダーの一人である彼は日本の地質と，関わ
った研究者によって培われたとも言えるが，
多くの日本人研究者に多大な影響を与えて来
た．彼の功績は日本地質学会国際賞にふさわ
しいものとしてここに推薦する．

日本地質学会賞（1件）
斎藤常正（東北大学教

授，1936年生）
略歴：東北大理博士課

程修了1963，学振奨励
研究員・コロンビア大

研究員 1963_1969，ア
メリカ自然史博 1970_

1977，山形大理 1977_

1990，東北大理1990_

受賞研究テーマ「化石層序学によるプレート

テクトニクスの証明」

斎藤常正会員は，「プレートテクトニクス」
が地球上で成り立っているかどうか疑問視さ
れていた1968年に米国の深海掘計画の第3次
航海に乗船し，船上で南大西洋において掘削
された堆積物の年代を浮遊性有孔虫層序によ
って直ちに決定した．このようにして決定さ
れた海洋底玄武岩直上の堆積物の年代は，
「プレートテクトニクス」の中心教義である
海洋底拡大説を証明したことから，斎藤会員
は「プレートテクトニクス」を証明した立役
者と言える．また，掘削された堆積物の年代
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を化石帯や地質時代名でなく絶対年代によっ
て乗船研究者に知らせたことから，広く地球
科学者に化石層序学の重要性を認識させる契
機となり，船上では「移動質量分析器」とい
うあだなで呼ばれていたと伝えられている．
その後も，化石層序学，浮遊性有孔虫の分類
学，酸素・炭素同位体比を用いた古海洋学，
古環境学などの発展に尽くされるとともに多
くの研究者を育成し，地質学の発展のために
貢献した功績は，日本地質学会賞に価すると
判断する．

論文賞（1件）
丸山茂徳（東京工業大学教

授，1949年生）
「Pacific-type orogeny revist-
ed : Miyashiro-type orogeny
proposed」（The Island Arc,
vol. 6, iss.1, p. 91_120）
本論文は，過去25年間

に出版された日本列島の地
質に関する文献を収集し，これらを著者の視
点で整理・総括したものである．その結果を
もとにこれまでのDeweyらによるコルディ
レラ型造山運動論に改訂を加え，コルディレ
ラ型造山運動を引き起こす最も重要な要因
は，中央海嶺のサブダクションであるとした．
また，中央海嶺のサブダクションにともない，
海洋地殻の部分溶融によって形成される花こ
う岩質マグマの付加が，大陸の成長にとって
重要であることを指摘した．一方，付加体コ
ンプレックス構成物は，海洋性物質はむしろ
少量で，主要にはリサイクルした花こう岩質
の堆積物であるとした．このような視点でコ
ルディレラ型造山運動の改訂を提案した本論
文は，今後の日本列島のみならず，同様のセ
ッティングの地域における地質やテクトニク
スを研究する上で重要な位置を占めると判断
される．よって本論文を日本地質学会論文賞
として推薦する．

研究奨励賞（1件）
星　博幸（愛知教育大

学，1971年生）
「Paleomagnetic con-
straints on the extent of
tectonic blocks and the
location of their kine-
matic boundaries : Im-
plications for Miocene

intra arc deformation in Northeast Japan」(共著，
地質学雑誌103巻6号，523_542ページ）
15Ma前後に日本海の高速拡大に伴って東

北日本弧が反時計回りに回転したという説
は，1980年代に提案されて以来一世を風靡
した．しかし，その年代や古地磁気の地域的
特性については疑問が出されていた．本論文
は，栃木県茂木地域の詳細な古地磁気学的研
究結果の解析に加えて，東北日本弧の古地磁
気に関する既存のデータの再検討を行った．
その結果，茂木地域は18Ma以降には回転を

経験していないことを明らかにした．そして，
茂木地域を含む東北日本の前弧域は16Ma以
降回転しなかったとの結論に至った．一方，
関東山地は15_6Maに大規模な時計回りの回
転運動をしていることを考慮すると東北日本
前弧域と関東山地との間には，大規模な回転
ブロック境界があったことになる．著者らは
関東構造線帯をその境界と考えた．この研究
は，東北日本のテクトニクス研究を実証的に
一歩進めたものである．また，詳細な地域地
質調査結果に基づいた地道な研究姿勢は，21
世紀の日本の地質学を担う若者としてたくま
しさと希望を感じる．以上総合して，本論文
は研究奨励賞に値するものであると判断す
る．

小藤賞（1件）
束田和弘（名古屋大学

院生，1971年生）
「岐阜県上宝村―重ケ

根地域から産出したオ

ルドビス紀コノドント

化石について」（共著，
地質学雑誌 103巻 2号
171_174ページ)

標記地域の凝灰質砕屑岩層から，時代決定
に有効なオルドビス紀コノドント化石が発見
された．本化石は露頭から直接採取された岩
石から抽出されたもので，二次化石の可能性
は（極めて）低い．本オルドビス系の発見に
よって，岩相層序学的に類似している飛騨外
縁帯の一重ケ根地域と南部北上山地の早池
峰－宮守地域との地質学的な比較検討から，
早池峰－宮守地域における砕屑岩層が下部シ
ルル系～オルドビスである可能性が強くなっ
た．この業績は，今後の日本における古生界
研究に一つの励みをもたらしたことで，日本
地質学会小藤賞に価する．

Ⅳ 審議事項
1 名誉会員の推薦について
会員委員長中田節也君から下記の21名

（非会員1名を含む）を名誉会員に推薦した
いと提案され，審議の上，原案とおり承認さ
れた．
新井房夫，魚住　悟，宇留野勝敏，小野寺
透，亀井節夫，木崎甲子郎，黒田吉益，柴
田松太郎，下山俊夫，武田裕幸，千地万造，
中川久夫，奈須紀幸，橋本光男，羽鳥謙三，
端山好和，藤田至則，古川和代，星野通平，
三梨　昂，山岸猪久馬
なお，承認後直ちに名誉会員の記念メダル

が秋山会長より各人に手渡された．
2 1998年度（平成10年度）事業計画案・予
算案

会計委員長滝田良基君より配布資料により
標記について提案があり，質疑の上，賛成多
数で原案が承認された．

シンポジウム
「新しい島弧観の確立にむけて」
世話人：木村　学（東大理）・佐藤比呂志
（東大地震研）・平田　直（東大地震研）・
池田安隆（東大　理）・伊藤谷生（千葉大
理）
阪神大震災の後，日本列島における現在進

