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1999年の新春を迎え，謹んで新年のご
挨拶を申し上げます．
昨年も地質学会にはさまざまな問題や課
題が出されましたが，そのほとんどが解決
されないまま年を越しました．私をはじめ
執行部の不手際や怠慢による一時的な問題
もありますが，その多くは地質学会の構造
的問題に起因していると思います．
学会会員数は今や5,460余名（98年11月

30日現在），30年前に比較すると2倍強で
す．職種構成比率も大きく変化し，地質調
査業や土木建設業など民間企業の会員が
34パーセントを占め，大学教員は14パー
セントに過ぎず，院生会員はこの5・6年
の間に約3倍に増加しています（98年版会
員名簿）．この10年，学会の活動内容や会
員サービスをこれに対応させ，さらに，学
会を活性化し地質学と地質学会の社会的地
位を上げるために，将来構想，組織運営，
財政，法人化など学会の基本構造に関わる
課題について10以上の検討委員会が作ら
れ，さまざまな提言がされてきました．こ
の中で，国際誌（The Island Arc）の発刊，
専門部会制の導入や学術大会の持ち方の改
革，ニュース誌の独立などが実現しました．
いっぽう，学会が大きくなればなるほど，
活動が多岐に渡れば渡るほど，負担と重圧
が執行部や一部の会員，事務局にのしかか
ってくることは避けられません．こちらを
解決する課題，組織運営や財政などの構造
的問題は全く手がつけられていないのが実
情です．
学会は対内的には学会誌や論集の発行，

学術大会やシンポジウムの開催，情報の提
供が中心ですが，学術会議や研連への対応，
地球惑星連合学会や他の学会との連携，科
研費，地学教育，地質学の普及教育，地質
災害や環境問題の取り組みなど，対外的，
社会的活動を負っています．地質学会は地
質科学，地球科学分野の最大の学会として，
これらに対して重要な役割を果たす必要が
あり，今後，ますます責任が重くなります．

対内的活動をより一層充実させ，対外的，
社会的活動をその役割と責任に応じて主導
的に展開するためには，多くの会員の参加
が必要ですが，それを保証するのは健全な
財政と，執行体制，事務局組織の充実にあ
ると思います．
財政に関しては先の評議員会において，

2,000円の会費値上げを次期総会に提案す
ることを決め，同時に，執行委員会は事務
局を借り賃の安いビルに移転する，ニュー
ス誌の紙質を落とす，論集の赤字を出さな
い措置を取る，など節約策を講じています
が，財政問題検討委員会報告（ニュース誌
98年10月）にあるように，財政は極めて
逼迫しており，今回の値上げや節約が根本
的解決にならないことは目に見えていま
す．将来的には講習会の開催，出版活動，
受託研究など，ある程度の営業が必要にな
るでしょう．そのためには学会が法人格を
得ておくことを現実の課題として視野に入
れる時期にきています．
法人と言えば，地質調査所や国立博物館

などの独立行政法人化の話が進行していま
す．国立大学は5年の猶予期間を与えられ
ていますが，ゆくゆくは同じ方向を取らざ
るを得ない，と見られています．硬直した
行政を合理的なものにし，不必要な無駄を
排することは必要でしょう．独立行政法人
の最大の評価基準は掛った費用に対してど
れだけの成果があったか，つまり効率です．
基礎的な研究機関や教育研究の場である大
学に，効率という評価基準を持ち込むのは
筋違いというべきでしょう．
しかし，大学の設置形態如何に関わらず，
大学には入り口から出口まで学生の教育の
あり方に本質的な改革を必要とする深刻な
問題がありますので，21世紀を見据えた
大学のあるべき方向を見直すいい機会でも
あります．とくに，地方国立大学の理学部
は，卒業生の就職状況が悪化していること
もあって，その存在意義や教育理念が厳し
く問われ，解体して他学部と統合したらど

うか，という声も聞こえてきます．それも
いいでしょう．われわれは理学部という形
態を後生大事に守ってゆく理由は何もあり
ません．何があっても地質学が消える訳で
はないし，地球環境の保全，環境と調和し
た開発，自然災害の軽減や予測などのため
に，地質学はこれからの人間社会の存続に
とって必要不可欠な知識です．従来，私た
ちが軽視してきた地質学のこのような実学
的側面を重視し，学問的にレベルを高める
こと，一般的知識として普及すること，そ
して何よりもこの面における学生の教育，
優れた人材の育成に力を入れることが必要
でしょう．
21世紀は国際的視野の学会活動が求め

られます．一昨年，福岡大会では岡田元会
長のご努力によって韓国地質学会との共催
が実現しました．このような試みを今後ま
すます盛んにし，アジア地域における地質
学界の連携を図って行くこと，世界に開か
れた学会活動を展開する必要があります．
学問的には地質構造論や岩石学ばかりで

なく，環境，防災などの地質学の諸分野に
おいて「島弧から大陸」へ，調査研究領域
の広がりと問題意識の深化が進んでいま
す．いっぽう，海洋分野においては我が国
自前のライザー深海掘削船建造計画が今年
度からスタートし，2003年には国際海洋
掘削計画の主翼を担うOD21が実現しま
す．このような国際的な調査研究を主導す
るには多くの研究者の参加，とりわけ若手
の大量養成なしには成功しません．同時に，
節度ある国際共同，支援，連携を重要課題
として掲げる必要があります．
21世紀を目前にして地質学界を取り巻

く状況は厳しいものがありますが，今年は
学会としても積もり積もった懸案をできる
限り解決し，足下をしっかり固め，将来へ
の明るい展望を開く時であると思います．
終わりに，謹んで会員の皆さまのご清福

をお祈り申し上げます．

1999年年頭にあたって

日本地質学会会長　小松正幸
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1998年7月4日早朝に打ち上げられた宇
宙科学研究所の火星探査機「のぞみ」は，
98年9月24日と12月18日の2度，月の重
力によるスイングバイによって加速され，
12月20日に地球重力を脱して火星に向か
った．紹介する月写真は，この2度の月ス
イングバイ時に撮影されたものである．
「のぞみ」は2003年末に火星周回軌道に
入り，13種類の機器によって観測をはじ
める．現在，火星周回軌道にあるMars
Global Serveyorと1998年12月10日に打ち
上げられたMars Climate Orbiter（いずれ
もNASA）は，高度400 km以下の極周回
円軌道からの火星低層大気と表面の探査に
重点が置かれている．これに対して「のぞ
み」は高度150～48,000 kmの楕円軌道を
とり，従来あまり観測されていない火星の
超高層大気の研究に重点が置かれている．
観測機器のなかで，火星表面と高度10km
以下の気象，2つの衛星（フォボス，ダイ
モス）表面を観測するのがMIC（Mars
Imaging Camera）の主な役割である．
MICは，大きさ15×24×9cm（フード

除く），重量 2 . 5 k g の小型カメラで，
CCD ・光学系・電気回路部からなる．
CCDは画素幅12 µm，画素数2560の一次
元CCDを3つ使用している．「のぞみ」は
本体をスピンさせることによって姿勢を安
定させる探査機で，一次元CCDの配列と
直角方向に探査機がスピンすることによっ
て2次元画像を撮影する．平行に並べられ
た3つのCCDにはそれぞれ赤，緑，青の
フィルターが付けられているので，これを
合成することによってカラー画像が得られ
る．光学系は焦点距離30mm，F 1.4のレ
ンズからなる．画素数2560に対する視野
幅は54°，これに直交するスピン方向は

360°の広い視野があるので，MICが探査機
本体に固定されて任意の方向をポインティ
ングできない欠点を補っている．しかし画
像メモリーが1Mbyteしかないため，実際
には54°×360°の視野から10°×15°程度
（512×512画素相当）の画像を切り出し，
圧縮することによって一度にモノクロで十
数枚程度の画像が得られる．
今回の月撮影は，火星周辺でのMIC運

用にあたってのテストとしておこなわれ
た．光学系＋CCDの解像力，MTF，周辺
減光，電気回路部のゲイン（感度）切り替
え，圧縮などによる総合的な画像評価であ
る．月には大気がなく，欠け際では高コン
トラスト，高い太陽高度では低コントラス
トで輝度比も大きいので，画像評価の対象
としては最適であった．今年夏に打ち上げ
られる宇宙科学研究所のLUNAR_Aには，
電気回路部はMICと共通で光学系を望遠
とした兄弟カメラLICが搭載される．これ
らの兄弟カメラが，私たちにどのような火
星や月の未知の素顔を見せてくれるのかが
楽しみである．

表紙写真説明
この写真は98年12月18日，「のぞみ」

の2回目の月スイングバイ時，月まで約
3,000kmの距離から撮影された．点線の長
方形は512×512画素の1枚の画像領域で，
写真は合計12枚の画像から合成されてい
る．最下部の1枚のみが赤フィルター，残

「のぞみ」がみた月
白尾元理

表紙・裏表紙解説
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り12枚は緑フィルターが使用されており，
モノクロ画像に実際の月の近似色を着色し
てある．また網かけ部は未撮影領域で，左
側の帯部分はアルベドが近似する疑似デー
タを挿入してぼかしてある．
撮影領域は月の裏側東部で，下側の欠け

際は経度95°つまりほぼ月の表裏の境界部
分に，縁部分（赤道部での）は経度180°
（月の真裏）に相当する．月の裏側の特徴
は海がほとんどないことで，この写真でも
ツィオルコフスキー，モクスワ海が目立つ
にすぎない．一方，パスツール，メンデー
レフなど直径250～400 kmクラスの大ク
レーターが多く，ミルンのように2重のリ
ング構造をもつものも多い．
写真には月最大のベイスン（巨大クレー
ター），南極エイトケンベイスンの一部が
写っている．南極エイトケンベイスンは，
一端をエイトケンクレーター（直径
140 km），もう一端を南極にもつ直径
2,400 kmの月最大のベイスンで，1994年
クレメンタイン探査機のレーザー高度計に
よって深さが16kmもあり，月で最も低い
場所であることが明らかになった．この写
真では，衝突によってできた形成年代が古
いためにベイスンの輪郭ははっきりしない
が，内部がパッチ状に海の溶岩が点在して
いるのがわかる．しかしこのような大きく
深いベイスンに，なぜ表側の海にように大
量の海の溶岩があふれ出てこなかったのか
という原因はわかっていない．

裏表紙写真説明
この写真は98年9月24日，「のぞみ」が

1 回目の月スイングバイ時，月まで約
4,300kmの距離から撮影されたもので，赤
フィルターを使用した合計6枚の画像から
合成されている．撮影領域は月表側の東部
で，ちょうど表紙写真の欠け際部分がこの
写真の縁部分に相当する．視点は違うが私
たちが三日月として見ている部分が写って
いるので，目が慣れてくるとなじみの地形
が写っていることがわかる．
左下の円形の海は直径500×400 kmの

危機の海，欠け際には豊かの海が見える．
豊かの海は低太陽高度なので，リンクルリ
ッジと呼ばれるしわ構造がよくわかる．こ
の付近にみられる格子状パターンは，画像
圧縮の影響によってあらわれたものであ
る．写真中央にはラングレヌス（直径
132 km），その右上にはペタビウス（直径
177 km）などの大クレーターが見える．
ラングレヌスの輪郭がはっきりしているの
は，約10億年前にできた新しいクレータ
ーのためである．ペタビウスのすぐ上にあ
る幾条のもクレーター列は，約40億年前，
神酒の海の凹地（クレーター列の右側にあ
り，夜の部分で見えない）の形成時の放出
物によってできた引っかき傷である．

画像データ提供：宇宙科学研究所「のぞみ」
MICチーム
画像処理：白尾元理
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小学校と地学教育

1． 学習指導要領とその改訂につい
て

平成14年4月1日より施行される新しい
小学校学習指導要領が，平成10年（1998
年）12月14日付けの官報において「小学
校学習指導要領の全部を改正する件」とし
て公示された．同時に，「幼稚園教育要領
の全部を改正する件」「中学校学習指導要
領の全部を改正する件」も公示された．
学習指導要領は学校教育においてそれなり
の大きな重みを持っている．この指導要領
に基づいて教育内容から教科書に至るまで

制約を受けているからである．特に教科書
については，教科書検定制度において指導
要領の内容から逸脱していないか，表現は
適切か，内容に軽重がないかなどと厳しく
チェックされ，検定に合格した教科書のみ
が児童，生徒に配布されている．
したがって，学校教育現場においては教

師の教育裁量権は保障されているものの，
学習指導要領に大旨添った教育がなされて
いるのである．

2． 現行指導要領での地学教育

小学校理科は3年生より実施され，1，2
年生では生活科で自然とのかかわりを学習
する．地学は「C，地球と宇宙の領域」で，
地球，気象，天文が扱われているが，拙稿
では地球に関する部分（地質関係）のみを
論じる．小学校では3年から理科が始まる．
地学とかかわる学習単元しては，3年「土
と石をしらべよう」，4年「流れる水のは
たらき」，6年「大地のでき方」が配置さ
れている．
大地とのふれあいが殆どなくなっている

今の子ども達に対して地学教育を推進する

ためには，小学校の地学教育では特に自然
事象とのかかわりを重視することが必要で
ある．
教室の中において資料やモデル実験で学

習を進め，単に自然現象を解釈することで
終わらせることはできない．自分の生活し
ている土地，日本列島のつくりや生い立ち
を知りながら，地球そのものを科学的に理
解させていくものであろうと考える．その
ためには児童の発達段階に応じて空間・時
間認識を広げていくことが欠かせないが，
残念ながら現場ではあまりこのことが意識
されていない．1・2年の生活科の中で自
然体験の一つとして「土や砂で遊んだり」
という扱いがあるが，上級学年へのつなが
りはそう考慮されていない．また，3・
4・6年で配置されている学習単元も，関
連が十分吟味されていないためその学年内
での学習に終わりがちである．これらのこ
とは，教員の大多数が文系の出身者であり
地学の理解度が不十分であることに関係し
ている．同時に今の児童の置かれている生
活実態が考慮されていないという弱さを残
しているのが，現状のカリキュラム構成で
ある．
小学校の地学に関しては，1・2年の生

活科，3年以上の社会科を含めて，6年間
の学習を体系化して取り組む必要がある．
私は現行学習指導要領のもとで，以下のよ
うな小学校6年間の地学学習を構成し，取
り組んでいる．
＜1・2年　生活科＞

「雨の日たんけん」 梅雨時の激しい雨の
日に校庭に児童を連れ出し，雨水と校庭の
様子を遊びながら観察する．雨水は高いと
ころから低いところを選びながら土や小さ
な石を運びながら流れることや急勾配のと
ころでは激しい流れになることを知る．
「砂の中の宝石さがし」 砂場の中からピ
カピカ光る鉱物をさがす．
「土と砂，石で遊ぼう」 遊びながらそれ
ぞれの持つ性質や特徴を五感を通して感じ
取る．
＜3・4年　地形と地図の学習（社会科）＞

理科には地形の学習が取り上げられてい
ないが，児童が自然環境を相手に遊ぶ余裕
がなくなっている状況の中では，自分達の
生活する土地（地形）の学習を含めて，小
学校の地学教育を進めなくてはならない．
これは社会科のなかで可能である．
社会科では3年から土地の様子を知る学

習が組まれている．学区域を歩き回ること
から始まり，学区の高低を感じ，山，川，
低地などがあることを知る．今まで家と学

まもなく21世紀を迎えようとしていますが，わが国の地質学や日本地質学会の
置かれている状況には大変厳しいものがあります．こうした状況の中で，地質学を
守り育て，確実に次世代へと手渡して行けるように，日本地質学会ではここ5年間
以上にわたって，法人化検討や組織改革検討を初め，多くの改革への取り組みがな
されてきました．地質学を今後とも維持・発展させていくためには，地質学を一般
社会に広く普及し，社会の中に根付かせていく必要があります．
普及教育実行委員会では，これまでの3年間，学校教育，生涯社会教育，技術研

修の3本の柱を立てて，この課題を取り組んできました．とりわけ学校教育（初等
中等教育）は，地質学を次世代に引き継がせるという観点からは，重要なものと考
えられます．その中でも，義務教育である小・中学校の理科における地質学の地位
の確保と普及は，全国規模で学習する生徒数と携わる教員数の多さを考慮すると，
特に重要と判断されます．こうした観点から，学校教育WGでは，小中学校の教員
会員を中心に様々な取り組みがなされようとしています．
今回はこのWGで幹事として中心的な活動を行っている小学校教員の阿部国広さ

んと，中学校教員である鈴木邦夫さんに，小中学校理科教育における地学（地質学）
教育の課題や問題点についてエッセーを書いて頂きました．これを機会に，研究
者・技術者を初めとする多くの会員の方に，初等中等教育における理科教育と，今
後の地質学におけるその重要性について関心を深めて頂ければと思います．また，
地質学会には1,000名近い教員会員が存在しています．教員会員の方々に，こうし
た地質学会の活動への積極的な参加を呼びかけたいと思います．

普及教育実行委員会委員長 高橋正樹

理科教育への関心を高めよう

阿部国広
（川崎市立西有馬
小学校）
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校の行き帰りであった児童にとって地域を
面としてとらえ地形の様子が見えてくる．
この学習を通して方位を知り位置を知る．
算数科の「長さ」の学習も加わり，距離感
覚を養う．3年からの地図学習を通してエ
リアを広げていき，高低差0～2,000mも
ある地形を知り，日本列島の地球上の位置
と形状を知るまでの学習をし，空間認識を
広げていくことができる．
＜3・4年　大地の学習_1＞

「土や石をしらべよう」（3年） 川原に
児童を連れ出し，礫・砂・泥のあるところ
を探す活動をする．すると，それらの堆積
場が決まっていることに気付く．また川原
の石ころをしらべる活動は，礫の種類や固
さ，形，模様などに気付かせ，岩石のいろ
いろな種類やでき方に興味を持たせること
ができる．砂を双眼実体顕微鏡でのぞかせ
てみると，きれいな鉱物が見えたり川原の
礫と同じものであり，砂と石が同じもので
あることを知る．
「流れる水のはたらき」（4年） 指導要
領に示されているような川の3作用をおさ
えるというだけでなく，その地方の特徴的
な川を扱いながら川のはたらきによって平
野が形成されてきたということを学ばせ
る．同じ4年で学習する「水のたび」「雲
と天気」などの単元とも関連させながら，
流水のはたらきの理解を深めさせる．
＜6年　大地の学習_2＞

「大地のでき方」（6年） 地表から地下
に初めて目を向けさせる学習となる．土地
は地層から成り立っていて，その層の一つ
一つがその時その時の様子を表しているこ
とを知る．下末吉層の中からサクラ貝など
の化石を見つけだすことは，当時の環境を
知る手がかりとなる．児童はどうして海抜
40mのところから貝の化石が出るのだろ
うと疑問を投げかける．貝塚分布図を見る
と6,000年前の貝塚跡は海抜20mの所にあ
る．これを手がかりに，このころは海岸線
が今よりも上がっていたという事実を知
る．小学生の時間認識というものは大地に
立ち向かう時，せいぜい10,000年というと
ころである．時間認識を高めることは小学
校教育における大きな課題である．勤務校
は関東ローム層の上に立てられているの
で，TP層を手がかりに50,000年前の箱根
火山の爆発を知ることができる．多摩川低
地と多摩丘陵の地層を見ることにより，川
崎の大地のつくりとおいたちの概要を知
る．
現行指導要領下において，意識的に取り