行形のテクトニクスに関する膨大なデータが
急速に蓄積されてきた．また，一方，地球物
理学者，地形学者そして地質学者とが共同し
て，地殻構造に関する詳細なデータが得られ
つつある．これらの最新のデータを日本列島
全域というスケールで見たとき，どのような
「新しい島弧像」が浮かび上がってくるのか
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を議論することを目的として上記のシンポジ
ウムは開かれた．
主旨説明（木村　学）のあと日本列島テク
トニクスの現在進行形とくに急速に充実した
国土地理院によるGPSネットワークの結果
について多田　尭氏より報告された．100年
間の蓄積結果とGPSによる結果は整合的で
あること，また注目すべき地域としてプレー
ト境界と考えられている日本海東縁の変動帯
は糸魚川静岡構造線へとつながるのではな
く，より東側に位置しているように見えるな
どこれまでの常識とことなる結果が示され
た．ひきつづき池田安隆によって，地震や測
地学的に検出される日本列島の歪み速度は地
形学あるいは地質学からみる日本列島のに歪
み速度よりひと桁以上も早く見える矛盾につ
いて講演があった．その原因は今のところ不
明であるが池田氏はこれまでの測地などのデ
ータは変動の1サイクル全てを見ていない可
能性があり，これまで経験したことのない
「ハルマゲドン」のような事件がなければ矛
盾を解消されないことについて議論された．
この矛盾を巡って種々議論された．
東大地震研究所の平田　直氏と佐藤比呂志
氏によって最近精力的に進められている反射
法による新しい地殻の微細構造について紹介
された．地表付近の構造と地殻上部の関連が
描き出され，インバージュンが明確であるこ
と，更に地殻中部での水平なデタッチメント
断層が想定されることが明確となったことな
どが紹介された．また大陸性地殻の下部で一
般に観察されるブライトスポットが見られる
こと，や水平なラミネーションが観察される
ことなど大陸地殻の一般的特徴と共通してい
ることも明らかとなった．北部フォッサマグ
ナ地域の地殻の微細構造は大方の地質屋にと
ってショッキングである．糸魚川静岡構造線
は横ずれあるいは東上がりの逆断層などと誰
しも考えていたが反射断面は全く逆で東に傾
いていたのである．それは一度形成された正
断層が逆断層として再活動したものであるこ
とも明かとなった．
伊藤谷生氏らによって最近進められている
北海道の日高山脈を横断する反射法による地
殻の観察もこれまでの予想を超える成果が上
がってきている．日高山脈は80年代以降，
島弧会合部で衝突によって形成され，地殻の
中下部が露出するにいたったものと誰しも考
えるようになったが，その地下構造は大変興
味深いものであることが明らかになりつつあ
る．地殻の中下部までは衝上断層が追跡でき
るであろうことは予想されたが，下部地殻が
デラミネーションしている姿が浮かび上がっ
たのである．衝突帯での地殻の厚化と下部地
殻のデラミネーションによるマントルへの落
下は地球上の様々な地域で議論されている．
日高の例は島弧の衝突帯ではじめて発見され
た例である．
以上のようにシンポジウムでは最近急速に
進みつつある精度の上がった地殻変動や地殻
構造の観察が我々が従来描いていた日本列島

像を一新しつつあることが明かとなった．日
本列島は世界でもっとも精度の上がった観察
データのそろいつつある島弧であることは間
違いなく，新しい島弧観が生まれる日は近い
ことを確認して散会した．

（文責　木村　学）

「地質学は斜面災害を予測できるか」
世話人：山岸宏光（北海道地下資調）・渡辺
暉夫（北大理）・千木良雅弘（京大防災研）
山岸（世話人代表）は開会にあたって，以

下の点を指摘した．最近の日本列島では，斜
面災害が多発しており，特に1996年2月10
日の北海道豊浜トンネルの岩盤崩落により
20名の犠牲者が出た災害の，当時連日テレ
ビ報道されたこともあって社会に大きな衝撃
を与えた．このシンポジウム開催の契機は，
この崩落と翌年の1997年8月25日の北海道
島牧村第2白糸トンネルの岩盤崩落であろ
う．この両者は，もともと地すべり地形でも
なく，極端な豪雨が直接の引き金となったわ
けでなく，我が国であればどこにでもあるよ
うな急な海蝕崖で前触れもなく，ある日突然
発生したものであった．こうした斜面災害の
予知予測や対策には地質学のみでは役に立た
ないが，たとえば，土木でいう岩盤区分に対
しても，地質学による成因を加味した分類が
必要になっているなど，地質学からの発言力
の強化が必要になっている．その意味で今回
のシンポジウムでは，岩石学，構造地質学，
堆積学火山地質学などの分野からの報告をお
願いした．
1）渡辺暉夫氏（北大理）はテクトニクス

と岩石学の立場から―豊浜トンネルと第2白
糸トンネル坑口岩盤崩落を例に―と題して，
ネオテクトニクスの観点から，積丹半島など
は新しいプレート境界にそう活動的地域とし
て，50万年前以降上昇が顕著になったこと
を指摘し，豊浜トンネル岩盤崩落について岩
石学構造地質学的観点からの見解を述べた．
また，2）井口　隆氏（防災科学技術研）

は火山地域における斜面災害と地質要因と題
して，最近の国内の斜面災害の多くは火山地
域で発生していると指摘して，全国333件の
大規模斜面崩壊リストのうち74％が火山岩
地域で発生しているとのべた．とくに，第四
紀火山岩地域は他の地域よりも多様な運動様
式の斜面災害が生じ，その規模も巨大なもの
から小規模なものまで広いレンジを示し，運
動様式は，斜面崩壊，地すべり，落石，土石
流の4つに分類される．また，火山の活動史
や地形地質により異なった斜面災害を発生さ
せるから，火山体の開析過程の類型化により，
斜面防災の予測が可能になることを強調し
た．
3）横山俊治氏（オキココーポ）は堆積岩

の斜面変動の地質学的予測と題して，堆積岩
研究者の立場から，以下のように述べた地質
学は，特定の地質体で斜面変動が繰り返し発
生しているという事実を捉まえて，経験的に
崩壊発生確率の高い場所をしぼり込むという

方法が重要であるとした．氏の斜面変動の予
測の成果は道路斜面の落石・崩壊点検調査な
どに反映され，瑕疵となり得る可能性の高い
岩相や構造などの地質因子が点検項目に挙げ
られている．しかしまだ，本当の意味で地質
学が十分に活用されているとは言い難い面が
あり，それを向上させるには，斜面の動きを
捉える解析をおこなって，どの地質因子がど
のように斜面変動の運動（地盤の変形）を規
制しているか具体的に解明することが必要で
あるとした．
最後に4）千木良雅弘氏（京大防災研）は

構造地質学から災害地質学へ―大規模崩壊の
発生場所予測―と題して，国内外を通じて大
規模な崩壊が発生し，大きな災害をひき起こ
してきたが，その発生場所が山体の変形を地
質学的また地形学的にとらえることによって
予測可能であることを示した．大規模崩壊の
発生は，人間の時間スケールでは忘れられが
ちであるが，我が国のように小さな山国では，
その発生の可能性に十分に注意する必要があ
ることを指摘した．それには，発生の可能性
のある場所の特定が先決であり，発生の確立
や発生した場合の被害の推定などは，その後
の課題である．無数にある斜面の中から大規
模崩壊を起こし得る斜面を抽出するには，地
質・地形学的に行わざるをえないと結んだ．
以上の議論のほか，2_3のコメントがあり，
全体として成功裡に終わることができた．今
後とも地質学会としても，このようなシンポ
ジウムを機会あるごとに開くことが重要との
確認ができたと思う．

(文責　山岸宏光）

「新しい造山運動論，太平洋型と衝突型，
その現状と展望」
世話人：丸山茂徳（東工大）・Parkinson,
Chris（東工大）・Sopaheluwakan, Jan
(RDCG_LIPI, Bandung, Indonesia)
ここ数年来の造山運動論の進歩を確認し，

これからの課題を明らかにするために表記の
シンポジウムが開催された．造山運動論の最
近の進歩は，（1）山脈が高くなることと，広
域変成帯が隆起することは無関係である，（2）
広域変成帯の隆起は二つの平行な断層に挟ま
れた構造的な上昇運動であることであってア
イソスタシー的な上昇ではない，（3）広域変
成帯の隆起メカニズムの解明には現在進行中
の造山運動の地域，衝突型ではインドネシア
外弧，都城（太平洋）型では北西海岸カスカ
ディアの研究が極めて重要である，（4）そこ
で起きている地質現象の解明から衝突型では
スラブの断裂，都城型では中央海嶺の接近が
広域変成帯の上昇と関係している，（5）都城
型では造山運動時にスラブの熔融が起きてい
る，（6）都城型造山帯の累帯成長の基本は付
加帯の成長と花崗岩バソリスの短期成長であ
る，（7）都城型造山運動論の新展開として沈
み込み帯の熱構造進化のモデリングの研究が
始まった，さらに造山運動における（8）プレ
ートの下のアセノスフェアの役割，などであ
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る．
講演は，q1w A review of orogeny : the cur-

rent state of knowledge and future perspec-
tives (S. Maruyama), q2w Accretionary growth
of continental margin between rifting and col-
lision : An aspect of Miyashiro-type orogeny
(Y. Isozaki), q3w Modelling of Pacific-type
orogeny (H. Iwamori), q4w Collisional vs.
Pacific-type orogeny and deep crustal process-
es (W.G. Ernst), q5w Surface wave tomograph-
ic imaging of the upper mantle beneath the
Philippine Sea Plate (Y. Nakamura & T.
Shibutani), q6w Compositional layering of the
oceanic uppermost mantle : seismological per-
spective (M. Kato, J. B. Gaherty, & T. Jordan),
q7w Understanding the Indonesian orogeny : a
basement geology perspective (Sopaheruwakan,
Jan), Paleo-tectonic reconstruction of central
Indonesia : implications for the early history of
continent-continent collisional orogens
(Parkinson, Chris & K. Wakita), On-going
orogeny in the outer arc of the Timor-
Tanimbar region, eastern Indonesia (Y.
Kaneko, A. Kadarusuman & A. Ishikawa), 及
び総合討論，の順序で全て英語で行われた．
討論は総じて活発であり，盛会であった．

（丸山茂徳　記）

「古領家帯と黒瀬川帯の諸問題（第 1部
黒瀬川帯）」
世話人：高木秀雄（早大教育）・磯u行雄
（東大総合科学）・武田賢治（山口大理）
本シンポジウムは，西南日本の構造発達史

と，棚倉構造線を境界とした東北日本と西南
日本の地体構造の関係を解明する上で鍵とな
る古領家帯と黒瀬川帯の諸問題に関する現時
点でのまとめを行ない，今後その問題点の解
明にむけての指針を固めることを目的に企画
された．ただし，討論会が半日しかないとい
う時間的な制約から，古領家帯に関しては秋
のセッションで取り上げることにし，春のシ
ンポジウムでは黒瀬川帯のみに焦点を当て，
その地質構造発達史に関する議論を行った．
黒瀬川帯については，黒瀬川クリッペ・モ

デル以降，地質学的，堆積学的，古生物学的
に検討が進み，日本列島のみならず，東アジ
アとの関係を含めたテクトニクスが論じられ
てきている．それにもかかわらず，このよう
な議論がシンポジウムの形でほとんど行われ
て来なかったことから，この機会に，改めて
黒瀬川帯構成岩類の起源と，黒瀬川帯が記録
してきた地殻改変過程の2つにテーマを絞
り，議論を深めたいという意図で進められた．
発表は，3つのテーマに分けられた．ごく簡
単にその内容を紹介する．詳しくは講演要旨
を参照されたい．
第1部は「黒瀬川構成岩類の起源」である．
基調講演として磯u氏により，古生代前期の
日本列島形成史と超大陸の形成・分裂史との
関連が論じられた．これに引き続き，波田氏
は四国秩父帯においてナップを構成するジュ

ラ紀付加体の存在の意義づけと，大規模横ず
れ運動の改変過程の重要性を指摘した．久
田・荒井氏らは砕屑性クロムスピネルの産出
の観点から黒瀬川帯と早池峰帯および舞鶴帯
との関連性を指摘した．松岡・山北・榊原・
久田氏らは，付加帯地質の観点から，秩父累
帯のユニット区分を整理した．
第2部は「黒瀬川帯の地殻改変過程」であ