組むことを通じて，小学校の地学の教育を

このような6年間の取り組みによって初め
て中学校への橋渡しとすることができる．

3． これからの地学教育

改訂指導要領においては，3年の「土と
石」の単元が削除，6年の「大地のでき方」
のうち，「堆積岩と火成岩」は中学校に統
合となる．算数科では「縮図や拡大図」が
中学へ移行，「ものの位置の表し方」が削
除など，地学に関係して必要な学習内容が
小学校で抜けてしまうことになる．「流れ
る水のはたらき」は5年で学習するように
なり，「大地のでき方」は現行通り6年で
扱う．社会科の学習は2年間のカリキュラ
ムを構成することができるようになった．
しかし，地学に関しては結果として，体系
づけが極めて困難となる．さらに，中学校
では地学の学習は現行下では3年であるの
が，新学習指導要領下では1年に降りてく
る．1年と3年では認識レベルにかなりの
隔たりがある点で困難が生ずる．中学校で
地学学習の「大地は変動を繰り返す」とい
う中心的な目標を達成するには，教員はよ
ほどの取り組みをしなくてはならなくなる
であろう．
一方，総合的学習と称する学校裁量の時

間が小中学校に登場する．年間105～130
時間であって，大きなウェイトを占めるこ
とになる．総合科学である地学は，この時
間の活用を大いに計り，カリキュラムを用
意する必要がある．特に前述のように小学
校教員が文科系大学の卒業者で多く占めら
れている現状からすると，児童の空間・時
間認識の発達状況を考慮した，高校につな
がり，かつ文科系教員にも容易に理解し得
るような小学校から中学校にかけての，新
指導要領下での地学教育の体系と教育課程
を早急に作っていく必要がある．また，併
せて指導要領の将来の改善を目指して，地
学教育のあるべき姿について具体的に検討
し，関係者の大方の合意を得ていく必要が
あると考える．

地学教育課程を
私達の手で

1． 地球科学教育の必要性

地球はその誕生以来，常に変化し続けて
きました．その結果として現在の地球があ
り，今後も変化を続けていきます．その変
動の記録をテープレコーダーのように残し
ているのが地形・地質です．
大地が記録しているのはそれだけではあ

りません．生物の進化の歴史とそれによる
地球環境の変化を内包しています．生物は
地球の物質から生まれ，進化し多様化して
きました．また光合成生物が生まれて地球
に酸素ができたように，生物が環境を変え
てきました．地球環境が変わると，それに
適応するように生物も変化します．その相
互作用の結果として現在の人間も含めた生
物相があります．
大地の歴史をひもとくことは，今後の地

球の変化を予測可能にすることであり，人
間がなぜここにいるのかという科学的人間
観・生物観を獲得することでもあるので
す．自然にはさまざまな階層があります．
素粒子―原子・分子―物質―物質の集合体
である大地―地球という天体―太陽系―銀
河系―宇宙という階層的自然です．もう一
つ物質の集合体が活発で安定した反応を獲
得し，その特異な反応を個から個へ伝達し
存在形態を変えていく高次な物質系である
生物という階層があります．こういった体
系を理解することは科学的自然観を獲得す
る上で欠かせません．
その階層の一端を解明するのが地球科学

であり，それは生物の歴史を含めた地球の
歴史に関する総合的な学問大系です．地球
科学なくして科学的自然観の獲得はあり得
ないと考えます．地球科学が国民的素養と
して必要であることを，教育に携わる私た
ちや研究者は声高に主張すべきではないで
しょうか．

鈴木邦夫
（坂戸市立住吉中
学校）
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2． 教育課程の動向

地球科学を教えると一口にいっても，何
をどう教えるかが問題です．科学とはそも
そも自然の事象を一定の目的と方法によっ
て合理的・系統的に究明し，組織された体
系です．したがって，その成果を子どもた
ちに伝えるには，地球科学のもっとも基礎
的な事実・概念や法則を子どもが認識しや
すいように体系的に提示する必要がありま
す．
文部省はどう考えているのでしょうか．教
科課程審議会はその答申の中で，理科教育
のねらいを次のように言っています．
「理科は，自然に親しみ，自然の事物・
現象に対する関心を高め，観察，実験など
を行い，科学的に調べる能力と態度を育て
るとともに自然の事物・現象についての理
解を深めるため，科学的な見方や考え方を
養うことをねらいとしている」
さらによく読んでみると，教科課程審議

会は，子ども達に身近な自然事象から問題
を見つけだし解決していくことを主に要求
していることがはっきりしてきます．何を
教えるかは問題ではなく，方法がすべてだ
と言うのです．どういう枠組でもよいから，
子どもが自己完結的に論理を構成できれば
よいという構成主義に通じるものです．つ
まり文部省には，自然科学の成果を体系的
に教えるという発想はありません．
科学的な見方とか考え方とは，自然の法

則にかなったものの見方とか考え方です．
それは科学的な物質観や生命観・自然観で
ものをみたり考えたりすることです．科学
的な能力や態度にしても，自然科学の方法
を実際に使ってその方法が当てはまること
を知ったり，法則を認識できたり，法則に

従った判断や行動をすることです．そのた
めには体系的な科学教育が必要です．

3． すべての子どもたちに地球科学
教育を

私たちは，人格形成に必要な科学的自然
観につながる地球科学教育とは何かを明ら
かにしなくてはなりません．それは義務教
育で取り上げるべき地球科学のもっとも基
礎的な事実・概念や法則は何かを明確にす
ることです．それは何でしょうか．
私は地球内部のエネルギーによる地表面

に凹凸をつける作用と太陽エネルギーによ
る平坦化作用との攻めぎ合いととらえたい
のです．
太陽エネルギーによって降る雨は，流水

となって大地を侵食します．侵食された土
砂はもっとも低い部分，つまり海底に運ば
れて，そこを埋め立てます．つまり大地を
平坦化する方向に働きます．
ところが平坦化の一途をたどるかといえ

ばそうではありません．日本の山地の多く
は数百万年も削られながら，なお山として
存在しています．それは地球内部のエネル
ギーによって大地が隆起しているからで
す．隆起しているところが山地であり，反
対に沈降しているところには土砂がたまり
平野や山間盆地となっています．日本列島
では山地と平野・盆地が隣り合っていま
す．そして山地と平野・盆地の境目には，
活断層が存在していることが多いのです．
まるで日本列島全体が圧縮され褶曲してい
るようです．それを裏づけるように最近の
GPS測量の結果も，ほぼ日本列島全体が
圧縮場にあることを示しています．日本列
島全体が圧縮され凹凸ができ，起伏差が激

しくなると岩盤が破壊され断層ができ，今
度は断層が動くことで起伏差がさらにまし
ているのです．断層が動くときに地震が起
こります．山は高くなりながら侵食を受け
ているため，新しい地層はなくなり下部の
古い地層が出ていたり，地下深くにできた
数千万年前の古い深成岩が山頂をつくって
いたりします．こうして高くなるほど古い
岩石が出るという地形と地質の対応ができ
ます．
日本列島に凹凸をつけているのはそれだ

けではありません．地球内部のエネルギー
はマグマを生産し噴出し起伏をつけている
のです．
実際の授業では，上記のストーリーにそ
った課題や問を出し，子ども達に討論をさ
せ，事実で確かめるようにしています．す
ると大地平坦化作用を終了したところで，
子ども達から「山が高くなることはあるん
ですか」と質問を受けました．はやくも地
球科学の基礎的な概念に到達したのです．
つまり，何を教えるかを明確にし，教え

る順番を考え，授業が科学を追求する場に
なっていれば，子どもたちは自らの力で変
動観を獲得することができるのです．
自然は決してデタラメに動いているので

はありません．法則的に動いているのです．
その法則こそが，子どもたちに伝えたい内
容です．決して子どもが興味を示すものな
ら何でもいいのではありません．
小・中・高でどんな法則をどんな順番で

教えたらいいかを明確にすることが重要で
す．そのためには現場教師だけではなく，
研究者の協力が必要です．そして教育実践
を通してより確かなものにしていくことが
望まれます．

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』

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
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概　要
奥出雲多根自然博物館は松江から南南東
へ40km弱の，かつて「たたら製鉄」で栄
えた地域のひとつ，仁多町の佐白にありま
す．1987年「奥出雲佐白記念館」として
オープンし，その後展示室・収蔵庫の改・
増築を行い，1990年に財団法人および登
録博物館として認可され現在に至っていま
す．
当初は仁多町佐白出身で株式会社三城

（メガネの三城）の前会長多根良尾氏（故
人）が仁多町に宿泊研修施設としての記念
館を町に寄贈するという形から始まったの
ですが，現会長多根裕詞氏の化石コレクシ
ョンの公開施設を併設することになったた
め，当館は国内ではあまり例のない宿泊施
設・食堂を併設した博物館となっていま
す．建物は6階建てで1～2階に展示室・
研修室・学芸員室・収蔵庫，3～5階が宿
泊施設，6階が食堂という形になっていま

す．職員は事務・食堂・宿泊などに若干名，
学芸員は専任で2名が常駐し教育普及・調
査研究活動に当たっています．

収蔵標本は約3,000点で，うち1,700点が
常設展示されています．

展示内容
全体のテーマは「宇宙の進化と生命の歴

史」となっており，1階は「宇宙と地球の
クロニクル(年代記)｣，2 階は「海―La
Mer―海の生命が辿った道」というテーマ
に沿ってそれぞれに特徴的な展示がなされ
ています．
入り口を入るとすぐに白亜紀後期の草食

恐竜ユウオプロケファルスの全身骨格標本
が来館者を出迎えます．階段を上がり，ア
ロサウルスの頭骨レプリカと大山の火山灰
層剥ぎ取り標本の横を進み，地下をイメー
ジした展示室へと進みます．1階の展示は
「宇宙のクロニクル」「生きている地球―プ
レートテクトニクス」「火山と地震」「日本
列島のクロニクル」「地球生命のクロニク
ル」の各コーナーからなり，科学雑誌
「Newton」のイラストをメインにしたパネ
ルがふんだんに使われ，それぞれのコーナ
ーをわかりやすいものとしています．また
別室には「鉱物・岩石」「島根の岩石」「島
根のクロニクル」コーナーがあります．
「島根のクロニクル」は島根県内で唯一県

内の地史を系統的に展示してあるコーナー
で，各種岩石・鉱石鉱物，隠岐片麻岩，樋
口層群のアンモナイトから第三紀中新世の
貝化石，都野津層の更新世植物化石，中海
のボーリングコア等の展示と中新世以降の
島根の様子を表したイラストで構成されて
います．
1階が説明的な展示であるのに対して2

階は感覚的に訴えることを意図した展示に
なっています．階段から2階へ上がると青
一色の，まるで海の底にいるような錯覚を
覚える展示室に入ります．青を基調とした
照明や壁面と，曲面を多く取り入れた展示
ケースなどが，効果的に海底のイメージを
再現しています．2階の展示室は「ひろが
る生命系～海中生命の多様性」「アンモナ
イトの系譜～頭足類進化史」「さかな～脊

奥出雲多根自然博物館
OKUIZUMO TANE MUSEUM OF NATURAL HISTORY

菅田康彦

博物館紹介⑯

1階　島根のクロニクル

1階　展示室

館全景
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椎動物の源流」「Special Exhibition Corner」
の4つのコーナーからなり，化石・現生標
本を主体とした展示で構成され，キャプシ
ョン類は必要最小限にとどめられていま
す．特に目を引くのは魚化石の豊富さで，
数としては国内でも例がないほどの魚化石
が，泳いでいるように展示されており，あ
たかも化石魚の水槽のようになっていま
す．
全体の特徴として，最近の館でも増えて

いますが，実際に手で触れて感じてみるこ
とを重視し，露出展示でさわれるようにし
てある標本も多数あります．前述の魚化石
のコーナーにはラコレピス（Rhacolepis：
カライワシ科の魚類）の化石を無造作に足
下に二十数個ほど転がした思い切った展示
もあります（2階部分増築から8年でラコ
レピスの盗難数は4）．
また，1階の奥には仁多町から出土した

考古遺物の展示室があり，特別展はここを
利用して開催しています．

教育普及活動
博物館の教育普及活動としては以下の活

動を行っています．
・自然観察会（わいわい自然探偵団）
小学生～一般を対象とした観察会で，主

に化石採集や鉱物採集，地層・岩石の観察
などを行っています．年2回（春・秋）の
開催で，参加者は十数人から30人程度で
す．試験的にこの3年は，秋の観察会を地
団研山陰支部の地学ハイキングと合同で開
催という形を取っています．
・夏休み自然科学教室
小学校高学年～中学生を対象として，博

物館で自然観察・天体観測・実験・実習・
講義レクリェーションを2泊3日の日程で
行います．
・周年特別講演会
毎年秋に開催しています．

・展示解説
来館者から希望があった場合，学芸員が

行うことになっています．
・出版物
行事の様子や案内・コラムなどを中心と

した機関誌を季刊として発行，関係機関お
よび友の会会員・イベント参加者に配布し
ています．
・その他
昨年から始めた試みとして，店舗におけ

る移動展示があります．これは，メガネの
三城の店舗の一部（テナント店の場合は催
事スペース）を展示コーナーとして借りて，
テーマを決めて小展示を行うものです．
企業の宣伝にすぎない，という批判もあ

ろうかと思いますが，来ていただいた方に
はおおむね好評で，初めて化石に触ったと
か，これを機に化石あるいは地学に興味を
持ったというような声もあり，教育普及の
一端をになっているのではないか？と思い
ます．

また，当館と同様の展示内容を持つ三城
の直営の博物館（三城自然博物館）が姫路
市にあり，そちらの方も知っていただけれ
ば幸いです．

［ご利用案内］

奥出雲多根自然博物館
開館時間：9 : 30～17 : 00
休館日：毎週月曜日（祝祭日の場合はその
翌日）年末年始（12/30～1/1）
入館料（ ）内は20名以上の団体料金
大人/700円（560円）
高校大学生/500円（400円）
小中学生/350円（280円）
交通
JRの場合：JR木次線出雲八代駅下車後徒
歩20分
自家用車の場合:松江から1時間弱．県道玉
湯吾妻山公園線沿い．中国縦貫自動車道利
用の場合，庄原ICより1時間30分．国道
183号線から国道314号線を利用．仁多町
三成より県道にはいる
所在地：〒699_1434
島根県仁多郡仁多町佐白236_1
電話：0854_54_0003
Fax：0854_54_0005
E-Mail : tane-m@mx.miracle.ne.jp
ホームページURL
http ://fish.miracle.ne.jp/tane-m/

三城自然博物館
開館時間：9 : 00～18 : 00
休館日：年末年始
入館料（ ）内は20名以上の団体料金
大人/700円（500円）
高校大学生/500円（300円）
小中学生/350円（200円）
所在地：〒670_0012 姫路市東本町124
交通：姫路駅より大手前通りを姫路城に向
かい徒歩15分
電話：0792_24_5005
FAX：0792_24_5200

2階　ひろがる生命系～海中生命の多様性

2階　さかな～脊椎動物の源流



堆積学研究会編集の表記の辞典の初版第1
刷が，1998年11月25日付で朝倉書店より出
版された．
待望の辞典の出版を心からお喜びする．
B5判版で470ページ，定価20,000円＋税

である．
手頃な中辞典と言えよう．
編集委員は，前堆積学研究会代表・前九州

大学教授の岡田博有博士を委員長とし，相原
安津夫，青柳宏一，歌田　実，志岐常正，水
野篤行のベテランの諸氏である． 執筆者は，
相原安津夫氏をはじめとする180名の大陣容
である．著名な方，あるいは既に年配の方，
と申し上げた方がよいのであろうか，堆積学
の分野では，既に多くの業績を挙げておられ
る方々が多数含まれている．
私など，かねてより知りたいと思っていた
術語の意味が即座に解決するので，早速活用
させて頂いている．それで，地質学会の会員
諸氏にも本辞典が出版されたことをお知らせ
したいので紹介させて頂く．
例えば，近年，地質学分野でしばしば登場

する“シーケンス”の項を見ると，明快な解
説が述べてある．
広い意味で地球科学分野，専門的には堆積
学ならびに，それに関連する地質学の分野で
は，実に多数の専門用語が使われている．い
わゆる“村言葉”である．
九州地方の村言葉に習熟した人が，東北地

方の村言葉を聞いても理解できない場合もあ
る．そうした日本全土の村言葉を総集した辞
典があれば，それを片手に旅が出来る．これ
は例えであるが，本辞典はそのような意味を
持つ．
この堆積学辞典は，一般の人，地球科学の

研究者，更には地質学・堆積学を主専攻とす
る研究者にとっても，専門術語の正確な意味
を直ちに理解できる手引書として便利このう
えない価値を持つ．
座右に置かれることをお薦めする．
本辞典の凡例にも述べてあるが，アイウエ

オ順に，原則として小項目方式を採ってある．
堆積学の基本的事項と関連の深い隣接諸科学
の学術用語を収録してある．
項目の概念が多岐にわたる場合には，（1），

（2）としてそれぞれの解説を行っている．また，
複数の著者による視点を変えた解説を，（1），
（2）と併記してある場合もある．
「見よ項目」，「参照項目」，「関連項目」な
ど適切な指示が記されている．
各項目には英語訳が付されていて便利であ

る．また重要事項には参考文献が最後に付記
されている．
巻末に外国語索引がまとめてあるが，外国

語から日本語訳ならびにその項目内容を引く
ことができるようになっている．これは必須
のものである．
ただ，欲を言えば，全項目が日本語索引と

して巻末にまとめてあれば，更に便利であろ
う．いずれ，改訂版出版の時がくるであろう
から，できれば，この点の配慮をお願いした
いものである．
本辞典の編集・執筆に当たっては，さぞや

多くの努力と労力が注ぎ込まれたことと拝察
するが，時宜に適した専門的解説辞典として，
これから多くの人々に末長く多大の便宜を供
与されることであろう．
（元東京大学海洋研究所・海底堆積部門担当

奈須紀幸）

八坂書房　1998年発行，A5判，253ペ
ージ，定価4,500円＋税金

この本は，大阪市立自然科学博物館を振り
出しに，大阪市立自然史博物館や徳島県立博
物館など，自然史系の博物館で長年にわたっ

自然史博物館

―人と自然の共生をめざして―

千地万造　著

て学芸員として第一線で活躍され，現在も京
都橘女子大学で博物館学などを担当している
著者が，自然史博物館のあり方についての経
験をもとにまとめたものである．この本の
「はじめに」で著者は，亀井節夫氏の言葉を
引用してこの本の性格を示している．それは
「君が四半世紀をともにした大阪の自然史博
物館や，その後の大学生活での徳島県，岸和
田市などの博物館とのかかわりで，なにを思
い，なにを目指し，どんなことをしたのかを
中心に書けばよいではないか．それがこれか
らの博物館の教訓ともなり…」というもので
ある．
本書は序章に続く次の4部構成となってい