る．基調講演として山北・大藤・佐野氏らに
より，黒瀬川クリッペ説の根拠とされた古い
地質体の帰属問題とナップ形成以降の大規模
左横ずれ運動の重要性が議論された．それに
引き続き，加藤・坂氏らは，紀伊半島の黒瀬
川地帯の分布と横ずれ断層運動の重要性を指
摘した．坂井氏は，九州の黒瀬川帯における
ジュラ紀～白亜紀堆積盆の形成とテクトニク
スの観点から，横ずれに伴う詳細な改変過程
が論じられた．村上・吉倉氏は四国黒瀬川帯
の地球物理像のうち，とくに磁気異常図と，
蛇紋岩の地下分布との関連性を論じた．
第3部として，「黒瀬川帯の古生物地理」

をとりあげ，基調講演として田沢氏により飛
騨外縁帯・南部北上帯・黒瀬川帯の地帯構造
と古生物地理の類似性と相違性および大規模
横ずれ運動の重要性が論じられた．また，梅
田氏により黒瀬川帯のオルドビス～デボン系
の堆積場として揚子地塊前弧域の可能性が指
摘された．
総合討論で，第1部については主に磯崎が，
また第2部については高木が進行し，満席に
近い盛会のなかで活発な議論がなされ，黒瀬
川帯の現時点での議論の内容が解っていただ
けたものと思う．しかしながら，全体の印象
として「結局はよくわからんのだな」という
印象を持たれた方も少なくないかもしれな
い．ただ，今回，黒瀬川帯の形成モデルに関
する全体のコンセンサスとか結論を導き出す
ということはもとより全く考えられてはおら
ず，むしろ改めて問題点を浮き彫りにし，そ
れを明確にするためには何をなすべきか？と
いう議論が期待されていた．ただ，残念なが
ら全体として話の対象となる時間的空間的ス
ケールにばらつきが大きかったため，個々の
問題点では議論があったものの，全体として
の今後の問題の解明に関する議論がそれほど
活発にはなされなかったことは，逆にこの問
題の難しさを再び浮き彫りにしたと言えなく
もない．もちろん，世話人である私の力不足
もあったことと思う．個人的感想であるが，
地質学的，岩石学的そして古生物学的な物質
の解析と構造発達史やテクトニクスとの間を
埋めるものとして，フィールドジオロジーに
基盤を置いた運動学的解析を今後さらに進め
ながらevidenceを構築しない限り，黒瀬川
帯の起源や帰属を論じても，それはあるとこ
ろで行き詰まるのではないか，という印象を
持った．もちろん，ある時期には仮説設定と
してのモデルの構築も必要なことであろう．
タイトルの「古領家」とどうかかわるのか，
という不満の声があがったが，これについて
は高木が最後にごく簡単に古領家のモデルに

触れるに止めた．この問題は秋の信州大にお
けるセッションで取り上げるので，再度活発
な議論を期待したい．とくに若い方々に，黒
瀬川帯の問題も含めて，魅力のあるテーマと
して受け止めていただけるように，世話人も
努力したいと考えている．
最後に，このシンポジウムでの講演を快く

引き受けていただいた講演者の方々，また，
シンポジウムで発言された多くの方々に感謝
の意を表する．

（高木秀雄　記）

「第四紀気候変動　―海，陸，氷床そして
モデリング―」
世話人　平　朝彦（東大海洋研）・小泉　格
（北大・院）
産業革命以来，人類の経済活動は急速に増

大し，それに伴った人口の爆発的増加によっ
て，人類圏は地球システムの変動に重大な影
響を及ぼすようになった．その結果は，環境
汚染，地球生態系の変化などに顕著に現れ，
さらに長期的な気候変動にも影響を及ぼすで
あろうことが確実となっている．しかし，こ
れからの気候がどのようになってゆくのか，
確度の高い予測が提示されるまでには至って
いない．気候変動の本質を理解し将来予測に
資するために，第四紀の気候変動に関する研
究は必須の重要課題である．第四紀を通じて
の地球は，極端な気候変動を示した．このこ
とは，気候モデリングを行なう上に重要な制
約を与える．
近年，国際深海掘削計画（ODP），バイカ

ル湖掘削調査，南極やグリーンランドでの氷
床掘削など，海，陸，氷床から詳細なデータ
が集められるようになった．その結果は，第
四紀の気候変動や炭素循環の実態把握に著し
い進展をもたらしたが，その要因の理解につ
いてはさらに多くの問題と混乱を生み出して
いる．本シンポでは，このような近年におけ
る調査研究の進展と問題点をレビューするこ
とを目的として開催した．
まず，最初に大河内が，主に海底堆積物の

研究を中心に，第四紀気候変動に関する最近
の研究成果と問題点について総括的な報告を
行った．このなかでとくに近年急速に発展し
たバイオマーカー（有機化石）による古海水
温，生物生産，風成塵の研究結果が紹介され
た．多田は，とくに北半球の氷床コアや海底
堆積物から検出されるようになった短い周期
の気候変動（ダンスガード・オシュガーサイ
クル，ハインリッヒイベント，ヤンガードリ
アス）について総括し，それが基本的には同
じ性質のものであることを示した．柏谷は，
バイカル湖から掘削採取したコアの粒度分布
について報告し，それが氷期_間氷期サイク
ルと同期していること，したがってアジアモ
ンスーン変動との関連を示唆した．藤井は，
南極ドーム基地において我が国が行なってい
る氷床ボーリングの掘削状況とその初期の解
析結果を報告した．その結果は，ボストーク
の成果を凌ぐものであり，またグリーンラン
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ドの記録とは明らかに異なるもので，過去数
百年～数千年間に温暖化が繰り返し起こって
いることを報告した．山中・阿倍は，数値気
候変動モデリングの発展についてレビュー
し，大気・海洋・生態系を結んだモデルが構
築されつつあることを示した．しかし，まだ
計算機の制限により，氷期_間氷期サイクル
の全体を計算するには至っていない．田近は，
氷床コアの解析から明らかになった大気CO2
変動と氷期_間氷期サイクルの同期性を説明
する幾つかのモデルについて比較検討を加え
た．いずれのモデルも論理的に不十分であり，
この問題についてはいまだに解決の筋道が見
えないことを示した．
以上の発表に対して活発な質疑応答の討論
が行なわれた．第四紀気候変動が，ミランコ
ビッチサイクルによってトリガーされている
ことは間違いない．しかし，この季節性変動
がどのように氷床の増減や大気CO2変動に
連動するのか，まだ解明されていない．その
過程の中に非線形の要素が含まれていること
も確かである．近年急速に進んだ第四紀気候
変動の研究は，この意味で壁に当たっている
といっても過言ではない．これに対して，次
のような意見が出された．これまでの第四紀
古環境研究は，主に大西洋，グリーンランド，
ヨーロッパ，北米域を中心としてなされてき
た．それに対して南極，太平洋，アジアを主
点とする研究の重要性が指摘された．例えば
バイカル湖や琵琶湖のようなアジアの湖沼，
チベット高原の氷河，ニューギニアのような
赤道域の高地の環境記録，オーストラリアや
ニュージーランドの環境記録，太平洋の古海
洋学，日本海のような縁辺海の古海洋学，南
極氷床の記録を総合することにより，真の意
味でグローバルな第四紀気候変動の記録を復
元することができる．このような復元なしに
はミランコビッチサイクルに対する地球全体
の応答が見えてこない．
本シンポジウムでは，アジア・太平洋・南

極域の古環境研究の重要性が再確認され，今
後ともこの方面の研究をより強力にプロモー
トしてゆくこと，そしてまた近い将来，その
進展をレビューするようなシンポジウムを改
めて開催することが話し合われた．
本シンポジウムの実施に関し，有意義な討
論を共にすることができた講演者を始め参加
者，そして実行委員会の方々の深く感謝する．

（平　朝彦・小泉　格　記）

懇親会
「かんぽヘルスプラザ東京」（池袋）におい
て100名ほどの参加者を得て盛大に行われ
た．今総会では，会長・副会長が改選され，
5年ぶりに多数の名誉会員が推挙された．ま
た，地質学会賞・論文賞・研究奨励賞・小藤
賞の授与が行われ，初めて国際賞がErnst博
士に授与されたことで，国際色豊かな懇親会

となった．懇親会にはErnstご夫妻をお招き
し，会長も夫人同伴で参加され，華やかな雰
囲気を盛り上げた．21世紀に向けて新たな
発展を目指す新旧会長・副会長の挨拶，各賞
を受賞された方々の国際的視野に立った地質
学発展への思い，今日の地質学を築き上げら
れた名誉会員の方々のスピーチなどをいただ
いた．総会会場となった学習院には中等部に
赤塚正明会員が1名しかおられないにもかか
わらず，快く会場をお引き受けいただき，総
会を成功裏に進めて下さったことへの感謝が
述べら，「学習院大学は中等部の付属大学で
ある」との赤塚会員の挨拶に，参加者一同は，
学習院の歴史と伝統を再認識した次第であっ
た．終始なごやかな雰囲気で会は進み，8時
過ぎに散会となった．

（新妻信明　記）

参　加　者
池辺　穣・市川浩一郎・大森昌衛・j野義
夫・亀井節夫・黒田吉益・柴田松太郎・下山
俊夫・杉山隆二・茅原一也・中川久夫・羽鳥
謙三・端山好和・藤田至則・古川和代・三梨
昂・山岸猪久馬（以上名誉会員18名），相原
安津夫・青木　滋・青野道夫・赤塚正明・赤
羽貞幸・赤羽久忠・秋山雅彦・足立勝治・阿
部正憲・天野一男・雨宮和夫・荒井　正・荒
戸裕之・在田一則・有田耕一・安藤寿男・安
間　恵・安間　了・飯川健勝・五十嵐聡・池
原　研・石井正之・石塚英男・石綿しげ子・
磯u行雄・板谷徹丸・伊藤順一・伊藤谷生・
伊藤通玄・井口　隆・猪俣道也・岩崎正夫・
上砂正一・植村　武・植村善博・宇多村譲・
梅沢俊一・宇留野勝敏・江崎洋一・江藤哲
人・永広昌之・大口健志・大河内直彦・大谷
具幸・大谷　充・大友幸子・大橋俊夫・大山
隆弘・岡崎浩子・小笠原正継・小笠原義秀・
岡田昭明・岡田　誠・岡本正則・小川勇二
郎・尾崎充雄・落合清茂・香川　淳・垣田平
治郎・垣見俊弘・勝田和利・加藤　潔・加藤
孝幸・加藤　誠・加藤靖郎・加藤幸弘・角谷
昌洋・蟹江康光・金子慶之・狩野謙一・鎌田
祥仁・香村一夫・亀谷　敦・鴨井幸彦・河合
愛一・川端清司・神戸信和・菊地隆男・菊山
浩喜・北上博見・木谷清一・木田昌宏・鬼頭
伸治・紀藤典夫・木下三郎・木村　学・木村
克己・金　容義・楠田　隆・久保和也・窪田
正和・熊井久雄・公文富士夫・倉林三郎・栗
本史雄・黒田和男・小池淳子・小泉　格・小
泉　斉・小出良幸・越谷　信・小徳　基・小
林宇一・小林和宏・小林健太・小林忠夫・小
松直幹・小松正幸・斎藤晃生・斉藤岳由・斎
藤常正・斉藤尚人・斎藤　眞・斎藤靖二・坂
幸恭・酒井　彰・坂井　卓・坂本　亨・桜井
皆生・佐々木和彦・指田勝男・佐瀬和義・佐
藤和志・佐藤　武・佐藤　正・佐藤比呂志・
澤口　隆・塩川　智・宍戸　章・島田l郎・
島津光夫・嶋本利彦・清水大吉郎・白波瀬輝