る．それを大きな流れとすると，次のような
意図が読み取れる．まずはじめに，第一部で
自然史博物館の成り立ちを歴史的に回顧し，
第2部でその内容を吟味する．さらに，第3
部で自然史博物館のありようを示した上で，
第四部で具体的なあらすじの例を，自らの専
門分野を中心に語っている．内容に立ち入っ
て多少具体的に紹介すると，次のようなもの
である．
序章「ナチュラル・ヒストリーと博物館」

は，この本の主題に対しての基礎をなす部分
で，著者の几帳面さを象徴するような内容に
なっている．まづ最初に1世紀のプリニウス
の著書に源を発する「ナチュラル・ヒストリ
ー」の語源の解説から始まり．17世紀以降
の「博物学」の発展，さらには，19世紀以
降，つまりダーウィンやライエルらによって
導入された歴史科学的性格を踏まえて「自然
史」に至る過程が述べられている．その根底
には人間生活の豊かさを求めてやまぬ人間性
があると著者は言う．このことを現代に当て
はめて自然史博物館の使命を，著者は「社会
教育・生涯教育」の場としてとらえる．
第1部「自然史博物館の誕生」第1章「自

然史博物館の成立」では，18世紀半ばに創
設された大英博物館，ことにその自然史部門
の発足の経過が述べられている．ここでは，
そのはじまりが私的なコレクションから出発
していることが紹介されている．さらに，こ
れに引き続いて，インド博物館やチャールス
トン博物館，サンギラン先史考古遺跡博物館
などの創設の経緯と特徴が紹介される．この
中で著者は博物館はどこでも同じような経過
をたどって作られるのではなく，それぞれの
目的をもって開設され，それ故に展示や施設，
運営などにも違いがでるし，そうでなければ
ならないとしている．
大英博物館とサンギラン先史考古遺跡博物

館とでは，その規模や創設の経緯はかなり異
なるものの，それぞれのもつ性格と役割は自
然史博物館として同じように重要であるとい
う著者の評価は当を得たものであり，評者も
賛成である．日本各地の小規模な自然史博物
館もこのような観点から見直す必要があろ
う．
第2章「黎明期の日本の自然史博物館とそ

の歩み」では，著者が最初に就職した大阪市

日本地質学会News 2 （ 1） 9

紹　介

堆積学辞典

堆積学研究会編



立自然科学博物館の源流である明治時代初頭
の「大阪舎密局」から歴史をひもとき，国立
科学博物館の誕生までの経緯を解説してい
る．ここでは，ウイーン万博以降の文部省博
物館と内務省博物館の対立の歴史やその結果
としての博物館の紆余曲折など，近代政治史
からみてもおもしろい歴史が語られている．
第3章「大阪における自然史系博物館の系

譜」では，大阪市立自然史博物館前史とも言
うべき大阪博物館と府立教育博物館，さらに
は堺市水族館や天王寺動物園などの設立の経
緯とその推移が述べられている．
第4章「大阪の自然史博物館」は著者の体

験を踏まえた大阪の自然史博物館史である．
ここでは，大阪市立自然科学館から大阪市立
自然史博物館への移行時の諸問題や新しい博
物館の理念などが，それを取り巻く障害など
も含めて具体的に語られている．項目をあげ
れば，「学芸員は研究職」，「博物館に研究室
を」，「市民に開かれた研究室」，「自然史博物
館と第四紀研究」，「自然史博物館と植物園」
のように，自然史博物館のあり方が具体的に
述べられている．
第2部「自然史博物館の活動」では，ここ

までの記述が歴史を踏まえた自然史博物館の
事実だとすると，ここではそれを一歩進めた
博物館の中身に対する著者の主張であり，そ
のための博物館紹介という体裁をとる．
第1章「自然史博物館の展示」では，イン

ド博物館などヨーロッパタイプの古い博物館
の伝統的展示から，アメリカ自然史博物館な
どの普及教育的な展示までの，展示そのもの
の変化と，フィールド自然史博物館のような
体験的普及を取り入れた展示の評価までが語

られている．
第2章「日本の自然史博物館の展示」では，
まずはじめに，大阪市立自然史博物館の展示
構成や人的組織，施設概要まで，具体的に解
説され，これと同じような内容で，埼玉県立
自然史博物館，千葉県立中央博物館，豊橋市
自然史博物館，神奈川県立生命の星地球博物
館，滋賀県立琵琶湖博物館が紹介されている．
第3章「自然史博物館の展示のあり方を考

える」では，展示テーマのカテゴリーを「地
域の自然誌」や「グローバルな自然史の法則
性」，「分類学的展示」など6つに分類し，そ
れぞれの長短や組み合わせについて論じてい
る．ここでまた，大阪市立自然史博物館の展
示の基本構想が紹介され，ひとつの典型とし
て，その背後にある理念が紹介されている．
結論的に，著者は展示の課題として「自然と
の共生の思想を普及する」ことが大事である
としている．
第4章「調査研究と資料の収集」では，博

物館で行なう調査研究を，分類学的研究と自
然誌的研究に区分し，それぞれについての重
要性と博物館でのやり方について説明すると
ともに，これに必要な試資料のコレクション
の方法についてふれている．
第3部「自然史博物館へのいざない」で，

著者は第1章「生涯教育と博物館」でまず
「生涯学習」とは何かを解説する．「本当に充
実した生活を送るために必要な教育を生涯に
わたって受ける」教育が生涯教育であって，
「学校教育とは切り離された社会教育のこと
ではない」としている．博物館ではそのため
に，家庭教育まで含めた広い学習の場を提供
しなければならないと述べている．このよう

な場の具体例として「博物館友の会」を挙げ，
大阪市立自然史博物館の友の会の活動を紹介
している．
第2章「学校教育と自然史博物館」では，

学校からの博物館見学についての助言が述べ
られている．具体的方法として，「博物館見
学ノート」や「博物館利用の手引き」の活用
を挙げている．
第4部「日本列島自然史探訪」は著者の専

門である地質学・古生物学分野での自然史を
シナリオ風に語るとともに，これに関わる各
地の博物館を紹介している．通常，このよう
な場合には地球史の古いほうから語られる
が，著者は「人の自然史」から語りはじめる．
以下に項目だけ紹介すると，「陸と海の自然
史」，「火の自然史」（火山の話），「風の自然
史」（氷河と風成層），「森の自然史」（植物化
石），「地底の自然史」（鍾乳洞），「湖の自然
史」（古琵琶湖層群），「大阪盆地後期新生代
の自然史」とつづく．それぞれの項目には，
ここの博物館に行けばこのことに関する詳し
いことに巡り合える，というガイドが付けら
れている．
この本の全体を通読して，自然科学を専門

とする著者の自然史博物館に対する理念は，
次の言葉に代表されると思われる．「自然史
博物館はただ標本をみて知識を学ぶところで
はない．『博物館の展示は自然への入り口』，
『自然は自然の中で学ぶもの』なのである」．
地質学会会員には多くの博物館関係者が居

られる．そのような方はもちろん，これから
生涯教育などに携われようとしておられる
方々にもぜひ読んで頂きたい本である．

（熊井久雄）
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ご案内

本会以外の学会およ
び研究会・委員会よ
りの催し物のご案内
を掲載します．

日本学術振興会外国人招へ
い研究者講演会のお知らせ
この度，日本学術振興会の招へい研究者と

して，ドイツ国キール大学鉱物学岩石学教室
のHartmut Kern教授が来日され，以下の日
程および題目で千葉大学および東京大学で講
演を行います．Kern教授の専門は構造岩石
学および岩石物性学で，世界に先駆けて最大
圧力6kb，最高温度600℃の大容積試料3軸
圧縮変形実験装置を立ち上げられ，岩塩およ
び大理石中の結晶格子選択配向および下部地
殻・上部マントル岩石中の地震波速度異方性
などについて，顕著な研究成果を挙げて来ら
れました．また，1980年代以降は，ドイツ
の国家的プロジェクトとして推進されて来
た，「放射性廃棄物の岩塩層中への地層処分」
および「大陸深層ボーリング（KTB）」に関

わる研究に長年参加されて来られました．今
回Kern教授には，上記プロジェクトのドイ
ツにおける現状も講演していただきますの
で，当該専門分野以外からも多数の御参加を
お待ちしております．
日時・場所および講演題目

3月8日（月）15 : 00_17 : 00 於　千葉大学
理学部地球科学教室（理学部4号館講義室
432）
「結晶格子選択配向に起因する下部地殻お
よび上部マントル岩石中の地震波速度異方
性：ドイツ大陸深層ボーリング（KTB）
と関連して」
3月9日（火）10 : 00_12 : 00 於　東京大学
大学院理学系研究科地質学教室（地質学教
室講義室　402）
「含水岩塩の変形実験と電気伝導度，透水
率および地震波速度のその場測定：特に脱
水分解反応が岩石物性に及ぼす効果につい
て：ドイツにおける放射性廃棄物の岩塩層
中への地層処分と関連して」
連絡先：広島大学理学部地球惑星システム学
科　竹下　徹
電話　0824_24_7474 e_mail toru@letitbe.
geol.sci.hiroshima-u.ac.jp

第33回日本水環境学会年会
参加申し込み案内
第33回日本水環境学会年会は下記日程で

開催されます．会員でない方の参加もできま
す．
詳細は（社）日本水環境学会にお問い合わせ
下さい．
期　日：1999年3月16日（火）～18日（木）
3日間
会　場：東北大学川内北キャンパス
（〒980_0862 仙台市青葉区川内）
交　通：JR東北本線，東北新幹線「仙台駅」
から市営バス利用約15分
参加申し込み案内：会場の都合上予約申し込
みです．
1） 年会参加費・懇親会費
年会参加費　予約申込み
会　　員 6,000円（当日 7,000円）
学生会員 3,000円（当日 4,000円）
非 会 員　10,000円（当日12,000円）
懇親会費 5,000円（当日 5,000円）
2） 予約申し込み方法　参加申込書に記入の
上，郵送申し込みし，参加費を送金下さい．
3） 申し込み期限　1999年 2月12日（金）



当日消印有効
4） 予約申し込み書送付先（Fax不可）
〒160_0003 東京都新宿区本塩町12番地
四谷ニューマンション307
（社）日本水環境学会　第33回年会係

「アジアにおける陸と海のリ
ンク」に関する国際ワーク
ショップのお知らせ
地質調査所と科学技術国際交流センターで
は，物質輸送と地層形成に関する国際ワーク
ショップ「アジアにおける海と陸のリンク」
を来年3月につくばで開催します（日本地質
学会現行地質過程部会・IGCP_396後援）．
海外から約50名の参加が予定されておりま
す（下記プログラム参照）．日程は1999年3
月16_18日，会場は研究協力センター（つく
ば市竹園2_20_5，電話 0298_51_1331）です．
口頭22件，ポスター約70件の研究発表が行
われます．
すでに発表や事前登録の受付は終了してい
ますが，当日登録も50名まで可能です．参
加希望の方は，プロシーディングなどの準備
もありますので，できるだけ事前に事務局ま
でご連絡頂けますようお願いいたします．な
お事前登録をされていない方で懇親会参加希
望の方は，3月12日までに事務局までお願い
いたします（事前登録をされていない方の参
加費は7,000円です）．
ワークショップ正式名称：
「沿岸・外洋遷移域における物質輸送と貯
留に関する国際ワークショップ」
副タイトル
「アジアにおける陸と海のリンク」に関す
るエメリー教授追悼国際ワークショップ
国際ワークショップ事務局
地質調査所海洋地質部　斎藤文紀
電子メール　yoshi@gsj.go.jp（305_8567 つ
くば市東1_1_3．電話 0298_54_3772，Fax
0298_54_3589）

「アジアにおける陸と海のリンク」に関する

国際ワークショッププログラム

March 16 (Tue) Scientific session
900_920 REGISTRATION
920_930 WELCOME & OPENING ADD-
RESS : S. NAKAO & Y. SAITO
Prof. K.O. Emery Commemorative special
session
CHAIRS : J.D. Milliman & Y.A. Park
930_935 Opening address by chairs
935_1000 SHEN Huanting : Material fluxes
and land-and-ocean interactions in the
Changjiang (Yangtze) estuary
1000_1025 HU Dunxin : Material flux in the
East China Sea
1025_1050 Kazuo ISEKI, Kazumaro 
OKAMURA and Yoko KIYOMOTO :
Particledistributions and transport process-

es from the shelf to the Okinawa Trough in
the East China Sea.
CHAIRS : D. Prior & Y.-z. Yang
1050_1115 Shizuo TSUNOGAI : Carbonate
system of the East China Sea : A continental
shelf pump for the absorption of atmospher-
ic CO2
1115_1140 John D. MILLIMAN, H. L. Zhao,
Y. Saito, Y. A. Park, and H. J. Yu : Late
Quaternary environment of the Yellow Sea
1140_1200 Louis R. BARTEK : Techniques
for development of stochastic models of the
impact of terrestrial versus marine sediment
input and processes on the stratigraphic
architecture and spatial distribution of
facies on continental margins
1200_1330 LUNCH
CHAIRS : K. Iseki & D. Hu
1330_1355 Kozo TAKAHASHI : The Okhotsk
and Bering Seas: critical marginal seas for
the land-ocean linkage
1355_1515 POSTER SUMMARY  No. 1 to 25
1515_1700 COFFEE BREAK & POSTER
1800_2030 WORKSHOP DINNER at “San-
Sui Tei”

March 17 (Wed)  Scientific session
CHAIRS : A. Taira & S. Volkhard
915_940 Vaidyanatha SUBRAMANIAN :
Quantity and quality of sediment delievery
from the Ganges-Brahmaputra rivers to the
Bengal Delta.
940_1005 Steven KUEHL : Late Quaternary
evolution and sediment budget of the
Ganges-Brahmaputra Delta
1005_1030 Hermann R. KUDRASS, V.
Spiess, K. Michels, M. Breitzke, A. Suckow,
A. Hofmann, C. Huebscher, M. Wiedicke,
B. Kottke, M. Weber, and S. Khan :
Transfer of terrigenous material from the
Ganges-Brahmaputra delta to the Bengal
deep-sea fan.-
1030_1055 COFFEE BREAK
CHAIRS : B. Haq & K. Takahashi
1055_1020 John D. MILLIMAN : Events and
flux of fluvial sediment to the oceans
1020_1140 Andreas SUTHHOF and V.
Ittekkot : Time-varying fluxes and burial of
organic carbon along continental margins in
the northern Arabian Sea
1140_1200 Maarten A. PRINS and G. Postma :
Sea-level and climate signatures in Late
Quaternary turbidite successions along the
northern margin of the Arabian Sea
1200_1330 LUNCH 
CHAIRS : M.E. Field & A. Suthhof
1330_1355 Serge HEUSSNER : Mass trans-
fer and ecosystem response in the
Mediterranean Sea : The European Union
MATER project (MAST III_MTP II)

1355_1420 Serge BERNE : Sedimentary
processes and Late Quaternary depositional
sequences on the English Channel, Bay of
Biscaye and Gulf of Lions continental mar-
gins (France, Europe)
CHAIRS : H.K. Wong & Chen Z.
1420_1535 POSTER SUMMARY  No. 26 to
50
1535_1700 COFFEE BREAK & POSTER

March 18 (Thu) Scientific session
CHAIRS : C.A. Nittrouer & H.R. Kudrass
915_940 How Kin WONG : Upper Quater-
nary seismic stratigraphy and sedimenta-
tion on the Sunda shelf
940_1005 Gregg J. BRUNSKILL, I.
Zagorskis, and J. Pfitzner : Project
TROPICS : Geochemical mass balance for
B, Li, and Sr in the Gulf of Papua, Papua
New Guinea.
1005_1030 David PRIOR, A. van der Spek,
M. A. Tutton, J. Buleka, J. Abrahams, G.
Kuna, B. van der Valk, and A. Denniss :
High energy sediment transport processes-
from the coast to deep water- Huon Gulf,
Papua New Guinea
CHAIRS : R. Hiscott & K. Ikehara 
1030_1150 POSTER SUMMARY  No. 51 to
70
1150_1400 LUNCH & POSTER
CHAIRS : S. Berne & S. Kuehl
1400_1425 Charles A. NITTROUER :   Lati-
tudinal impacts on sediment supply and
accumulation for Pacific collision margins
1425_1450 Michael E. FIELD : Sedimentary
response of Pacific-style margins to high
frequency sea-level change : The record
from California
1450_1515 Asahiko TAIRA : Sediment tarn-
sport and strata formation in an arc-trench
system : examples around the Japanese
Islands (tentative)
1515_1540 Makoto ITO : Late Pleistocene
shallow marine depositional systems in
paleo-Tokyo Bay, northern Boso Peninsula,
Japan
CHAIRS :                                 
1555_1630 DISCUSSION toward Asia
STRATAFORM research & future meetings
1630_1640 CLOSING ADDRESS 

March 19（Fri）巡検の募集は終了してい
ます．
730_1800 FIELD DISCUSSION in the
northern part of Chiba Prefecture
Title : Late Pleistocene shallow marine
depositional systems in paleo-Tokyo Bay,
northern Boso Peninsula, Japan

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

東京大学大学院理学系研究
科教官（地球惑星科学関連
分野）の公募
東京大学大学院理学系研究科では，地球惑

星科学関連の4専攻（地球惑星物理学，地質
学，鉱物学および地理学）を下記表のように
再編予定で，地球惑星科学の8研究分野の教
授8名を公募します．
研究分野：「大気物理学，海洋力学，地球シ
ステム変動学，表層環境動態学，地球内部
構造学，地圏物質科学，地球生命圏化学変
動学，生命圏物質科学」各教授1名
着任時期：平成12年4月1日予定
応募・推薦締め切り：平成11年 2月 12日
（金）必着
詳細は下記にお問い合わせ下さい．

問い合わせ先：東京大学大学院理学系研究科

教授　濱野洋三
電話 03_3812_2111 内線 4293 Fax
03_3818_3247

熊本大学理学部環境理学科
の教員の公募について
熊本大学理学部環境理学科では，下記要領

で教員を公募することになりました．
環境理学科は，人間社会と自然との調和あ

る発展を教育理念として，平成9年度に新設
された学科（学生定員30名）であり，環境
解析学と環境動態学の2大講座で構成されて
います．現在，理学部の既設学科（化学，地
球科学，生物科学）から移籍した8名と平成
10年度の公募による2名，計10名の教員が
在籍しています．今回公募する2名の教員を
含め，完成年度（平成12年度）には13名の
教員で構成される予定です．
環境科学はその守備範囲が広く，自然科学

の全領域にわたっていますので，現スタッフ
ではカバーできない領域の専門家に参画して
いただき，自然科学のゼネラリストであると
同時に環境科学のスペシャリストたる人材の
育成をめざして，共に手を携えて，新しい学
科を創設したいと念願しています．