夫・白石建雄・末武晋一・末永和幸・末広文
也・鈴木弘明・角井朝昭・諏訪　斎・染野
誠・田結庄良昭・平　朝彦・高木　清・高木
秀雄・高須　晃・高橋　修・高橋　努・高橋
直樹・高橋尚靖・高橋　一・高橋雅紀・高橋
正樹・田上高広・高見美智夫・高安克己・滝
沢文教・滝田良基・田切美智雄・武井k朔・
竹内圭史・竹内　均・武田賢治・竹之内耕・
田崎和江・田崎耕市・田沢純一・立石雅昭・
田中和弘・田中健一・棚瀬充史・田辺克幸・
谷藤允彦・玉木賢策・千木良雅弘・千田敬
二・鎮西清高・塚腰実・辻　和毅・辻　隆
司・角田史雄・寺崎紘一・伝法谷宜洋・遠西
敬二・徳岡隆夫・徳永重元・徳橋秀一・戸田
英明・鳥越祐司・仲井　豊・中江　訓・中垣
幸恵・中里裕臣・中島　隆・長田　智・中田
節也・中田貴文・永田秀尚・中根鉄信・中山
健・中山俊雄・那須孝悌・新妻信明・西川純
一・楡井　尊・楡井　久・野村　哲・橋本隆
夫・長谷川修一・波田重m・早坂康隆・林
慶一・林　　衛・林　義幸・原山　智・坂野
昇平・樋口　雄・久田健一郎・日野　健・平
井明夫・平島崇男・平野弘道・廣井美邦・府
川克彦・府川宗雄・藤井昭二・藤岡換太郎・
藤田隆男・藤縄明彦・藤本幸雄・藤吉　瞭・
藤原康正・古野邦雄・別所孝範・星　一良・
星　博幸・保柳康一・堀川秀夫・真砂祥之
助・松浦浩久・松岡　篤・松島信幸・松田高
明・松田達生・真野勝友・丸山茂徳・三枝利
光・水谷伸治郎・水野篤行・水野閲永・三次
徳二・三本健四郎・宮島圭司・宮島　宏・村
山正郎・籾倉克幹・百武松児・森　　忍・盛
谷智之・森　隆二・八尾　昭・矢内桂三・柳
瀬　晶・山岸宏光・山北　聡・山口眞司・山
崎博史・山田直利・山根　誠・山根美奈子・
山本健司・湯浅真人・横山俊治・吉倉紳一・
吉田昭彦・吉田　尚・吉田武義・吉田哲雄・
米沢正弘・米田哲朗・脇田浩二・和田卓也・
渡辺其久男（以上正会員285名），相澤幸
治・新井宏嘉・宇佐見和子・氏家由利香・梅
田真樹・浦田健作・太田　努・大場穂高・大
村亜希子・奥沢康一・柏木健司・亀井淳志・
栗原敏之・小林靖広・坂島俊彦・澤口　隆・
島田耕史・島村哲也・曽田祐介・田村糸子・
束田和弘・芳賀正和・橋本善孝・原　英俊・
本郷美佐緒・真砂英樹・宮下由香里・芳野
極・吉村浄治（以上院生・学生会員30名），
池上一誠・池田安隆・太田　亨・大谷知生・
小嶋伸一・小林　豊・斎藤　聡・佐々木光
秋・多田　尭・西海和弘・野田　賢・古谷尊
彦・増田耕一・三和　公・村上順雄・柳原一
宏・湯浅浩喜・C. Richardson（以上非会員
一般18名），秋山雅子・有馬聡美・淡路動
太・加藤　護・坂本雄一・佐々木智之・近重
史朗・中村恭之・横山謙二・吉田裕香里・渡
邊宏昭（以上非会員学生11名）参加者合計
名362名
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小野晃司先生のご逝去を
悼む

本会会員，応用地質株式会社小野晃
司技術顧問（元地質調査所環境地質部
長）は，1998（平成10）年4月22日
にお亡くなりになりました．先生は昨
年暮れに大腸癌の手術を受けられ,
その後療養中でしたが，奥様とご家族
の懸命の看護のもと，まだこれからと

いう68才でのご他界でした．
私が先生に初めてお目にかかったのは，1966（昭和41）年秋に

金沢市で開かれた四学会連合学術大会の能登半島一周巡検会でし
た．当時私は大学院の1年生で火山の勉強を始めたばかりでした．
以来，三十余年にわたり，先生との阿蘇火山の調査を通して火山研
究に関する教えを受けました．そのようなご縁で私にとりましては
研究面だけでなく，人生の師でもありましたので，先生と呼ばせて
いただきます．
先生は，1930（昭和5）年1月に東京都台東区でお生まれになり，

都立第三商業学校から旧制第一高等学校を経て，1950（昭和25）
年4月に東京大学に入学されました．大学では理学部地学科で久野
久先生に師事して地質学を専攻され，1954（昭和29）年春に大学
をご卒業と同時に通産省工業技術院地質調査所に入所されました．
地質調査所時代の前半には地質部で主に火山地域の調査・研究に従
事され，後半の1978（昭和53）年からは，環境地質部地震物性課
長を，1984（昭和59）年から1990（平成2）年3月に定年で終えら
れる直前まで環境地質部長を務められました．課長就任後は，地震
予知，火山噴火予知の業務に携わり，測地学審議臨時委員，噴火予
知連絡会委員をはじめ数々の委員を歴任されました．定年退官後，
すぐに応用地質株式会社に迎えられました．日本火山学会では数年
前まで何回にもわたって評議員を務められました．また，1991（平
成3）年から2年間本会の会計監査を務めておられます．
先生は，非常勤講師を除いては大学に籍を置かれたことのなかっ
た方でしたが，火山地質学の研究を通して，わが国の火山学を世界
のレベルにまで引き上げられた日本を代表する火山研究者の一人で
ありました．先生の研究は，火山地質学を中心に，火山付近での地
震探査，地震予知，活断層調査，火山防災など極めて幅広いもので
したが，一貫してわが国の火砕流研究をリードされました．1965
（昭和40）年2月から翌年5月まで米国，カナダでも火砕流の研究
を行っておられます．先生の特筆すべき研究は阿蘇火山に関するも
のです．先生は阿蘇カルデラ形成をもたらした大規模な火砕流堆積