公募の職名および人員：
a．教授　（環境解析学講座） 1名
b．助教授（環境解析学講座） 1名
＊以下，公募職名をa及びbで表記します．
専門分野：a，bともに環境科学の研究に携
わっている方で，化学，地学，物理学的な
手法で環境の解析・評価ができる方
応募資格：
a．50歳前後の方で博士の学位取得者（平
成12年度から大学院博士前期・後期課程
を担当していただく予定ですので，文部省
の設置審の審査をパスできる方）．
b．40歳前後の方で博士の学位取得者（平
成12年度から大学院博士前期・後期課程
を担当していただく予定ですので，文部省
の設置審の審査をパスできる方）
授業科目：a，bともに広い意味での環境解
析学（学生実験・野外実習を含む），自然
科学分野の一般教育（全学対象），大学院
自然科学研究科（博士前期・後期課程）
任用予定日：平成11年6月1日以降の可能な
かぎり早い時期
提出書類（A4判）：
（1）履歴書（連絡先にE-mail addressを明
記して下さい）

（2）研究業績目録（査読付き雑誌に発表さ
れた原著論文，総説，著書，その他を区
分してリストにする）および　科学研究
費等の取得状況

（3） 主要研究論文（10篇以内）の別刷
各1部

（4）研究成果の概要（2,000字程度）
（5）今後の研究計画と教育に関する抱負
（2,000字程度，応募の職名を明記して下
さい）

（6）照会が可能な方2名のお名前とその連
絡先

応募締切日：平成11年3月31日（必着）
書類提出先：〒860_8555 熊本市黒髪2_39_1
熊本大学理学部環境理学科　学科長（簡易
書留にて「環境理学科教員応募書類在中」
と朱記して郵送）
問い合わせ先：電話 096_342_3440（松坂），
Fax 096_342_3320（理学部事務）
E-mail : tadaom@gpo.kumamoto-u.ac.jp
ht tp ://www.sc i .kumamoto -u .ac . jp/̃
kankyo/

環境理学科には，現在，以下の教員が在籍
しています：
環境解析学講座：黒澤　和教授（有機化学），
實政　勲教授（分析化学），能田　成教
授（地球化学，平成11年4月着任予定），
戸田　敬講師（分析化学），中田晴彦助
手（環境毒性学）

環境動態学講座：松坂理夫教授（動物形態
学），石田昭夫教授（環境微生物学），内
野明徳教授（植物細胞遺伝学），高宮正
之助教授（植物分類学），杉浦直人講師
（昆虫生態学）
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報告
本会委員会以外の研究会・
委員会等よりのお知らせを
掲載します．

地質学史懇話会総会報告
12月23日午後2時から5時頃まで，王子の

北とぴあにおいて，地質学史懇話会総会が開
かれた．当日は，藤井陽一郎氏の「深発地震
発見前後の日本の地震学」，金　光男氏の
「小坂鉱山をめぐる明治の科学者たち」，矢島
道子氏の「メアリー・アニングについて」の
3講演が行われた．
藤井氏は，わが国における深発地震は，京
都大学の志田　順により発見され，1917年
東京数物学会年会で発表されたが，その後中
央気象台にいた和達清夫によって精力的に調
査され，1935年には深発地震面の発見にま
で至った．当時同じ気象台にいた本多弘吉は，
発震機構の研究を進めており，1934年には，
深発地震の起震歪力からプレートテクトニク
スに今一歩のモデルにまで行き着いていた．
この中でとくに和達清夫が国際的に高く評価

されるに至る過程には，当時の中央気象台長
岡田武松の思惑が絡んでいたのではないか，
との話であった．
金氏は，秋田県にあったわが国の代表的な

銀銅鉱山小坂鉱山に関わったクルト・ネット
ー，ベンジャミン・ライマン，大島高任，藤
岡市助，仙石　亮，原田豊吉らの足跡を調べ，
彼らの貢献について紹介した．この中で，ネ
ットーの絵，ライマンのルートマップを解読
し，彼らの足跡を探る話は，地元の地理に精
通した，また粘り強い金氏ならではの仕事と
感心させられた．また，最近東大で再確認さ
れた原田豊吉の肖像画が紹介された．
矢島氏は，イクチオザウルス，プテロダク

チルス，スクアロラジャなどの脊椎動物化石
の発見で知られる英国人メアリー・アニング
（1799_1847）について，その発見物とその評
価，また彼女の生涯について紹介された．彼
女はコレクターで，自身発見したものを売っ
て生計を立てていたので，論文として残され
たものはないが，残された手紙から，現在各
地の博物館に残されている多くのものが彼女
の採集になるものであること，その記述も大
変に優れたもので，英国では現在もなお盛ん
に調べられていることが紹介された．
3講演の後の総会では，今年度の活動報告，

会計報告があり，人事報告で会長が大森昌衛
から今井　功に交代，事務局は鈴木尉元（長），
矢島道子（編集），立沢富朗（会計），金　光
男（庶務），沓掛俊夫（庶務）で運営してい
くことが承認された．当日の総会への出席者
は，22名であった．
なお，当日午後 1時過ぎから 2時まで，

INHIGEO（国際地質学史委員会）の日本の
委員による会合が開かれた．まず今井委員か
ら，これまでの日本のINHIGEOとの関わり
が紹介された．さらに，昨年9月の INHI-
GEOのビジネスミーティングにおいて，新
たに矢島道子と山田俊宏が委員に選出され，
日本は定員一杯の11名の委員*を擁するよう
になったこと，国際的に日本の活動を紹介す
るために，英文のNewsletteｒの発刊を準備
中であることが紹介された．最後に，今後こ
のような会合を1年に一回くらい開き，委員
の選出，INHIGEOへの対応などを協議して
いくことを申し合わせた．
＊今井 功・大森昌衛・沓掛俊夫・小林英
夫・清水大吉郎・杉村　新・鈴木尉元・諏
訪兼位・八木健三・矢島道子・山田俊宏

（鈴木尉元）
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● 第1回地球環境フォーラム“環境地質学からみた地球環境の諸問題”―地球環境研究100年の系譜―（30ページ，B5判，定価
1,000円，送料190円）

●第2回地球環境フォーラム“地域から地球環境問題を考える”（46ページ，B5判，定価1,000円，送料270円）
●第2回環境地質学シンポジウム講演論文集（336ページ，B5判，定価2,000円，送料380円）
●第3回環境地質学シンポジウム講演論文集（432ページ，B5判，定価2,000円，送料380円）
●第4回環境地質学シンポジウム講演論文集（392ページ，B5判，定価2,000円，送料380円）
●第5回環境地質学シンポジウム論文集（446ページ，B5判，定価3,000円，送料380円）
●第6回環境地質学シンポジウム論文集（422ページ，B5判，定価3,000円，送料380円）
●第7回環境地質学シンポジウム論文集（432ページ，B5判，定価3,500円，送料380円）
●第8回環境地質学シンポジウム論文集（368ページ，B5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）
● 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）

●国際シンポジウム“環境保全と鉱物資源の活用”（84ページ，A4判，定価2,000円，送料390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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☆日本地質学会環境地質研究委員会

The Japanese Committee of
COGEOENVIRONMENTのこれま
での活動概要と新体制について
1． これまでの活動概要
IUGS（国際地質科学連合）の commission のひとつである

Commission on Geological Sciences for Environmental Planning
（COGEOENVIRONMENT）の日本での活動は，The Japanese
Committee of COGEOENVIRONMENT, IUGSがあたってきた．The
Japanese Committee of COGEOENVIRONMENT, IUGSのこれまで
の活動概要は次のようである．
1992年にIGC京都会議の時に開かれたCOGEOENVIRONMENT,

IUGSの会議に楡井　久が参加した．それを契機として，環境地質
研究委員会はCOGEOENVIRONMENT, IUGSのサポーティングメ
ンバーとして活動し，同時に国内の活動はThe Japanese Committee
of COGEOENVIRONMENT, IUGSとして行うこととなった．1993
年には，COGEOENVIRONMENTニュース誌（No. 4, 1993）に日
本の環境地質研究委員会の活動を報告した．さらに，1996年のIGC
北京でのCOGEOENVIRONMENT, IUGS第7回年会および関連の
会議に楡井　久・古野邦雄他が参加し，日本の環境地質研究委員会
のそれまでの活動および地質環境をめぐるいくつかの話題について
報告・討論した．また，日本においては，The Japanese Committee
of COGEOENVIRONMENTとして活動している旨についてもあら
ためて報告し，了承を得た．このときの会議の主な内容は地質学雑
誌Vol. 102, No. 10, 1996に報告した．また，1992年以来，The
Japanese Committee of COGEOENVIRONMENT, IUGSは，環境地
質研究委員会主催行事の一部を共催で実施してきた．

2． 今後の新体制
これまでThe Japanese Committee of COGEOENVIRONMENT

は，環境地質研究委員会と同一組織とし，連絡役として古野邦雄が
あたり活動してきた．
今後のThe Japanese Committee of COGEOENVIRONMENT,

IUGSの活動をいっそう強化するため，以下のような体制とするこ
とを，第8回環境地質学シンポジウム（1998年11月28日_29日，
大阪市立大学）の第2日目に報告し，環境地質研究委員会の了承を
得た．今後のThe Japanese Committee of COGEOENVIRONMENT,
IUGSの連絡先は以下のようになるので，このことに関心のある方
は以下まで連絡をお願いしたい．The Japanese Committee of
COGEOENVIRONMENT,  IUGSの新体制

責任者：楡井　久
茨城大学広域水圏環境科学教育研究センター
〒311_2402 茨城県行方郡潮来町大生1375
電話 0299_66_7250 Fax 0299_67_5175 e_mail : nirei@mito.ipc.
ibaraki.ac.jp
事務局：古野邦雄
千葉県地質環境研究室
〒261_0005 千葉市稲毛海岸3_5_1
電話 043_243_0261 Fax 043_243_0263 e_mail : riegc@ppp.
bekkoame.ne.jp

（古野邦雄）

報　告

シンポジウム「上総掘りと自噴井」
1998年8月22日（土）に千葉県君津市上総公民館において，上

総掘りと自噴井の記念碑建立委員会と日本地質学会環境地質研究委
員会の主催でシンポジウム「上総掘りと自噴井」が開催された．
古代より人類の生活と密着した資源として活用されてきた地下水
は，現代においても，持続的利用が可能な循環型資源として人々の
生活の根幹をなしており，その価値はいっそう重要性を増している．
しかしながら，地下水をとりまく環境はその時代とともに変化し，
過剰揚水による地盤沈下，有機溶剤，農薬をはじめ残土処理や廃棄
物埋立による地下水汚染問題などが顕在化している．地下水がその
量・質ともに保全され有効利用されることにより，自然と人間活動
との持続的調和の精神を受け継いでいくことが地質学に携わる者の
使命であるとして，本シンポジウムが開催された．
シンポジウムでは，藤井昭二（富山大学名誉教授/日本地質学会

環境地質研究委員会会長），近藤精造（千葉大学名誉教授/上総掘
りと自噴井の記念碑建立委員会代表）両氏によるあいさつに続き，
上総掘り・湧水・地域環境保全などをキーワードとした，次の6題
の発表があった．

・名水と地域環境……伊藤和明（NHK解説委員・文教大学教授）
・上総掘りと湧水～自然と人間の共存をもとめた技術～……楡井
久（茨城大学教授）
・上総掘りの意義と特色……大島暁雄（文化庁伝統文化課）
・上総掘りの由来……永嶌敏夫（君津市文化財審議会委員）
・君津市俵田地区の上総掘りマップ……檜山知代・磯部純一・小松
毅（自噴井巡検グループ）
・上総掘りと地質環境保全……鈴木喜計（日本地質学会環境地質研
究委員）

また，モロオカプロダクション制作の「上総掘り」の映画上映も
行われた．
房総半島では古くから「上総掘り」の技術が発達し，先人達の

「掘り抜き井戸」は現在でもなお清冽な地下水を湧出し続けてる．
上総掘り発祥の地である君津市で開催された本シンポジウムには
100名を超える参加者があり，特に一般市民からの参加が目だった．
なお，上総掘りと自噴井の記念碑建立委員会では，「上総掘りと

自噴井の記念碑」を発祥の地，房総に建立するため本委員会の主旨
に御賛同いただいた方からの拠金を募集しています．また，シンポ
ジウム講演予稿集の残部があります．お問い合わせは，下記までお
願いいたします．

（文責：檜山知代）
上総掘りと自噴井の記念碑建立委員会　会計担当　檜山知代
〒260_2402 千葉県千葉市中央区新田町36番15号
株式会社　テクノアース　気付　
電話 043_245_9991 Fax 043_24_9995

委 員 会 だ よ り
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☆女性地球科学者の未来を考える会

地質学会で初めて保育室開設

地質学会第105年々会（1998.9.25_27，信州大学）では，かねて
から要望のあった学会期間中の保育室が，はじめて実現しました．
運営については，先の地球惑星関連学会合同大会で設置された保育
室（学会News，1巻6号27頁，1998）がひとつの基準となりまし
たが，今回は準備委員会で正式に承認され，学会Newsに案内がで
るなど，さらに画期的な内容でした．今後とも引き続き，学会から
御支援・御協力いただきますことを，心からお願い致します．
以下に，今回の設置について，＜大会準備委員会での議

論＞，＜保
　

育室の概要と利用状況＞，＜保育室利用者の感想＞＜今
後についての提言＞にわけて御報告いたします．

＜大会準備委員会での議論＞
・保育所設置については，評議委員会での議論を受け，準備委員長
の秋山雅彦氏から強い要望があった．
・学会事務局は事故が起きることを最も懸念している．保険の有無
を確認し（ベビーシッター総合補償があること），その範囲内で
補償するということを応募要項に明記することとした．
・安全のため，保護者に携帯電話をもたせること，また食事も保護
者の責任でさせることにした．
・保育室の係をアルバイトで用意すると8,000円/日かかる（当日
は，専任の係を設けなかった）．

＜保育室の概要と利用状況＞
1． 保育契約
ベビーシッター会社：ミッキーハウス（有限会社　サン・ドリー
ム）
ベビーシッター時間帯：9時から13時（午前半日）と13時から
17時（午後半日）
2． 保育室
場所：職員厚生室（信州大学共通教育センター内1階，和室12畳
ほど）
設備：冷蔵庫・流し・布団
食事：保護者の責任で与える．
おしめ，玩具：各自持参
3． 利用状況
25日：午後　1名（4歳）
26日：午前　1名（4歳）午後　3名（4歳，4歳，3歳）
4． 会計
収入：
保育室利用料2,000円×5人/半日 ＝10,000円

携帯電話貸与料1,000円×5人/半日＝ 5,000円
学会からの補助 ＝25,200円
支出：
保育料2,000円×2人×8時間 ＝32,000円
シッター交通費　1,000円×2日 ＝ 2,000円
電話レンタル料1,500円×3日 ＝ 4,500円
消費税 ＝ 1,700円
収支： ＝ 0円

＜利用者の感想＞
今回の保育室は，部屋の環境が良かったと思いました．子供は狭

いながらも畳部屋で，お布団もあるということで，くつろいでいた
ようでした．部屋の位置も，気になるとすぐ見に行けて，かといっ
て講演の邪魔にならないところにあったので助かりました．でも一
番良かった点は，シッターさんが安心できる人だったことかもしれ
ません．子供が汗をかいているのを気にかけてくれたりと，比較的
注意して見ていただけました．シッターさんには当たりはずれがあ
ると思うので，しっかりとした会社をみつけられるかどうかが決め
手というところでしょうか．はじめて預ける側としてはなるべく細
かな情報がほしいと思います．それが人数を増やすことにつながる
かも.

（岡崎浩子）

狭い部屋で退屈してしまうのではないかと気がかりでしたが，持
参した折り紙・おはじきなど，僅かばかりの遊具で，飽きることな
く上手に遊んでもらっていました．また，雨があがると，構内のお
散歩に連れて行っていただきました．今回は娘の桜子を含め，たま
たま同じくらいの年頃の女児が3人揃いました．講演の合間に覗き
にいくと，なんだか娘3人で，ほくほくと嬉しそうにしております．
シッターさんがお昼ね用の布団を出すと，みんなで毛布にくるまっ
て歓声をあげ，結局少しもネンネしなかったとのこと．いつもと違
うお友達と仲良くなって，桜子にとっても，いい体験になったと思
います．来年もまた，朝子ちゃん，那月ちゃん，それから見知らぬ
お友達に会えることを，心待ちにしている親子です．
子育ておいて，お金のことは二の次ですが，半日預けて2,000円

というと，やっぱり得をした気分になれます（個人でシッターを雇
うと，1時間分の料金です）．

（清水以知子）

＜今後についての提案＞
「保育室利用者の懇談会」および「女性地球科学者の未来を考え
る会」の夜間小集会でも，保育室の設置が歓迎され，今後も保育室
を継続させて欲しいという意見が多数を占めました．一方，安心し
て子供を預けるためには，事前にもっと具体的な保育内容を知って
おきたいという声もありました．学会任せでは細かいところまでケ
アできないので，次回からは利用者を主体とする世話人グループを
独立させ，男女を問わず利用できるような雰囲気をつくりたい，と
いうことで一致しました．このことによって，大会準備委員会の負
担も軽減できるのではないかと考えています．これらの点
については，引き続き，学会に要望していきたいと思います．
最後に，大会準備委員会には財政的支援をいただき，大会庶務係

の公文富士夫さんには，保育室関係で全面的にお世話いただきまし
た．この場をお借りしてお礼申し上げます．

（文責：藤林紀枝・清水以知子）
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京都大学大学院理学研究科地球惑星科学
専攻地質学鉱物学分野岩石学講座

セミナー場所：京都大学理学部1号館5階セミナー室，火曜日，
10 : 00～

スタッフ：小畑正明，森　健，平島崇男，Simon Wallis

現在の院生・学生の多くは，変成岩に関する問
題を扱っており，共通したテーマは，造山帯の形成メカニズムの解
明と言えるかもしれません．しかし，個々の学生が扱う岩石の種類
や研究手法は多岐に渡っており，下記の個人紹介の文章を参照下さ
い．セミナーの雰囲気はいたって良好（？）で，先生方からの厳し
い指摘に，持ち前の話術で切り抜けるものや半分けんか腰の議論に
なってしまうものやその仲裁役など，色とりどりの人がいて，毎回，
白熱した議論を展開しております．
変成岩岩石学は，言うまでもなく，平衡熱力学を土台として発展

してきた学問であり，私どもの研究室も，坂野昇平名誉教授の情熱
的な指導のもと（退官後も，坂野塾なるものを開いて学生を指導す
るほどの熱心さです），その伝統を受け継いできています．しかし，
一つの岩石試料から，温度_圧力_時間_変形史を読み取ることが
試みられている現在では，“非平衡現象の取り扱い”や“熱力学と
レオロジカルな議論のリンク”など避けて通ることのできない問題
が多々あります．近年では，Simon Wallis氏の指導のもとで，構造
地質学を研究する院生も増えてきており，昨年度には，組織学の問
題に積極的に取り組んでおられる小畑正明教授が本学に転任され，
動的問題に取り組む気風が高まってきています．これまで，本研究
室では，非平衡組織の取り扱いは，その記載と定性的な議論にとど
まっていたのですが，今後，理論的なモデル化や定量的な議論が行
えるよう，日夜，努力しております．もちろん，モデルだけでなく，
山歩きと獰猛な観察も重要であります．

地殻とマントルを構成する火成岩や変成岩を研究
をしており，野外調査，実験室における鉱物の微小領域分析と岩石
の分析を行っています．現在，研究室で取り組んでいる研究は，1.
岩石生成の物理的条件の決定，2.地殻下部岩石の岩石学，3.超塩基
性岩の岩石学，4.変成帯上昇機構です．

研修員　中村大輔：固溶体のモデル化と地質温度圧力計，中国蘇魯
地域のUHPエクロジャイトの温度圧力履歴の推定です．最近は，
カイネティクスに興味を持っています．（趣味はギターを弾くこと
と不規則な生活です←本人談，きれい好きらしい←周囲談）

研究内容

概要と特色

研究室紹介　No. 6 DC. 4 白旗克志：四国中央部三波川変成帯のザクロ石の非平衡な
成長．化学的セクター構造など．（最近MDレコーダーを買って
しまい色々ダビング中．そんな暇にD論書け！←本人談，はたこ
の師匠←周囲談）
DC. 2 青矢睦月：四国三波川帯，瀬場谷エクロジャイトのP_T_D
pathの決定，および上昇メカニズムの解明（趣味はラグビーです
←本人談．凍てつく絶対零度の親父ギャグマシーン，サイモン弟
子1号←周囲談）
江坂直樹：跡倉ナップの高圧変成岩の研究（京都生まれの京都育ち
です，趣味はバスケ←本人談，御公家さん←周囲談）
DC. 1 田中　宙：四国中央部別子地域三波川帯中の五良津岩体の
岩石学的研究（京都生まれの京都育ちです←本人談，家の近くの
沢には天然記念物の大山椒魚が生息しているらしい←周囲談）
MC. 3 水上知行：鳥羽地域の貫入岩類の研究（現在はサッカーボ
ールの回転と安定性の矛盾に悩む…←本人談，踊るサッカー選手
←周囲談）
MC. 2 河上哲生：領家帯青山高原地域のミグマタイトの研究（コ
ンパ係，トルマリンの人←本人談．似非大阪人（福岡生まれ），
小畑組，がんばれ！！中間管理職←周囲談）

牧野剛士：中国山東半島蘇魯変成帯に産する超高圧変成岩の変形組
織解析（京都生まれの京都育ち，でも関東弁を操ることができま
す←本人談．いつもマックを見つめてニヤニヤしている，サイモ
ン弟子3号←周囲談）
牟田清文：四国三波川帯東部，徳島県高越鉱山跡周辺の…（ゼミ係，
牟田ポイントの原点！，サイモン弟子2号，歩くこと・立つこと
が好き←周囲談）
MC. 1 吉田大祐：中国東部蘇魯超高圧変成帯，超塩基性岩之岩石
学的研究（液体窒素係，魔術師，鳩をいつも懐に入れているらし
い…←周囲談）
B4 森山義礼：三波川帯における最高変成域での変形解析（Death
metalのギター弾きです←本人談．サイモン弟子4号←周囲談）
藤原克巳：紀伊半島領家帯の岩石学的研究（最近ベースをはじめた
らしい←周囲談）
林　一人：紀伊半島領家帯の岩石学的研究（教祖！←周囲談）
岡本潤一：東山山系の角閃石について（おしゃれな塾講←周囲談）
畑中晶子：四国三波川帯の���♪（最近まで「はたこ」なのに
「畑公」と呼ばれていた←周囲談）
研究生　武田昌尚：Poly-mineralic rocksの流動に関する理論的研
究（小畑組，理論のことはお・ま・か・せ�←周囲談）

委託学生　北城　諭（熊大）：ミグマタイトの研究（小畑組，最近
さわやかになった！なんでだろう…←周囲談）

研究室の現状：スーパーフレックスタイム星（？）．写真を見ても
おわかりの通り，全員がそろうことは，まず有り得ない．朝8 : 00，
牟田さんがきていることが，武田さんによって確認される．昼前，
第一次ラッシュが起こる．牧野さん，河上さん，北城さん，ジャー
ジ姿の水上さん，二日酔いの青矢さん，江坂さんがこの頃出没する
（らしい）．生協（通称ナマ協）でその日最初の飯を食いにやってく
るからだ．おやつの時間頃，牟田さんは飯を求めて下宿に帰る．当
然の事ながら，昼は皆仕事に励む．次のラッシュは夕方である．田
中宙さんはダットサントラックに乗ってこの頃現れる．吉田さん，
白旗さんもこの頃出没．この時間帯に最も頻繁に挨拶が交わされる
ような気がするのは，気のせいだろうか？！中村さんはつい最近ま
で48時間周期の生活を送っていたが，D論後はその周期がくずれ，
不規則性にさらに磨きがかかった生活を送っているらしい．ちなみ
に，四回生の生態は不明である．

院生コーナー

畑中�
小畑� 森�

武田�
牧野�

平島� 牟田�

吉田� 田中� 水上�
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河上�
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第1回日韓構造地質合同学会報告
去る1998年8月25（学会）と8月26～28日（太白山地域の巡検）

を行いました．このコーナーでは今回の第1回日韓構造地質合同学
会に院生の立場（正確にいえば，韓国の留学生）から参加して感じ
たことを簡単に報告したいと思います．
この合同学会が実るまでは高木先生（早大，教育）が，2年ほど

前から韓国側に提案したことにより実現され，韓国と日本の地質お
よび文化交流にとても有意義な学会でした．日本から参加した院生
は7名（巡検参加者4名）で，韓国の院生は正確な人数は分かりま
せんが，約15名（巡検参加者7名）でした．25日の学会での院生
みんなはポスターで発表し活発な議論が行われました．学会が終わ
った夜はソウル大学近辺にある最近の若者たちが集まるライト（耳
の鼓膜が破裂しそうな音楽の音と踊れるステージがあり，みんなで
ビールをのみながら踊りまくるところ：いわゆるストレス解消がで
きるところ）で深夜1時まで騒ぎながら韓国の若者たちとの交流？
を深めました．
26日の朝，ソウル大学で貸切りバスに乗り，今回の巡検地域で

ある太白市に向いました．巡検の間の食事は一日3食がほとんど辛
いメーニュ（たとえばキムチは毎日でてくる）になっており，韓国
の食生活を体験するにはとっておきの機会だったと思います．辛い
にもかかわらずみんなおいしそうに（我慢したかもしれない）食べ
てました．巡検が終わったら，毎晩様々な行事が行われました．そ
の行事というのは，お客さんを歓迎する慣習だと言われていること
ですが，一般的に行われているのは，韓国の焼酎（真露）とビール
を混合（5：5，場合によっては9：1）した，いわゆる爆弾酒をみ
んなに飲ませることです．その特製爆弾酒を飲むといくら酒に強い
人でも3杯くらいで酔ってしまうそうです．今回の巡検が終わった

夜もその行事が例外なく（厳粛に？）行われました．
韓国の院生たちは日本の地質について非常に興味を持っていて，

特に，付加帯の地質（たとえば四万十帯，メランジなど）を直接見
てみたいという意見がありました．また次回の日韓構造地質合同大
会には経済的な事情がよければ是非参加したいと話してくれまし
た．構造研会長の狩野先生（静岡大）が，公演の中で述べられたよ
うに，韓国の地質学者は付加体の地質に弱く，日本の地質学者は安
定陸塊の地質に弱いという一面があるかもしれません．今回，ある
いは開催が期待される次回の様に，日韓両国の若手または院生の構
造地質研究者が何かテーマをもって様々な角度から議論し合うこと
は，これから日韓の地質を比較および研究し，将来東アジアの大陸
縁辺域の構造発達史の理解や復元に貢献できる一歩だと思います．
これからは院生が積極的に参加し日韓構造地質の活発な交流および
研究に貢献できれば幸いだと思います．

（Kyu-Hwhan CHO）

研究室紹介や海外学会巡検報告についても常時投稿をお待ちして
おります．院生コーナーの編集は以下の3人で行っておりますので
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）

若手研究者メーリングリストへの参加方法
smlys@higo.gs.niigata-u.ac.jpあてに，subjectは空欄でSUBSCRIBE
mlys Your Name（例：SUBSCRIBE mlys Takuji Hamamoto）のメー
ルを送ってください．登録が完了されるとメッセージが返送されま
す．

拝啓　地質学会会員の皆様

たいへん御無沙汰しております，猿渡＠モントリオールです．いかが
お過ごしでしょうか．日本を離れ早三年，未だにフランス語と英語の二
か国語の世界で悪戦苦闘を続けております（トホホ）．御存知の方もお
られることと思いますが，モントリオール大学の地質学教室は，昨年度
の一月をもって正式に教室閉鎖となりました（つまり，学部・大学院と
もに新入学生を受け入れない）．これは，ケベック州政府の大学への財
費削減にともない，文系理系を問わず，ケベック州内の総ての大学内お
よび大学間での学部学科の縮小化によるもので，地質学教室に関しては，
モントリオール市内の大学間での協議の結果，マッギル大学とケベック
大学の，それぞれ英語・フランス語の一校づつに統合された形になって
います．それにともない，学部一，二年生はマッギル大学，ケベック大
学もしくはモントリオール市以外のフランス語他大学に籍を移してお
り，現在教室に在籍するのは最終学年の学部三年生と大学院の修士・博
士合わせて十数名という非っ常に閑散とした状況です．その一方で，教
授陣の行き先は未だ定まっておらず，その下で研究を続ける大学院学生
は成り行きを見守る以外に仕様なく，貧しい研究環境の下で孤島奮闘し
ております．
ケベックの大学教育システムは，日本とは異なり，シジェップという

カッレジにあたる学校に，ハイスクール卒業後に進学し，一般教養・基
礎科学を二年から三年学びます．さらに勉強をしたい学生はユニヴァー
シティに進学し，そこで学部生として二年から三年，修士二年から三年，
博士三年から五年を費やしています．大学の一年は，学部，大学院と同
様で三学期に分けられ，九月始まりの秋学期と一月始まりの冬学期が，
主な授業期間であり，夏学期をフィールド調査期間とする学生が大半で
す．博士課程に関しては，隣国アメリカの厳しい単位構成に比べると，
大変楽で，授業を三つから四つ，総計六単位から九単位，加えて研究単
位三十を取ることが必要とされます．授業は基本的にはフランス語です
が，モントリオール市内に在する大学間での単位交換が可能であり，英
語大学マッギルでの単位も認められます．ただし博士課程の学生は，A
もしくはBの良い成績を確保しなければ，博士課程の継続ができません．
そういった強力な圧迫のもと，最も印象に残っているのは，なんといっ
ても「北アメリカ大陸の地学史」という学部三年生必修授業です．海外

からの大学院学生に対しては，留学国カナダの地質を知るために（べき
だ）と，強制的に与えられました．この授業は，三部構成で，三人の教
授がそれぞれ順番に，プレカンブリアン地質学，古生物学+北アメリカ
地史，第四紀学を毎週三時間，秋・冬二学期にわたって教えます．日本
において，島弧海溝系の地質学が地の利をいかして発展してきたように，
ここ，北アメリカならではの古い時代の地質学及び大陸地質学をより身
近に感じられ，フランス語がチンプンカンプンながらも魅了させられま
した．さて，授業以外に，課程を始めてから一年以内に一般試験と呼ば
れる口頭発表を数人の教授の面前で行わなければなりません．これは，
マッギル，ケベック両大学においても課せられる一種の入学試験にあた
り，博士課程での研究内容及び研究計画を発表します．これを終えない
限り，正式な博士課程の学生として認められません．こうして残るは，
投稿論文数本，博士論文の提出，そして最終審査を終え，晴れて博士号
の取得にいたります．
モントリオールでの生活は，日本に比べれば，広く，安く，美しく，

と三秒子そろい，安全面も悪くありません（空き巣には持っていかれま
したが）．ただ，私にとっては，冬が寒ぅぅぅく，長ぁぁぁいのが，唯
一の泣き所です．言語は，フランス語のみが正式な州語ですが，モント
リオールはケベック内でも最も英語が氾濫，通用する仏・英バイリンガ
ルな街です．ただし，看板や標識はフランス語のみのことが多く，これ
は，「言語警察（language police)」なるものが存在し，看板標示に一種
の規制が与えられているためです．カナダで唯一，英語が公用語として
認められておらず，フランス人気質を受け継ぐケッベク州ならではの独
自の言語と文化を守る手段といえます．しかし，一方で，移民の国カナ
ダの一州として，世界各国の人々が受け入れられており，多民族・多言
語・多文化にあふれ，世界の空気を感じさせてくれるところが，私の素
晴らしきモントリオールです．
とまぁ，住めば都，言葉と文化と気候さえ受け入れられれば，日本で

も海外でも研究と博士への道は厳しく楽しく激しく．このような私視的
私的海外学生生活を綴って参りましたが，皆様の海外での研究・生活情
報として少しでもお役に立てれば幸いです．最後に，誤字・脱字・不表
現・お読み苦しい点をお許しください．

敬具

猿渡和子

モントリオール大学に単身留学している猿渡和子さんからの投稿です．海外留学報告

院生コーナー
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関東支部第10回地質汚染（土壌を
含めた地層汚染・地下空気汚染・地
下水汚染）技術汚染研修会報告

有機溶剤による地下水汚染が顕在化し，社会的に大きくクローズ
アップされたのは，今から11年前の昭和63年，君津市の半導体工
場の汚染現場である．当時，君津市，千葉県，千葉県公害研究所地
盤沈下研究室（現：水質保全研究所地質環境研究室），汚染事業所，
地質コンサルタントが汚染診断の調査チームを結成し調査・対策の
方法が検討された．その中で，君津での独特の汚染調査法が開発さ
れ，現在も君津式といわれる調査法が多くの汚染現場で行われてい
る．その後，同じような汚染現場が各地で発覚し，関東支部では汚
染調査の基本から対策までを含めた技術研修会を平成元年から千葉
県の楡井さん（現：茨城大），佐藤さん，君津市の,鈴木さん，テク
ノアース（株）の品田さんたちの協力で取り組んできた．
それが，今回でもう10回目を迎え，地質コンサルタント会社に

所属する人や化学分析,プラント製造などの業種の方々が地質汚染
の機構や調査の流れ，浄化対策の方法など実地研修をしながら体験
し，500人近くの研修生が巣立ち，現在多くの汚染源場で活躍され
ている．
10回を迎えた研修会は平成10年11月4日（水）～11月7日（土）

3泊4日の日程で千葉県君津市のサンピア君津を中心に久留里地区
の汚染現場や砂利採取地を実習地にて行われた．研修内容は以下の
通りである．

1日目
開講式，地質学基礎講座，地質汚染基礎講座，地質汚染の現状，

懇親会
2日目
環境監査と地質汚染リスク，千葉県の地質汚染対策の現状，地質
汚染調査技法Ⅰ，久留里市場汚染現場の汚染機構と浄化，地質汚染
簡易測定法，久留里市場汚染現場見学と実習，地層の連続と不連続
3日目
土壌の見方と機能，現場分析とラボ分析，地質汚染調査技法Ⅱ，

ボーリングコア観察の記載と分析実習，地下水の流れ方，地下水流
動とシミュレーション
4日目
地質汚染浄化とモニタリング，残土が及ぼす地質環境リスク，内

箕輪地質汚染　汚染現場の調査と現地見学，閉講式参加者は34名
（1名欠席）で内女性3名であった．研修最終日には青木支部長より
修了証書を全員に渡した．
例年通り，研修会名簿1番の方に，研修会の感想を寄せてもらっ

たのでここに紹介します．

関東支部 地質汚染技術研修会に参加して

地質汚染の講習会は，私にとって以前から気になっていた研修会
ではあったが，社内の先輩，後輩がそれぞれ早い段階で参加してい
たためと，いろいろな機会で，「君津式の調査方法」を文献などで
みたせいか，頭の中では，知っているつもりの一部になっていた．
しかし，実際に自分は，一度もガス検知管を引いてみたことはな
いし，ましてや地質汚染の現場に立ってみたこともない．そんなこ
とを感じていた今年度は，幸か不幸か，仕事にかなり余裕があり，
第10回目を迎えた地質汚染の研修会に参加しなければと思い参加
した．
研修会初日に驚いたことは，参加者名簿から察するに，地質関係

者以外の汚染物質の分析を専門とした人の参加が多いということで
あった．地質を生業とした自分としては，やはり参加の機会が遅す
ぎたのかという気持ちと，分析を専門とした人たちが，地質を学ぶ
ことにより，地質汚染全体の理解，汚染分析の精度向上に向かって
いることが感じられた．
研修中は，休憩時間も予定通りにならないほど，講演者も受講者

も真剣そのものであった．現場の実体験を基にした話が多かったた
め，自分がよく知っている地域で汚染現場が発見された場合を頭の
片隅で想定しながらの研修となり，3泊4日の研修はすぐ終了して
しまったというのが実感であった．当然のことであるが，地質学の
役割が極めて大きいこと，汚染現場において地質屋がいかにその地
域の地質状況に則した行動がとれるか，このことを再確認した研修
であった．そして，人と人とのつながり，業種を越えて試行錯誤や
泥臭いことを一緒にやって築かれた横のつながりが，いかに大きな
財産になっているかを毎晩行われた夜間の会合でも知ることができ
た．そして，この研修会の場でも，つながりが築かれることを実感
した．このように，現場の体験を直接学び，しかも人と人とのつな
がりまで生まれてくるこの地質汚染の研修会は，大変貴重で一石二
鳥どこの話ではない．研修会が第10回を迎えた理由はいうまでも
ないと感じた．
最後に，関東支部の幹事の皆様，講師を引き受けてくださった

方々は，それぞれの業務の合間を縫ってこの研修会を成功させてく
ださいました．4日間，一人として連続して参加された方はなくと
も極めて内容の濃い研修になることにも驚き，また，ここなら当然
であるとも思いました．4日間の研修会，本当にありがとうござい
ました．

（株式会社　サクセン 柿原仁志）

本研修会を進めるにあたり講師の先生方を初め,千葉県，君津市，
砂利屋さんの方々にはご多忙中にもかかわらず原稿や,現場を提供
して頂くなどいろいろご配慮を賜った.ガステック（株）より研修会
で使用する検知管,吸引器をテクノアース（株）からはガスクロ，ボ
ーリングバーなどの機器の提供，日本データム（株）よりはガスクロ
分析の援助を受けた．また，サンピァ君津さんには施設をお借りす
るなど協力を賜った．ここに紙面を借りて厚くお礼を申し上げる.