物の性状を克明に調査され，それが4回の大きな噴火サイクルの産
物に区分されることを明らかにされました．先生の確立された
Aso_1からAso_4までの区分は現在はすっかり定着しています．阿
蘇火山に関する一連の研究成果は「5万分の1竹田図幅」，「阿蘇火
山地質図」，月刊地球の44・173号の論文などに集約されています
が，とくに「竹田図幅」は火砕流地質に関する教科書とも言うべき
ものです．また，「久住図幅」の調査を通して明らかにされた九重
火山の骨格は現在も基本となっています．さらに，先生のご発案で
生まれ現在も続いている火山地質図は，「一般市民にも火山地質学
を」という先生の夢を託された出版シリーズであり，ご自身も第1
巻の「桜島火山地質図」と第4巻の「阿蘇火山地質図」を著してお
られます．
先生は，いつも物静かで，名誉や地位にこだわらない真の実学者
で，同時に慈愛に満ちた教育者であられました．ある研究者から
「小野スクール」があると伺ったことがありました．この言葉は，
先生が研究に邁進されると同時に，先生と係わりのあった若い研究
者を大学の研究室のような雰囲気で育てられたことを表しており，
先生が真の教育者であられたことを雄弁に物語るものです．先生は
優しさと同時に大変厳しく，学問的にいい加減なことを口走れば，
軟らかい口調ではありましたが，はっきりと指摘されました．また，
先生の学会での発表やコメントは，大学教官とは異なった視点のも
のが多く，いつも新鮮な刺激を受けたものです．各地で開かれた学
会や巡検会などでは，お酒も召し上がらないのに若い会員の酒飲み
ながらの議論に深夜までつき合っていただき，次々と新しい指針を
与えて下さいました．そのような先生でしたから出会った人はみな
先生の信奉者になったのでした．先生は国際的にも多くの火山研究
者から大変慕われ，また，大きな影響を与えられました．そのこと
は，5月7日の「先生を偲ぶお別れ会」で紹介された海外の多くの
著名な研究者からの弔意を表すメッセージが物語っております．
ご遺族によりますと，先生は「70才まで働き，その後は好きな

ことをやる」と言っておられたとのことです．まだまだお若かった
先生の胸には，尽きることのないアイデアとその素材とがいっぱい
詰まっていたはずで，70才を機にそれらを書き残されるはずだっ
たと思います．先生を失ったことは，学会として大きな損失であり，
本当に残念です．今となりましては，安らかなご冥福を心からお祈
りするばかりです．
なお，奥様の美代子様，ご令息の泰様，ご令嬢の郁子様の三人の

ご遺族は，八王子市南大沢5_6_4_404にお住まいです．
（渡辺一徳）

（写真説明：阿蘇火山巡検で火砕流堆積物の説明をされる小野晃司
先生；1989年宇都浩三氏撮影）

追　悼
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うっとうしい梅雨もようやくあがり，本格的な夏を迎えて
The Island Arc編集作業も一段落したところです．年間出版計
画が大幅に変更された本年前半の経緯につきましては既に本欄
でお知らせしてきたとおりですが，6か月ぶりに出版された
Volume  7, Issue 1/2が6月下旬に購読者のお手元に届いたこと
と思います．内容的には2巻分の号でしたが，2つの特集の受
理論文の受理順を考慮し，すべての構成論文を最短時期に掲載
するために合冊としました．結果的に1998年から変更された
印刷製本会社の手違いや作業の遅れなどで当初の3月出版が大
幅に遅れてしまいました．本年は引き続いて特集号が予定され
ていますが，年間4冊の出版計画を今後は堅持したいと考えて
おります．

すでに何度かお知らせしてまいりましたが，最近の投稿状況
はかなり好調になっています．特集号の掲載論文は別とすると，
単独の研究論文と討論論文は，今年1998年になってから6月
30日付ですでに19編を受け付けています．現在の所この他に
特集企画がたいへん混んでいますので，特集号の原稿を含める
と実質的には年間70編を越えるものと思われます．査読作業
では海外を含めた2名以上の査読者とのやりとりに，その後は
担当編集委員長の査読結果をもとにした著者の修正に，主な時
間が費やされます．編集委員会では，査読結果が著者に返却さ
れるまでの時間を最小限にするべくいろいろな努力をはらって
きました．場合によって著者の方を長期にわたりお待たせする
ことになる要因は，やはり複数の査読者による査読期間が主た
るものとなっています．基本的にはレビュー依頼の際に2か月
以内に返送できるかどうかが確認されますが，それでも返送が
遅れる場合があります．このような場合には，事務局から担当
委員長宛に査読期限切れの連絡をし，代理の査読者を依頼する
ことも含めて早々に対応いただくようにしています．

現在の編集事務局が担当している1997年と1998年の一年半
の間に受け付けた投稿論文の編集状況について，ご参考に以下
に説明します．なお，ここで扱う論文は，ゲストエディターが
編集した特集号の論文を除いたものです．
編集年 投稿論文数 受理論文数 査読中論文数
1997年 30編 21編 4編
1998年 19編 3編 16編

上記24編の受理論文の査読期間（受付から最終受理までの
期間）平均　5.0か月（1.8か月～7.2か月）
上記受理論文のうち掲載済み（予定）論文の受理から出版ま
での期間平均　8.7か月（ただし今年出版分の特集号による影

響で従来より長めです）

最大150ページの特集号が年間2企画まで出版される可能性
を考えると，単独論文に用意された年間ページ数は300ページ
以下となってしまいます．この場合，単独論文の掲載数は20
～30編となり，現在の投稿ペースのままであればほぼ年間ペ
ージ数でまかなえることとなります．したがって，今後特集号
でも単独論文の掲載につとめることにより，現在の受理から掲
載までの待ち時間を随時短縮していくことにしています．

特集号論文を含めて，The Island Arcに掲載される論文は原
則として刷り上がり15ページまでと投稿規定に規定されてい
ます．査読の際の原稿の修正中には正確な計算がしにくい事情
もありますし，本誌の場合には付図と表のページ割付は印刷会
社が原則として行います．したがって，著者の計算を大きく狂
わせる図の縮尺やレイアウトにより印刷ページ数がオーバーし
てしまうことも少なからずありますので，最終原稿に図表の縮
尺を指示するなどご注意ください．ちなみに，A4のダブルス
ペース原稿の最大3枚半がほぼ刷り上がり1ページと概算くだ
さい．

なお，年間出版スケジュールでは次号の発送予定は9月4日
です．夏休み明け直後に発行予定の大型の特集号ですが，校
正・製本・発送作業に遅れの出ないように期待しています．

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）

The Island Arcだより
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執 行 委 員 会 だ よ り