（上砂正一）

支部コーナー
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合同支部例会の報告
1998年11月21日（土）に，愛媛大学理学部を会場に合同例会が

開催された．また，22日（日）には松山市近傍の活断層と中央構
造線をめぐる巡検がもたれた．
例会は午前9時，鹿島愛彦会員のご退官（2000年3月末）を記念

する意味の講演から始まった．約1時間の講演では，「すねぐろの
ルート・マップ」と題して，同会員の40年におよぶご研究の足跡
が語られた．ライフワークの佛像構造線研究に始まり，石灰岩塩酸
不溶性残査の研究，愛媛県を中心とした秩父・御荷鉾・三波川・四
万十・領家各帯や，国営農業用水隧道やダムに関連した調査・研究
の経緯，さらに近年の環境地質学分野でのお仕事など多岐にわたる
内容で，参加者に深い感銘を与えた．
つづいて，シンポジウム「断層帯の挙動と物質」に移り，次の5

題の研究発表をめぐって活発な討議がなされた．

1． 田中秀実：四国中央構造線断層破砕帯から得られたクリープ
性断層岩組織
2． 榊原正幸・池田倫治・梅木美妙：付加体地質学から見た沈み
込み帯における巨大地震の要因
3． 尾上謙介・細　善信・藤田安良・土居　光・平野和朗・田中
寅夫：中央構造線における光波測量の結果について
4． 岡田篤正：中央構造線活断層系の活動区の区分と活動履歴
5． 小松正幸：延性_脆性境界におけるシュードタキライトの形
成

午後には次の17の個人講演が行われた．
1． 永井慈史・加藤祐三：火山豆石構成粒子の粒度分布
2． 妹尾　護：佐賀県中央部，多久市付近に分布する古銅輝石デ
イサイト中の硫化鉱物
3． 徳岡隆夫・山内靖喜：宍道断層と島根原発・中海干拓事業―
地質学の問われている役割
4． 浦田健作：孤立カルスト台地の地形と水文地質―福岡県平尾
台，愛媛県城川，沖縄県知念台地の例
5． 平野昌繁：1927年北丹後地震による変位場の再検討
6． 森野道夫・能見忠歳・竹野恵美・池田小織：中央構造線活断
層系鳴門断層近傍の沖積扇状地堆積物・土器包含層にみられる
粘土脈を伴うクラック
7． 原　郁夫・塩田次男：愛媛県丹原町湯谷口の中央構造線にお
ける破砕岩の挙動
8． 坂口有人：付加体深部の流体移動解明における鉱物脈研究の
有用性

関西支部・西日本支部 9．石田啓祐：中生界礫岩から産する放散虫と先白亜紀付加体の
削剥

10． 酒井　彰：四国西端部の秩父累帯の砂岩組成
11． 梅田真樹・栗原敏之：高知県，伊野層の層状チャートからの
中生代放散虫化石

12． 波田重煕：四国から見た西南日本外帯の構造の特徴
13． 高見美智夫・竹村理左・西村祐二郎・小島央彦：中琉球弧，
沖縄諸島北東部のジュラ紀付加コンプレックスにおける海洋プ
レート層序の復元

14． 小島央彦・西村祐二郎・高見美智夫・板谷徹丸：沖縄諸島，
名護層の変成作用とK_Ar年代

1 5． 山北　聡・小嶋　智・大藤　茂・伊藤谷生・ S . V .
Kovalenko・A. I. Obzhirov：シホテアリン南部のジュラブレフ
カ帯

16． 松岡　篤・楊　群・小林健太・長橋　徹・曾　慶高・王　玉
浄：チベットシャルー地域におけるジュラ_白亜系珪質堆積層
の地質構造と放散虫化石

17． 佐藤信次・猪俣道也・金　容義：近年の北朝鮮における地質
学の発達．

なお，例会参加者は69人であった．
懇親会は午後6時30分より，会場を愛媛大学厚生会館に移して開

かれた．岩崎正夫会員の発声による乾杯に始まり，午後8時半頃ま
で親睦を深めた．参加者は45名．
翌22日（日）は，鹿島愛彦会員，高橋治郎会員，田中秀実会員

をリーダーとして，活断層や中央構造線の巡検が行われた．温泉郡
川内町では衝上断層とみられる露頭において，川上断層を示すもの
か地すべり性のものかに論議が集まった．また同町内の2地点に於
いて，北方断層の北側上がりの断層崖を観察した．
松山市高井町では，愛媛県の活断層調査として進行中の，重信断

層のトレンチを見学する機会が得られた．説明に当たられた現地技
術員に感謝したい．
伊予郡砥部町では中央構造線砥部時階の模式地を見学した．ここ

では，北側の和泉層群と南側の久万層群明神層を画する中央構造線
とフィロナイト様岩石をつぶさに観察し，変形の特徴や岩質につい
ての論議が交わされ，さらに明神層の堆積過程にも関心が寄せられ
た．
最後の観察地点，伊予郡双海町高野川では，小沢に露出している

活断層露頭に於いて，肌寒い天候ではあったが，良く準備された資
料に基づくリーダーの熱心な解説に触発されて活発な議論が展開さ
れ，参加者20名一同，有意義な一日を過ごすことができた．
今回の合同例会にあたり，準備や運営に尽力された愛媛大学の関

係者各位に心から感謝申し上げたい．
（井本伸広（関西支部長）・大塚裕之（西日本支部長））

支部コーナー
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が変わり，The Island Arcは8年目になりました．こ
のところ大型特集号が断続的に続いておりましたが，

次号Volume 8 Issue 1は通常の研究論文のみで構成される予定
です．現在3月初旬に予定されている出版に向けた最終的な印
刷作業が行われておりますが，著者校正が昨年内に終了しなか
ったため，若干予定より遅れ気味です．次にお知らせします次
号目次は印刷校正を経ていませんので，最終的には若干の修正
や掲載順の変更があるかも知れません．掲載予定は，Research
Articleが9編，Comment and Replyが1組となっています．昨
年後半からの編集状況は比較的順調で，1999年1月現在Issue
2以降に向けて14編の受理済み原稿が出版社に受け付け済みで
す．従いまして，Volume 8 Issue 3（September）の一部分ま
で原稿が確保されていることとなりますが，今後の特集企画の
完成時期などによって実際の紙面構成は変化しますので，完成
度の高い原稿の場合にはVolume 8での出版が十分に可能です．

Volume 8 Issue 1
Magma plumbing system beneath Ontake Volcano, central Japan

Jun-ichi Kimura and Takeyoshi Yoshida

Late Jurassic (Tithonian) radiolarians from a clastic unit of the
Khabarovsk Complex (Russian Far East) : Significance for
subduction accretion timing and terrane correlation
Sergei Zyabrev and Atsushi Matsuoka

Element transport by dehydration of subducted sediments :
Implication for arc and ocean island magmatism
Yoshitaka Aizawa, Yoshiyuki Tatsumi, and Hirohisa

Yamada

Contrasted Neogene magma suites, tectonic setting, and por-
phyry Cu-Au, Mo and related mineralization of the western
Sulawesi arc
R. Soeria-Atmadja, B. Priadi, T.M. van Leeuwen, and I.

Kavalieris

Paleogene and Plio-/Pleistocene basin formation around north-
western Kyushu, Japan
Yasuto Itoh, Kazumi Matsuoka, and Keiji Takemura

Syntheses of the regional stress fields of the Japanese islands
Tetsuzo Seno

年 Strike-slip origin of Cretaceous Mazhan Basin, Tan-Lu Fault
Zone, Shandong, East China
Jinpeng Hong and Takao Miyata

Development of West Pacific Guyots : general results from
Ocean Drilling Program Legs 143 and 144
Peter G. Flood

Diachronous evolution of Sub-Himalayan piggyback basins,
Nepal
Kazuo Kimura

Miocene intra-arc bending at arc-arc collision zone, central
Japan: Comment
Jason R. Ali and Steve J. Moss

Miocene intra-arc bending at arc-arc collision zone, central Japan :
Reply
Masaki Takahashi and Kazuo Saito

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

1998年度　第11回執行委員会

1998年12月12日（土）10 : 00～17 : 00に日本地質学会事務局で行
われ，出席者は，足立（勝）執行委員長，天野・佐々木・滝田・鳥
海・磯u各執行委員でした．主な議事内容は次のとおりでした．
1． 地質学論集の企画案，「本州弧下部地殻と酸性マグマの生成・活
動システム」（加々美寛雄ほか）について，印刷価格と販売見込み
部数を考慮して700部印刷として第3回定例評議員会に提案するこ
ととした．また，今後の企画案提出のために企画案のフォーマット
を作成することとした．
2． 会計委員会から，収支ともほぼ例年並に推移してきたが，運用財
産額は極めて僅少となり，新年度会費の納入があるまでは事務局職
員の期末手当と12月分給与の支給を停止せざるを得ない旨の報告
があった．
3． 正会員1名の入会，正会員28名，院生会員4名の退会を承認した．
4． 1996年度分以降の会費未納者58名の除籍を第3回定例評議員会
に諮ることとした．なお，11月末の会員数は，賛助会員53名，名
誉会員55名，正会員4668名，院生会員621名，学生会員67名であ
る．
5． 1998年度版会員名簿が12月15日ごろに完成するとの報告があっ
た．
6． 古生物専門部会設立準備会平野弘道代表より，同部会の規約案が
提出され，これを第3回定例評議員会に議題として提出することと
した．
7． 進行中の地球物理学連合について情報が提供され，意見交換され
た．
8． 平成11年度科学研究費補助金研究公開促進費「学術定期刊鉱物」
と同「研究成果公開発表（B）］の計画調書を文部省に提出したと
の報告があった．なお後者は，「中部地方の生い立ちと大地震」の
テ－マで1999年秋に名古屋大会の際に企画されている普及講演会
に対するものである．
9． 小松正幸会長から次の提案を執行委員会で検討するよう要請があ
り，それぞれについて意見交換を行い，とくに（2）については執行委
員会として具体的な方策を推進していくこととした．（1）賛助会員の

拡大，各賞基金の募金活動のために計画実行委員会を設けること，
（2）地質調査関連企業の代表者との懇談会，（3）地質学会事務局のあり
方，事務局員の養成について検討委員会を設けること，（4）センタ－
入試の理科，地学を化学と分離した日程で行うことの要請，（5）学会
活動，組織運営に関する点検評価委員会を作ってはどうか．
10． 事務局移転問題について，移転問題検討WGより経過報告と提
案があり，原案を了承した．財政上の経費大幅削減，事務局の面積
増加を目的として，現ビルについては1999年4月末で契約解除し
（そのために3月1日付けで2か月間の契約更新を行う），4月上旬に
移転先に移転する．移転先の第一候補は日暮里駅前である．
11． 文部省学術情報センター電子図書館サービス事業に対する参加
を第回定例評議員会に提案することとした．

第12回執行委員会

第12回執行委員会が12月19日（土）10 : 00～12 : 00に北とぴあの
802会議室で行われました．出席者は次の11名でした．足立（勝）執
行委員長，天野・佐々木・滝田・高橋・磯uの各執行委員，水野事務
局長，小松会長，坂・徳岡副会長，小泉評議員会議長．
委員会では常置委員会から簡単な報告があった後，事務局移転問題

と98年度定例評議員会議事進行の2点についての論議を行いました．
討議の要点は以下のとおりです．
①　事務局移転問題：水野事務局長から，最有力候補物件が複雑な債
務関係にあるとの報告が不動産屋からあったとの報告があり，今後
の対応について協議しました．その結果，当該物件は候補からはず
し，移転問題検討WGで再度検討してもらうこととしました．
②　98年度定例評議員会議事進行：執行委員会に引き続いて行われ
る評議員会での予定議題が18件あるので，報告はできる限り簡略
化し，議事に時間をとるように議事進行を議長にお願いした．議事
のなかでも，特に99年度予算案，財政改善計画について（財政問
題検討委員会中間答申），組織・運営の改善について（組織・運営
検討委員会中間答申）の3点については時間をかけて討議する必要
があるので，議長に時間配分についての配慮をお願いした．

標記評議員会を下記のように，3月25日（木），26日（金）に開催いたします．傍聴希望の方は3月5日（月）12 : 00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年度第4回定例評議員会・1999年度第1回定例評議員会のお知らせ

1998年度第4回定例評議員会

日　時：1999年3月25日（木）12 : 30～18 : 00
場　所：北とぴあ　902号室

1999年度第1回定例評議員会

日　時：1999年3月26日（金）12 : 00～13 : 00（総会終了後）
場　所：早稲田大学国際会議場
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日本地質学会役員抄
会　　　長：小松　正幸（愛媛大）
副　会　長：坂　　幸恭（早稲田大）

徳岡　隆夫（島根大）
評 議 員 長：小泉　　格（北海道大）
執行委員会：委員長　足立　勝治（アジア航測）

庶　　務：天野　一男（茨城大） 庶　　務：久保　和也（地調）
会　　計：佐々木和彦（応用地質） 会　　員：滝田　良基（ニュージェック）
編　　集：鳥海　光弘（東京大） 編　　集：高橋　正樹（茨城大）
行　　事：磯u 行雄（東京大） 国際交流：木村　　学（東京大）

各　支　部：北海道支部長：小泉　　格（北海道大）
東北支部長：矢内　桂三（岩手大）
関東支部長：青木　　滋（新潟大学名誉教授）
関西支部長：井本　伸広（京都教育大）
西日本支部長：大塚　裕之（鹿児島大）

各賞選考委員会：委員長　八尾　　昭（大阪市立大）；天野　一男（茨城大） 板谷　徹丸（岡山理科大） 木村　　学（東京大） 田崎
和江（金沢大） 楡井　　久（茨城大） 丸山　茂徳（東京工業大） 吉田　武義（東北大）

第一庶務委員会　委員長　天野　一男（茨城大）；立石　雅昭（新潟大） 向山　　栄（国際航業）
第二庶務委員会　委員長　久保　和也（地調）；高橋　　浩（地調）
会 計 委 員 会　委員長　佐々木和彦（応用地質）；市川八州夫（応用地質） 上砂　正一（明治コンサルタント）
会 員 委 員 会　委員長　滝田　良基（ニュージェック）；鈴木　弘明（日本工営） 中田　節也（東京大）
行 事 委 員 会 委員長　磯u 行雄（東京大）；秋葉　文雄（石油　石油資源開発） 安藤　寿男（堆積　茨城大） 伊藤　順一（火山

地調） 榎並　正樹（岩石　名古屋大） 岡田　　誠（層序　茨城大） 木村　克己（構造　地調） 後藤　仁敏（古生物
鶴見大） 斎藤　文紀（過程　地調） 斎藤　　眞（地域　地調） 坂本　正徳（情報　國學院大） 染野　　誠（応用
基礎地盤コンサルタンツ） 田村　善之（環境　千葉県環境財団） 西村　　昭（海洋　地調） 松田　達生（開催校
早稲田大）

国際交流委員会　委員長　木村　　学（東京大）
会 計 監 査　三本健四郎（応用地質）長瀬　和雄（神奈川県温泉地学研）

1998年度日本地質学会会長・副会長および評議員
会　長　　小松　正幸（任期2年）
副会長　　坂　　幸恭・徳岡　隆夫（任期2年）
評議員（1998年度まで）

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　　　小井土由光　　　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　
（任期　1999年度まで）
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u 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　　　別所　孝範　　　真砂　英樹　　　吉田　武義
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会則第9条ならびに役員選挙細則に基づき，評議員の選挙を行いますので，お知らせいたします．
昨年の評議員選挙では投票用紙発送数5,088通に対して投票総数は1,769通で，投票率は34.8％となっております．一昨年に比べて昨年は
若干投票率が上がりましたが（一昨年は31.7％），まだまだ低いのが現状です．選挙に関心を持っていただくために，1997年10月臨時評
議員会で，選挙広報の内容，開票結果の公表に関する申し合わせ事項が一部改正されました．主なものは以下のとおりです（詳細は
1997年11月号「地質学雑誌」をご参照下さい）．

・候補者名簿に専門を記載し，専門部会に属している場合にはその部会名を記述する
・選挙広報を地質学会ホームページ（http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/gsj/）にも掲載する
・開票結果は当落とともに，候補者全員の得票数を記載する
・当選者全員の顔写真を掲載する

今回改選する評議員25名に対して，38名の立候補がありました．1999年度役員の候補者は次の方々です．候補者名簿の順番は従来は
支部別にならべていたものを昨年度から五十音順にならべることにしています．正式の候補者名簿は投票用紙とともに，2月上旬に郵便
でお手元にお届けいたします．投票の〆切りは選挙細則では2月末日と決められていますが，今年の場合は27日が土曜日，28日が日曜
日となります．両日とも学会事務局は休業日で，郵便物の配達もありません．また，ご持参いただいても受け取ることができません．く
れぐれもそのことをご考慮の上，ぜひ早目にご投票下さるようお願いいたします．開票は選挙細則にしたがって，3月の第一土曜日の
3月6日10時から地質学会事務室で行います．開票結果は地質学会ニュース3月号にて報告するとともに，3月26日早稲田大学で開催予
定の総会でも報告する予定になっております．

候補者名簿（記号・氏名・勤務先）

1 会田　信行　　千葉県立佐原高 20 田結庄良昭　　神戸大
2 赤羽　貞幸　　信州大 21 高須　　晃　　島根大
3 秋葉　文雄　　石油資源開発（株） 22 滝田　良基　 （株）ニュージェック
4 阿部　国広　　川崎市立西有馬小 23 巽　　好幸　　京大
5 天野　一男　　茨城大 24 立石　雅昭　　新潟大
6 荒井　章司　　金沢大 25 那須　孝悌　　大阪市立自然史博
7 在田　一則　　北大 26 楡井　　久　　茨城大
8 井内　美郎　　愛媛大 27 野村　　哲　　群馬大
9 上砂　正一　　明治コンサルタント（株） 28 橋本　善孝　　東大大学院
10 大友　幸子　　山形大 29 藤岡換太郎　　海洋科学技術センター
11 加納　　隆　　山口大 30 マーティン・アンドリュー　　茨城大大学院
12 川辺　孝幸　　山形大 31 松本　俊幸　　国際航業（株）
13 久保田喜裕　　新潟大 32 丸山　茂徳　　東工大
14 小荒井　衛　　科技庁研究開発局 33 三宅　康幸　　信州大
15 小嶋　　智　　岐阜大 34 矢内　桂三　　岩手大
16 小林　和宏　　長野県長野西高 35 矢野　孝雄　　鳥取大
17 酒井　治孝　　九大 36 湯浅　真人　　地調
18 榊原　正幸　　愛媛大 37 吉川　周作　　大阪市大
19 周藤　賢治　　新潟大 38 渡部　芳夫　　地調

日本地質学会選挙委員会　辻　隆司（委員長）・坂本正徳・鈴木毅彦・手塚裕樹・福沢仁之

1999年度評議員選挙のお知らせ�
投票締め切り　2月末日（必着）�
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地球科学分野に関係する研究会，学会，国
際会議などの開催日，会合名，開催学会，開
催場所をご案内いたします．会員の皆さまの
情報をお待ちしています．
☆印は，日本地質学会主催行事．

月 March
○The 1999 SME Annual Meeting &Exhibit
1～3 Colorado Convention Center Denver,
Colorado Contact: Meetings Dept., SME P.O.
Box625002, Littleton, CO80162_5002（800）
763_3132,（303）973_9550, Fax :（303）979_

3461,E_mail : meetings@smenet.org,www.
smenet.org

○国際ワークショップ「社会実験地での循環

複合体のシステム構築と環境調和技術の開

発」

8日（月）13 : 00_17 : 00～9日（火）9 : 30_

18 : 10 場所：大阪大学コンベンションセン
ター（無料） 主催：科学技術振興事業団・
戦略的基礎研究推進事業・大阪大学大学院工
学研究科

○第 35回日本水環境学会セミナー「酸性雨
問題の現状と水環境への影響」

8日（月）～9日（火） 場所：自動車会館2
階大会議室（東京都千代田区九段南4_8_13
電話 03_3264_4719）問い合わせ先：（社）日
本水環境学会　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

☆北海道支部総会ならびに例会

13（土）13 : 00_17 : 00（予定） 会場：北海
道大学理学部S305教室　内容：支部総会・
個人講演　問い合わせ先：坂本竜彦（大学院
理学研究科地球惑星科学専攻），または塩野
正道（大学院理学研究科地球惑星科学専攻）
電話：011_706_2726 Fax：011_746_0394

○日本水環境学会第33回年会
16日（火）～18日（木） 会場：東北大学川
内北キャンパス（詳細は本誌）

○「アジアにおける陸と海のリンク」に関す

る国際ワークショップ

16日（火）～18日（木） 会場：研究協力セ
ンター　地質調査所と科学技術国際交流セン

3

ター共催　国際ワークショップ事務局：地質
調査所海洋地質部　斎藤文紀（つくば市東
1 _ 1 _ 3 電 話 0 2 9 8 _ 5 4 _ 3 7 7 2 ，
Fax0298_54_3589）(詳細は本誌）

☆日本地質学会第106年総会
26日（金）～27日（土） 場所：早稲田大学
（詳細2月号に掲載）

○日本海洋学会1999年度春季大会
27日（土）～31日（水） 会場：東京水産大
学
月 May

○ Toward a Science of Consciousness―
Fundamental Approaches―Tokyo ’99（脳と意
識に関するTokyo ’99国際会議）
25日（火）～28日（金） 場所：国連大学本
部（東京都渋谷区神宮前5丁目） 連絡先：
〒700_8516 岡山市伊福町2_16_9 ノートル
ダム清心女子大学　情報理学研究所内
Tokyo  ’99組 織 委 員 会 事 務 局 　 電 話
086_255_5636 Fax 086_255_5090 E_mail :
tokyo99@zoushoku.narc.affrc.go.jp ホーム
ページ　http : //www.ias.unu.edu/activities/
tokyo99.htm

月 June
○地球惑星科学関連学会1999年度合同大会
8日（火）～11日（金） 場所：国立オリンピ
ック記念青少年総合センター

○日本情報地質学会総会・講演会　GEOIN-
FORUM-’99
24日（木）～25日（金） 場所：北海道大学
学術交流会館

月 July
○地学団体研究会第53回総会
31日（土）～8月2日（月） 場所：長野県勤
労者福祉センター（長野市）http : //www.
janis.or.jp/users/gann/99soukai/soukai.htm

○第 36回理工学における同位元素研究発表
会発表論文募集

5日（月）～7日（水） 会場：国立教育会館
（東京都千代田区霞が関3_2_3） 問い合わ
せ：〒 113_8941 東京都文京区本駒込
2_28_45 日本アイソトープ協会学術課内
理工学における同位元素研究発表会運営委員
会　電話 03_5395_8081 Fax 03_5395_8053
E-mail : gakujutsu@jrias.or.jp（詳細は本誌）

月 August
○第四紀学会1999年大会
23日（月）～25日（水） 26日（木）～27日
巡検　場所：京都大学

8

7

6

5

月 September
◯第8回化石クニダリア海綿国際会議
12日～16日 場所：仙台市の仙台国際セン
ター　連絡先並びに2nd Circular申し込み
先：〒980_8578 仙台市青葉区荒巻　東北大
学総合学術博物館　第8回化石クニダリア海
綿国際会議組織委員会　森　啓　電話
022_217_6769 Fax022_217_6631 E_mail :
mori@dges.tohoku.ac.jp

○日本鉱物学会1999年度年会および総会
23日（木）～25日（土） 場所：茨城大学

月 October
◯第7回太平洋地域新第三系国際会議
3日（日）～6日 （水） The 7th International
Congress on Pacific Neogene Stratigraphy
場所：国立メキシコ大学　主催：RCPNS
（太平洋地域新第三系層序委員会） 連絡先：
Prof. A. Molina-Cruz, Organizing Committee
of VII-RCPNS, Inst. Cien. Mar. Lim., UNAM,
Ap. Post. 70-305, Ciudad Universitaria, Mexico
D.F. 04510 Fax : 52-5-6160748  国内連絡
先：〒422_8035 静岡市宮竹1_9_24 土研
究事務所　土　隆一　電話 054_238_3240
Fax 054_238_3241 e-mail : vyz01052@nifty-
serve.or.jp 会議前後にExcursionを計画，
First Circularは10月に発送される予定．

☆日本地質学会第106年年会
9日（土）～11日（月） 場所：名古屋大学

○日本火山学会1999年秋季大会
9日（土）～11日（月） 講演会（神戸大学）
12日（火） 現地討論会（神鍋火山）

○GPS国際シンポジウム
18日（月）～22日（金） 会場：つくば国際
会議場　主催：測地学会，地震学会，火山学
会ほか

月 November
○地震学会1999年度秋季大会
17日（水）～19日（金） 場所：仙台市

月 August 2001
○第5回国際地形学会議
23～28 会場：中央大学後楽園キャンパス
First circular配布中　内容等問い合わせ先：
柏 谷 健 二 （ 金 沢 大 理 学 部 ） 電 話 ・
Fax 076_264_5735 5th ICG home page :
http://wwwsoc.nacsis.ac.jp/jgu/.

8

11

10
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日　　　程

1998年9月25日（金）から27日（日）ま
で，第105年年会を松本市信州大学において
「松本大会」として開催した．年会は3日間
を通じて同大学の共通教育センターの講義棟
で，53セッションにおける一般発表（個人
講演）のみで構成され，口頭発表611件，ポ
スターセッション128件，合計739件の申込
みがあった．懇親会は9月25日夕刻に市内の
松本市社会文化会館で盛大に行われ，また夜
間小集会19件が26・27両日の18時～20時に
理学部講義室で，専門部会ランチョンが25
～27日の12時10分～13時に共通教育センタ
ーの講義棟で行われた．そのほか，財政問題
検討委員会ほか日本地質学会の委員会のポス
ター展示，賛助会員・松本大会協賛企業によ
る企業等団体展示が3日間の会期を通じてそ
れぞれ同講義棟内で行われた．
さらに，地域社会への研究成果の還元・普
及の事業として，9月26日の午後に信州大学
経済学部大講義室において，日本地質学会主
催，信州大学理学部後援による市民講演会
「地球の不思議に迫る」が，平成10年度文部
省科学研究費補助金研究成果公開促進費「研
究成果公開発表B」の助成を得て開催された．
また，9月26・27両日を通じて，工業技術院
地質調査所・信州大学理学部・日本地質学会
共催，長野県教育委員会後援による甲信越地
質情報展「ザ・フォッサマグナ」が行われ，
両者とも非常に多数の市民の来場を得て盛況
であった．
年会行事終了後には，9月28日から30日

にかけて9コースについて見学旅行が行われ
た．
本年会の参加者は合計1,193名［内会員

988名，非会員205名であった．上記の年会
行事の日程・内容概略は次の通りである．
9月25日（金）
一般発表（ポスター発表を含む）（9 : 00～
12 : 00，14 : 00～17 : 30）（共通教育セン
ター）
日本地質学会委員会関係展示（9 : 00～
17 : 00）（同上会場）
企業等団体展示（9 : 00～17 : 00）（同上会
場）
専門部会ランチョン（4件）（12 : 10～
13 : 00）（同上会場）
岩石，構造地質，堆積，層序　
ポスター発表コアタイム（13 : 00～14 : 00）
（同上会場）
懇親会（18 : 00～20 : 00）（松本市民文化
会館）

9月26日（土）
一般発表（ポスター発表を含む）（9 : 00～
12 : 00，14 : 00～17 : 30）

日本地質学会委員会関係展示（9 : 00～
17 : 00）
企業等団体展示（9 : 00～17 : 00）
専門部会ランチョン（4件）（12 : 10～
13 : 00）
火山，海洋地質，古生物，情報地質
ポスター発表コアタアイム（13 : 00～
14 : 00）
夜間小集会（10件）（18 : 00～20 : 00）（理
学部）
1．女性地球科学者の未来を考える研究委

員会　2．南極地質研究委員会　3．子供達と
調べる私たちの大地　4．信越堆積盆地の最
近の研究動向　5．地質学研連地質年代小委
員会　6．ヒマラヤ地質研究委員会　7．構造
地質研究会夜間小集会　8．環境地質部会・
環境地質研究委員会及び都市地質連絡協議会
9．特定領域「超大陸の形成・分裂と地球環
境」研究計画検討会　10．2003年ハット
ン・シンポジウムとこれからの花崗岩研究
日本地質学会松本大会市民講演会「地球の
不思議に迫る」（13 : 00～16 : 00）（信州
大学経済学部）
塚原弘昭：信州の活断層と地震
下山　晃：隕石から見た生命の起源
甲信越地質情報展「ザ・フォッサマグナ」
（9 : 00～17 : 00）（共通教育センター）

9月27日（日）
一般発表（ポスター発表を含む）（9 : 00～
12 : 00，14 : 00～17 : 30）
日本地質学会委員会関係展示（9 : 00～
17 : 00）
企業等団体展示（9:00～17:00）（同上会場）
専門部会ランチョン（3件）（12 : 10～
13 : 00）
地質過程，地域地質，応用地質　
夜間小集会（18 : 00～20 : 00）（4件）
11．地質系学芸員協議会　12．国際シンポ

ジウム「東アジアにおける淡水動物相の起源
と発展」（1999年，中国）について　13．日
本地質学会地層名命名規約についての討論会
14．信州の地質学研究と地学教育の歩み　
15．国際レルゾライトワークショップを日本
に誘致する会　16．フィショントラック研究
会　17．炭酸塩堆積学に関する懇談会　18．
国際ゴンドワナ研究連合研究連絡会とインド
中央構造帯シンポジウム　19．若手研究者懇
談会
＊次の一般発表は中止となった．
95．岸上正裕，313．平田由紀子，334．
Lopez, J.,  536．楠田　隆，P. 9 内野隆之
甲信越地質情報展「ザ・フォッサマグナ」
（9 : 00～17 : 00）（共通教育センター）
上記のうち，3日間を通じて行われた日本

地質学会委員会関係展示と企業等団体展示の
内容はそれぞれ次の通りであった．
日本地質学会委員会関係展示：1．財政問

題検討委員会　2．組織運営検討委員会　3．
事業計画委員会　4．第一次地質基準策定委
員会
企業等団体展示：
賛助会員　川崎地質（株）技術本部　帝国石
油（株）探鉱部 （株）パスココンサルタン
ト事業部　八洲開発（株）
松本大会協賛企業 （株）テルナイト技術開
発部　長野県地質ボーリング業協会加盟
企業 （株）興和調査部 （株）サクセン地
質部　大成基礎設計（株）営業本部 （株）
中部測地研究所技術部 （株）中部地質
（株）日さく調査部　日本綜合建設（株）
（株）北信ボーリング　北陽建設（株）地質
コンサルタント部 （株）村尾地研長野
営業所　明治コンサルタント（株）技術研
究所　ミュージアム鉱研地球の宝石箱

一般発表（個人講演；ポスター発表を含む）
については，昨年度まで続けてきたセッショ
ンの区分，数を大幅に変更し，53セッショ
ンとし，各セッションごとに招待講演を設け
て，可能な範囲で討論の機会を増やすように
企画された．また，ポスター発表については
1件2分間の口頭紹介を設けるとともに，昼
に1時間のコアタイムを設けて集中的に討論
が可能となるように企画された．最終日，28
日の講演終了後に臨時行事委員会を開催し，
セッション形式その他全般について意見交換
を行った．その結果，新しいセッション企画
については概ね好評であったとはいえ，今後
の改善に向けてさまざまな有益な指摘がなさ
れた．このことについてはニュース誌ですで
に紹介された．（日本地質学会News 1（11），
p. 5_6, 1998参照）．

9月28日（月）～30日（水）に行われた見
学旅行は次の通りであった．（ ）は班
（1）博物館見学　ミュージアム鉱研地球の

宝石箱（9月28日）
（2）姫川中流の大規模地すべりと土砂災害

（9月28～29日）
（4）伊那谷の活断層（9月28～30日）
（6）乗鞍火山の山頂火口めぐり（9月28日）
（8）和田峠のザクロ石（9月28日）
（9）北アルプス，第四紀滝谷花崗閃緑岩と

穂高安山岩（9月28～29日）
(11) 北部フォッサマグナ新第三系ファンデ
ルタの堆積シーケンス（9月28～29
日）

(12) 飛騨外縁帯と美濃帯の中・古生界（9
月28～29日）

(13) 領家変成帯のミグマタイトおよび変輝
緑岩の産状（9月28～29日）

下記の班は悪天候の影響等により中止とな
った．
(3) 松本盆地の第四系と糸魚川_静岡構造
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線（牛伏寺断層）
(5) 八ヶ岳山麓の第四系
(7) 北アルプスの温泉めぐり
(10)フォッサマグナ西縁部の鮮新・下部更
新統

懇　　親　　会

懇親会は，松本市浅間温泉中心街の「松本
市社会文化会館」を会場にして，9月26日午
後6時より開催された．
大会準備委員長の秋山雅彦前会長の歓迎の

意味をこめた開会挨拶に引き続いて，小川秋
實信州大学学長より学会開催に対する祝意
と，地球科学に対する社会的ニーズに応える
べく今後の地質学会の活動に大いに期待する
とのご挨拶があった．また，信州大学理学部
永井寛之学部長からは，理学部の発展に地質
科学教室の貢献が大きいことへの謝意と今後
の地質学会の発展を祈念するとのご挨拶があ
った．黒田吉益名誉会員によるご発声により
和やかかつにぎやかな雰囲気で宴会は始めら
れた．小松正幸会長から大会準備委員会への
謝意をこめた挨拶に続き，小松会長，名誉会
員杉山隆二氏，小川秋實信州大学学長，永井
寛之信州大学理学部長，長野県ボーリング業
協会を代表して山崎　眞氏の計5名による鏡
開きもにぎやかに行われた．さわやかな木の
香りただよう信州の地酒，安曇野特産のワイ
ンも加わって宴会は大いにもりあがった．飛
び入りの方も含め，参加者は280名余りに達
した．次回開催地準備委員会を代表して足立
守氏から挨拶があり，最後に名誉会員市川浩
一郎氏による閉会の挨拶，万歳ー唱で会を終
了した．

（小坂共栄）

日本地質学会第105年学術大会
（松本大会）を終えて

日本地質学会第105年学術大会は，おおよ
そ1,200人の参加者を得て，成功裡に終了い
たしました．今回の年会はシンポジウム・特
別講演を設定せずに，公募した53のセッシ
ョンでプログラムの編成が行われました．口
頭発表611件，ポスター発表128件で合計
739件という日本地質学会始まって以来の最
高の件数を数えました．各セッションともに
内容豊富で成功したと思います．問題はない
わけではありませんので，その総括の上に立
って，次回の名古屋大会はさらに充実した学
術大会になるよう期待しています．
信州大学（松本市）での日本地質学会の開

催は1976年から22年ぶりになります．松本
市での学会開催ですから，松本市を始めとし
て信州の市民に地質学の普及を行う絶好の機
会と考え，学会期間中の9月26日，同じキャ
ンパス内で「地球の不思議にせまる」と題し
て，塚原昭弘信州大学教授による「信州の活

断層と地震」，下山　晃筑波大学教授による
「隕石から見た生命の起源」の講演会を開催
しました．8月から上高地に地震が頻発して
いたこともあって，予想を上回って，300人
をこす参加者で経済学部の大講義室が埋め尽
くされ嬉しい悲鳴を上げました．塚原教授の
講演に加えて上高地の地震の研究に携わって
いる角野由夫信州大学教授がその群発地震に
ついての補足説明を行いました．
この市民講演会は平成10年度文部省科学

研究費補助金研究成果公開促進費「研究公開
発表（B）」の助成を受けることができました．
昨年の福岡大会に引き続いて地質調査所が

主体となり，信州の博物館・信州大学理学部
などの協力をえて，9月26日と27日の2日間
にわたって甲信越地質情報展「ザ・フォッサ
マグナ」が，共通教育センターの3つの講義
室を使って開催されました．1,000人をこす
人々が押しかけ，大成功でした．昨年と違っ
て，2日間の開催であったことと，学会と同
じ場所で開かれたことが成功の一因であった
と思われます．
また，賛助会員の企業・本学術大会への援

助を賜った企業のポスター展示も好評を頂き
ました．
台風の通過後の秋雨前線の停滞のため，参

加者の皆様に信州の高原の爽やかさを提供す
ることはできなかったものの，学術大会の成
功とともに，企画した13の巡検コースの内，
9コースを実施して無事終了することができ
たことを主催した私たちは幸せに思っており
ます．
最後になりましたが，第105年年会に参加

して学術大会を成功に導いてくださった学会
員および招待講演者の皆さん，年会の開催に
当たって援助して下さった各企業，会場を提
供してくださった信州大学共通教育センタ
ー・経済学部・理学部，開催期間中の運営に
ご協力いただいた松本コンベンションビュー
ロー・信州大学松本生活協同組合の各位に厚
く御礼申し上げます．

（松本大会準備委員長　秋山雅彦）

参　　加　　者

市川浩一郎・宇留野勝敏・大森昌衛・黒田吉
益・杉山隆二・野沢　保・端山好和・三梨
昂・山岸猪久馬（以上名誉会員9名）・青木
滋・赤羽貞幸・赤羽久忠・秋葉文雄・秋山雅
彦・上水公子・芦寿一郎・足立勝治・足立久
男・足立　守・安彦宏人・阿部国広・阿部な
つ江・天野一男・天野和孝・雨宮和夫・荒井
晃作・荒井章司・荒井　正・荒井良祐・荒戸
裕之・在田一則・有田正史・有馬　眞・粟田
泰夫・安東淳一・安藤寿男・安藤善之・安間
恵・飯川健勝・石田　高・飯島康夫・飯泉
滋・飯塚友之助・家田健吾・池田倫治・池原
実・池原　研・石井輝秋・石井陽子・石賀裕
明・石川正弘・石崎泰男・石田啓祐・石田
聖・石橋　澄・石原舜三・石渡　明・磯u