標記評議員会を下記のように，9月24日（木）に開催いたします．傍聴希望の方は9月14日（月）12 : 00（必着）までに執行委員会宛，氏

名・連絡先を記入した申請書をご提出ください．

1998年度臨時評議員会のお知らせ

1998年度臨時評議員会

日　時：1998年9月24日（木）14 : 00～17 : 30
場　所：信州大学理学部会議室

98年度第4回執行委員会が6月10日（水）に日本地質学会事務局で
行われました．出席者は次のとおりです．足立執行委員長，天野一男，
久保和也，佐々木和彦，滝田良基，鳥海光弘，磯u行雄の各執行委員，
水野事務局長．今回の主要な議題は次のようなものです．
①　地質学論集刊行予定：50号（21世紀の構造地質学に向けて）の7
月刊行予定が報告され，販売価格を2,500円に決定しました．本号
については構造地質研究会から550部買い取りの申し入れがあり，
買い取り分の価格を2,000円の割引価格とすることに決定しました．
新規刊行計画（ジュラ紀付加体の起源と形成過程）が紹介され，販
売計画を追加するとの条件付きで了承されました．このほか，地質
学論集の出版について意見が交換され，魅力的な内容のものやタイ
ムリーな内容を企画するといった観点から，学会として組織的な取
組が必要との意見が強く出されました．
②　次の4つの新委員会が発足します．
98年度第2回評議委員会（6月20日）の承認を経て次の新委員会が

発足する予定です．
・会則・運営細則等検討小委員会：本委員会では，97年度第4回定
例評議員会で承認された会則・運営細則の変更について，字句，
表現等の細部を検討し，文章を作成します．
・組織運営検討委員会：本委員会では，地質学会の現状にあった組
織運営について検討します．
・財政問題検討委員会：本委員会では，財政破綻寸前にある地質学
会の財政問題について検討します．
・事業計画検討委員会：本委員会では，地質学会が法人化するとし
た場合の問題点や，法人化した場合の問題点を検討し，望ましい
法人像を策定します．

③　預金口座振替による会費等の集金代行サービスの導入について．
会計委員会から標記サービスを99年度会費徴収分から導入したい

との提案がありました．プライバシー保護や導入した際の経費等につ
いて討議した結果，第2回評議員会に提案することとしました．本サ
ービスが導入された場合，会費振込の手間がはぶけ，納入忘れを防ぐ
ことができます．また，会費徴収に係わる経費節減や会費出納事務量
の減少，期末収入の安定化等の利点も見込まれます．なお，プライバ
シー保護の面での問題はありません．
④　新しい会員名簿について．
本年度は会員名簿更新の年になります．会員委員会からの新名簿に

ついての提案について討議し，一部修正した下記の案を第2回評議員
会に諮ることにしました．1）名簿配列は50音順とする．アルファベ
ット表記は今回は見送り，次回から実現させる．2）出身校・卒業年
は従来どおり掲載するが，研究分野番号は掲載しない．3）所属欄は
従来どおりとするが，新規に電子メールアドレスを掲載する．4）自
宅住所欄は連絡先と変更し，原則として会誌送付先を掲載する．ただ
し，希望により，変更は可能とする．5）支部名は削除する．6）名誉
会員一覧，賛助会員は従来どおり．7）新規に歴代会長・副会長，地
質学会賞・国際賞受賞者の一覧を掲載する．2）の出身大学・卒業年
については従来から異論の出ている点でもあるので，評議委員会で十
分議論してもらうこととしました．

1998年度第5回執行委員会
1998年6月20日午前10 : 00～12 : 00に早稲田大学国際会議場第2会

議室において行われました．出席者は小松正幸会長，坂　幸恭，徳岡
隆夫副会長，小泉　格評議員会議長，足立勝治委員長，天野一男・磯
u行雄・木村　学・久保和也・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． 傍聴希望の金井会員より6月19日付けで，校務の都合で傍聴を取
り止めるとの連絡があった．
2． 地球惑星科学連合連絡委員会より，地質学会からプログラム委員
を出してほしいとの要請があり，北海道大学新井田清信会員にプロ
グラム委員を依頼した．
3． 東北支部より，鈴木毅彦会員を選挙委員として推薦するとの連絡
があった．なお，支部長は矢内桂三会員となった．
4． 平野弘道会員より6月15日付けで古生物学専門部会設立の申請が
出された．第2回定例評議員会の議題に追加することとした．
5．日本地質学会の英語略称を検討し，秋山雅彦前会長の提案に従い，
JGSとすることとした．
7． 松本大会時に行われる甲信越地質情報展に地質学会としてできる
範囲で取り組むことを決定した．今後とも地質学会の対外広報活動
は重要なので，普及教育実行委員会などで本格的な取り組みに向け
ての方策を検討することとした．



去る6月20日の評議員会において，現在主に「郵便振替」でご送金いただいている年会費について（アイ
ランドアーク購読料も含めて），希望者については次年分の徴収より，各自が利用されている金融機関の預
貯金口座より「口座引落」による方法を実施することが承認されました．
「口座引落」は会員の皆様には，1）振り込みのために金融機関に出向く必要がない，2）振込手数料が掛
からない，3）送金の記録が通帳等に残る，などのメリットがあります．また，事務局にとりましても事務
量の軽減，会費納入促進による運営の安定化などたいへん大きなメリットがあるものと考えております．な
にとぞご理解をいただき，1人でも多くの会員の方々に「口座引落」をご利用いただきますよう，ご協力を
お願いいたします．利用できる金融機関は，漁協等一部利用できない機関もありますが，都市銀行，地方銀
行，信用金庫，郵便局はもちろんのこと，全国3,200以上の金融機関が利用可能となっています．詳細は次
号以降で改めてお知らせいたしますが，「口座引落」実施までの具体的手順はおおよそ次のようになります．

1． 8月末頃までに地質学雑誌News誌に綴じ込むなどして，「口座振替依頼書」を会員に届ける．
2． 会員は9月以降10月下旬までに「口座振替依頼書」を事務局に提出．
3．「口座振替依頼書」をとりまとめ11月中旬までに代行会社へ送る．
4． 1回目の「口座引落」日は「12月24日」の予定です．

なお，ご提出いただきました個人情報につきましては，学会の方で管理し，代行会社（（株）三井ファイナ
ンスサービス）の方でも慎重に扱うことを約束しておりますので，外部に漏れるというようなご心配はあり
ませんことを申し添えます．

（日本地質学会会計委員長　佐々木和彦）
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会費の「口座引落」方式の導入について（お知らせとお願い）