行雄・板谷徹丸・伊藤順一・伊藤　孝・伊藤
慎・伊藤康人・井上英二・井内美郎・今泉眞
之・今岡照喜・今里亜紀彦・今永　勇・井村
隆介・井本伸広・入月俊明・井龍康文・岩下
篤・岩田尊夫・岩野英樹・岩松　暉・岩森
光・宇井啓高・上砂正一・植田勇人・上原利
明・植村　武・宇多村譲・梅田孝行・卜部厚
志・江崎洋一・榎並正樹・永広昌之・遠藤邦
彦・遠藤美智子・大石雅之・大木淳一・大口
健志・大久保敦・大久保進・大嶋一精・大谷
具幸・太田　宏・太田泰弘・大津　直・大塚
勉・大塚富男・大槻憲四郎・大藤　茂・大友
幸子・大場　總・大場孝信・大場　司・大林
達生・大原　隆・大平寛人・大森琴絵・大山
隆弘・大和田正明・岡　孝雄・岡崎浩子・小
笠原憲四郎・小笠原正継・小笠原義秀・岡田
博有・岡田　誠・岡村　聡・岡村行信・小川
正之・奥野　充・奥村晶子・奥村公男・奥山
康子・筬島聖二・小山内康人・小澤　聡・小
澤大成・遅沢壮一・小田啓邦・尾田太良・小
野　晃・小野秀史・小野　洋・小幡喜一・小
畑正明・小村健太朗・折橋裕二・加々美寛
雄・香川　淳・垣田平治郎・柿原仁志・垣見
俊弘・角和善隆・風岡　修・鹿島愛彦・片山
肇・勝田和利・加藤晶子・加藤　潔・加藤信
一・加藤　進・加藤孝幸・加藤丈典・加藤智
之・加藤碵一・加藤正明・加藤幸弘・金松敏
也・蟹江康光・兼岡一郎・兼子尚知・金子信
行・金光勝明・狩野彰宏・加納　隆・狩野謙
一・鎌田祥仁・上条　静・香村一夫・亀尾浩
司・亀村貴子・鴨井幸彦・茅野裕隆・河合愛
一・河合小百合・河内一男・川上紳一・川嵜
智佑・河尻清和・河内晋平・川手新一・川野
良信・河野隆重・河野啓幸・川幡穂高・川端
清司・川辺孝幸・川村教一・川村寿郎・川村
信人・河原崎慶典・神戸信和・菊地隆男・菊
山浩喜・北村晃寿・木下　修・君波和雄・金
光男・木村　学・木村勝弘・木村克己・木村
純一・清川昌一・楠　利夫・朽津信明・沓掛
俊夫・工藤周一・椚座圭太郎・久保和也・久
保田喜裕・倉川　博・倉林三郎・栗田裕司・
栗本史雄・黒川　明・黒川　彰・黒川勝己・
黒田登美雄・小荒井衛・小池伯一・小泉明
裕・小泉　格・小出良幸・小井土由光・
Koenraad D.E.Jong・古賀政行・小坂和夫・
小坂共栄・小嶋　智・輿水達司・越谷　信・
後藤仁敏・小西健二・小林巌雄・小林和宏・
小林健太・小林哲夫・小林祐一・小松正幸・
小山　彰・近藤　寛・近藤浩文・近藤裕而・
近藤洋一・斎木健一・斎藤清克・斎藤実篤・
斎藤　眞・斎藤　豊・斎藤文紀・Saimon
Wallis・坂　幸恭・酒井　彰・酒井幸雄・酒
井潤一・坂井　卓・酒井哲弥・酒井治孝・酒
井　豊・坂口有人・坂巻幸雄・坂本　泉・坂
本竜彦・坂本　亨・坂本正徳・坂本正夫・先
山　徹・櫻井和彦・桜井皆生・佐々木一郎・
佐々木和彦・佐々木宗建・指田勝男・佐藤賢
司・佐藤興平・佐藤　武・佐藤　正・佐藤時
幸・佐藤光男・佐藤喜男・里口保文・佐
野　栄・佐野晋一・佐野秀雄・佐野弘好・
佐脇貴幸・沢田　健・沢田順弘・澤村　寛・
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三瓶良和・塩谷由美・志賀健司・鹿園直建・
鹿野勘次・志岐常正・重野聖之・重松紀生・
柴田　賢・柴　正博・島田l郎・島津光夫・
嶋本利彦・清水秋秀・清水以知子・清水岩
夫・清水大吉郎・志村俊昭・下平　勉・下村
博之・周藤賢治・庄谷幸夫・白石和行・白石
秀一・白井　亨・白木敬一・末永和幸・菅香
世子・杉森辰次・杉山雄一・杉山和弘・鈴木
明彦・鈴木宇耕・鈴木和博・鈴木邦夫・鈴木
徳行・鈴木宏芳・鈴木尉元・角井朝昭・角野
由夫・関　達也・瀬戸浩二・徐　　垣・相馬
恒雄・染野　誠・Rasoul Sorkhabi・田結庄
良昭・平　朝彦・高木　清・高木俊男・高木
秀雄・高 祐司・高澤栄一・高須　晃・高野
修・高野武男・高野　仁・鷹野雅博・高橋栄
一・高橋　修・高橋啓一・高橋尚靖・高橋直
樹・高橋奈津子・高橋雅紀・高橋正樹・高橋
美紀・高橋美穂・高橋康明・高橋　泰・高橋
浩・高浜信行・田上高広・田上雅彦・高安克
己・滝沢　茂・滝沢文教・滝田良基・田切美
智雄・田口公則・竹内　章・竹内圭史・竹内
秀行・竹内　均・竹内　誠・竹越　智・竹下
徹・武田賢治・竹之内耕・武部晃充・竹村恵
二・竹村厚司・竹村静夫・田崎和江・田沢純
一・田近　淳・竜野伸武・立石雅昭・田中里
志・田中　剛・田中俊廣・田中久雄・田中秀
実・田中　均・棚瀬充史・田辺智隆・谷　和
夫・谷口英嗣・玉木賢策・檀原　徹・千木良
雅弘・地徳　力・千葉達朗・塚腰　実・塚田
有一郎・塚原弘昭・佃　栄吉・伝井　哲・土
谷信高・土谷信之・土屋範芳・堤　昭人・角
替敏昭・津村善博・寺井一夫・寺岡易司・寺
尾真純・寺平　宏・寺林　優・照井一明・伝
法谷宣洋・土井康裕・富樫　均（長野）・徳
岡隆夫・徳永重元・徳橋秀一・徳山英一・利
光誠一・冨田直人・友田淑郎・豊島剛志・豊
原富士夫・鳥海光弘・中　孝仁・永井勝也・
中井睦美・仲井　豊・中江　訓・中尾征三・
仲川隆夫・中川　洋・中川　充・中川光弘・
中里裕臣・長澤一雄・中澤　努・中島　隆・
中嶋貴紀・中嶋　健・長瀬和雄・中田節也・
永田秀尚・中根鉄信・中野　俊・長橋良隆・
中村庄八・中村教博・中村美香・中村羊大・
中森　亨・長森英明・中屋志津男・仲谷英
夫・永山和久・中山勝博・那須孝悌・七山
太・成田　健・新井田清信・新妻信明・西岡
芳晴・仁科健二・西村　昭・西山忠男・西脇
二一・楡井　尊・楡井　久・能條　歩・野澤
竜二郎・延原尊美・配川武彦・萩谷　宏・朴
進午・橋本修一・橋本隆夫・橋本寿雄・長谷
川治・長谷川卓・長谷部徳子・畠山幸司・波
田重煕・花方　聡・馬場幹雄・羽部知宏・早
坂康隆・早坂竜児・林信太郎・林大五郎・原
郁夫・原山　智・伴　敦志・坂野靖行・樋掛
鉄也・疋田吉識・樋口康則・久田公一・久田
健一郎・久富邦彦・平岡義博・平賀岳彦・平
島崇男・平田大二・平野　聡・平野弘道・平
野真史・廣井美邦・広瀬　亘・府川宗雄・福
地龍郎・福間　進・藤江明雄・藤岡比呂志・
藤田　宏・藤林紀枝・藤本光一郎・古川健
児・古澤　明・古野邦雄・降旗和夫・別所孝

範・星野一男・星　博幸・細川　学・細谷正
夫・細山光也・保柳康一・堀川秀夫・堀越
叡・堀　利栄・本座栄一・本間岳史・前島
渉・前田耕平・前田卓巳・前田晴良・牧野内
猛・牧野州明・牧野泰彦・増田幸治・増田俊
明・増田富士雄・升本眞二・町田隆史・松岡
篤・松岡喜久次・松岡敬二・松影香子・松川
正樹・松里英男・松島信幸・松島義章・松末
和之・松田高明・松田達生・松田時彦・松田
博貴・松田文彰・松葉千年・松原尚志・松本
一郎・松本俊雄・松本　良・松山紀香・松山
幸弘・的場保望・間中理哉・丸山茂徳・丸山
徹・御子柴真澄・水落幸広・水野篤行・水野
閲英・水野正行・水野真理子・三田直樹・三
田村宗樹・三橋　明・三宅　明・宮坂　晃・
宮崎一博・宮下純夫・宮島　宏・宮田雄一
郎・宮地良典・宮本隆実・妙圓薗猛・武蔵野
実・村越直美・村田明広・村松　武・村山正
郎・本吉洋一・籾倉克幹・宮田隆夫・森岡幸
三郎・森清寿郎・森崎正昭・森田宜史・森田
亮・森野道夫・守屋以智雄・八尾　昭・八木
下晃司・安井　賢・安井真也・安野敏勝・柳
沢幸夫・矢部　淳・山縣　毅・山北　聡・山
口啓子・山口佳昭・山崎俊嗣・山崎博史・山
路　敦・山田誠一・山田直利・山本岩雄・山
本鋼志・山本　聰・山本　茂・山本俊哉・山
本裕之・山本正伸・山元正継・湯浅真人・柚
原雅樹・横井　悟・横川美和・横山俊治・横
山　裕・吉岡　正・吉倉紳一・吉田孝紀・吉
田武義・吉田　勝・吉羽興一・吉村康隆・依
田美行・Venkatesh Raghavan・力田正一・
脇田浩二・和田卓也・渡辺其久男・渡辺公一
郎・渡辺暉夫・渡部直喜・渡辺秀男・渡辺真
人・和田秀樹・和田穣隆（以上正会員656
名）・相澤幸治・青池　寛・青木　淳・青木
豊樹・浅川敬公・麻木孝郎・麻原慶憲・足立
佳子・熱田真一・阿部志保・阿部龍巳・新井
敏夫・新井宏嘉・新井慶将・安藤秀一・安東
努・安野泰伸・飯島耕一・井川寿之・井川敏
恵・池津大輔・石井　良・石岡　純・石垣朝
子・石川　晃・石田直人・石浜佐栄子・石濱
茂崇・石原与四郎・伊豆隆太郎・一瀬めぐ
み・一関　敏・伊藤純一・伊藤元人・稲垣静
枝・茨木洋介・今中里華子・植木岳雪・上島
雅人・上杉次郎・上田夏代・宇佐見和子・氏
家恒太郎・臼杵　直・内田守亮・内山　高・
内山美恵子・宇都宮敦・梅田真樹・卜部暁
子・遠藤美知・圓入敦仁・及川輝樹・大石い
ずみ・大倉恒太・太田彩乃・大高　暁・太田
努・太田　亨・太田雅人・大塚隆司・大野源
広・大場穂高・大村亜希子・大森信義・奥田
明美・小沢広和・小田原啓・小野昌子・小原
友弘・小柳津篤・加々島慎一・垣原康之・笠
井勝美・柏木健司・片岡香子・片山郁夫・片
山健市・角島和之・上島　彩・亀井淳志・亀
高正男・河上哲生・川畑　博・河村知徳・河
本和朗・神田幸穂・Kyi Khin・北島宏輝・
木村和雄・木村　真・釘宮康郎・草野高志・
窪田安打・熊井教寿・栗原敏之・黒田智子・
桑原希世子・小荒井千人・小岩修平・洪　景
鵬・小島　健・小西省吾・小林伸治・小林靖

広・小松俊文・小松原純子・古屋克江・近藤
美紀・斎藤大地・斎藤高浩・斎藤尚士・酒井
聡・坂島俊彦・阪本志津枝・坂本多恵夫・阪
本龍馬・砂川奈都召・佐々木智之・佐々木み
ぎわ・M. Satish Kumar・佐藤　隆・佐藤
暢・澤口　隆・四ヶ浦弘・重野未来・島崎直
樹・島田和明・清水健二・清水　徹・白石健
太郎・白井正明・神保　啓・菅原　透・杉本
憲彦・鈴木里子・鈴木淳一・鈴木知明・鈴木
七重・鈴木紀毅・鈴木寿志・鈴木由希・鈴木
洋平・須田裕子・関谷典恵・高尾晶彦・高清
水康博・高梨　将・高野壮太郎・高野　直・
高橋俊郎・高橋路輝・高柳幸央・高山英男・
武田昌尚・武邊勝道・田中源吾・田中姿郎・
田中館宏橘・田中小満・田中　宙・田辺
晋・谷口雅章・田村明弘・田村糸子・近重史
朗・choi,Tad Jame・束田和弘・辻野　匠・
辻森　樹・角田真一・壷井基裕・寺井康文・
棟上俊二・道前香緒里・堂満華子・堂山大
助・冨永英治・中澤知哉・中条武司・中田恒
介・中西のぶ江・中野雄介・長橋　徹・中村
大輔・奈良正和・成瀬　元・新里忠史・新妻
祥子・苦瓜泰秀・西川　徹・西田和浩・野入
久幸・野田　篤・芳賀正和・橋本　純・橋本
善孝・長谷川香織・馬場壮太郎・濱本拓志・
林　広樹・林　成多・原　英俊・久留景吾・
久光敏夫・人見香奈子・桧晋一郎・平田夏
実・平塚美友紀・平野直人・広瀬丈洋・広野
哲朗・深瀬雅幸・福井真珠・藤井宏明・藤井
理恵・藤岡導明・藤田和人・古川竜太・古姓
昌也・外田智千・堀内一穂・堀口瑞穂・堀
常東・本郷美佐緒・Martin, Andrew J．前島
丈明・真砂英樹・増田優記・松崎憲一・松田
敏孝・松永絹子・松本和也・松山朋代・丸山
正・三池　力・三浦路子・三重野久美・水谷
哲也・水野耕平・峯元　愛・三宅　誠・宮崎
隆・宮下由香里・宮原伐折羅・宮本浩二・椋
田崇生・Moe Kyaw Thu・本谷　充・森泉美
穂子・森下知晃・森下律生・森田澄人・八木
公史・安井光大・安江健一・山崎暁子・山崎
静子・山崎　徹・山崎　誠・山田　桂・山田
茂昭・山田　努・山村　健・山本定雄・山本
裕雄・山本由弦・山本芳幸・吉川尚伸・芳野
極・吉村浄治・Rajesh H.M.・ラル パウデ
ル・渡辺大輔・和田元子・ワルナ ウィラコ
ーン（以上院生会員）・浅田恵里・阿部健太
郎・安渡敦史・安藤暁史・飯盛弘基・石下洋
平・伊藤秀樹・伊藤民平・磐城啓美・上野雄
一郎・内尾優子・内田　克・大野研也・奥沢
康一・金丸龍夫・金子吾朗・河合政岐・紀岡
秀征・清原永子・斎藤史門・坂本雄一・櫻井
剛・佐々木加奈子・佐々木直哉・島村哲也・
杉原孝充・鈴木清史・隅田剣生・関根孝太
郎・曽田祐介・薗部美穂子・高島　静・高橋
一晴・滝野義幸・田中　尚・田村　聖・張
永けつ・東條文治・藤井秀憲・増澤直彦・松
岡　淳・溝上周作・山浦洋平・山本佳明・渡
辺恭太郎（以上学生会員）・相川真奈美・相
沢省一・Adhikary Prakashc・穴田文浩・阿
部廣史・飯久保？・井形秀一・池上一誠・池
田秀史・池田優典・池田安隆・石崎友紀子・
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伊藤　潔・伊藤久男・井上素子・岩瀬康行・
上園智美・宇野智博・大久保豊・小川　司・
岡田芳一・加藤泰浩・金子みさ子・R.W.
Gallois ・唐沢弥生・北沢金次郎・北村栄
一・北村　寿・北村みよし・久保田史朗・熊
坂明夫・小玉和弘・小林　豊・金野多美男・
斎藤　博・佐久間浩二・品田やよい・柴田知
之・清水直哉・下山　晃・末岡慎也・鈴木彩
子・鈴木　保・高野東亜治・武井　孝・津賀
公・得丸昌則・泊　次郎・寅丸敦志・中島達
雄・長瀬　哲・中村俊明・袴田亜希子・橋本
学・波多野佳子・長谷川三希子・浜　益弘・
濱崎聡志・平山初実・深澤秀明・福島和夫・
福持正昭・細谷慎一・松井良一・松本章夫・
水上香奈江・三原芳夫・望月功一・森口安
宏・森　英樹・八沢浩児・大和谷温・山根裕
之・山本哲三・雷　興林・若山智司・和気史
典（以上非会員一般）・青木静江・秋山雅
子・足立香織・安達春香・綾部　健・有田啓
二・有馬聡美・淡路動太・安藤　勧・安藤康
行・石山　豊・市川果奈・井上貞行・井上準
二・井原拓二・今井秀浩・岩井夏彦・上田和
琴・鵜飼宏明・衛藤卓郎・榎本和子・大嶋章
浩・太田嘉奈・大西智恵美セリア・岡本
敦・小川乃絵・小田貴代美・小野　勝・鍵本
亜弥・筧　光喜・梶谷勝久・加藤　研・加藤
直子・金丸絹代・亀田　純・菊地信吾・北風
和世・北澤稔彰・北村行範・橘川貴史・木寺
悦子木村雄一・木村嘉典・久保啓子・久保知
美・廚川亮子・後藤真琴・小西祐作・小森次
郎・近藤寛子・斎藤史子・酒井智子・坂元健
太郎・佐々木孝子・実吉光貴・椎名辰尋・塩
島弘治・重松幸志・七条　寛・柴田裕香・島
津康行・嶋野岳人・Shaju, K. M.・白坂瑞
樹・菅沼進司・鈴木隆司・関川美香・苑田貴
裕・高田修一・高梨真由子・高野香奈・高見
良児・高山大貴・竹下欣宏・竹村貴人・田中
栄史・田中宏幸・玉井明子・田村竜哉・沈
建偉・筒井英人・戸邊恵里・富田倫明・豊田
宗則・中　　宏・長井大輔・長尾　彰・長崎
美奈子・長澤将男・中澤　仁・中村佐代子・
中山聡子・名倉利樹・西村一平・西村幸一・
橋本由貴子板東昌利・引地　朗・平川貴司・
Fernando. W. J. S.・深谷研司・藤平秀一郎・
古川晃子・星野秀洋・細野高啓・堀　和明・
松井章拓・松多信高・水野　崇・宮原正明・
三輪伸央・牟田清文・村山琢哉・B. Moses
V.  Charlbs・元平典男・元山茂樹・森田浩
史・安井謙介・山口弘海・山崎伸行・山下浩
之・横山謙二・吉田大祐・吉田裕香里・吉本
直一・渡辺武彦・渡邊宏昭（以上非会員学生）
参加者総数1,193名
＊下記の諸団体から多大なご援助をいただき
ました．記して御礼申し上げます．
（有）アルプス調査所・関東地質（株）長野営業
所・熊金ボーリング（株）・小谷建設（株）・
（株）興和長野営業所・国土監理（株）・国土防
災技術（株）長野支店・（株）サクセン・斎藤工
業（株）・石油資源開発（株）・綜合地質コンサ
ルタント（株）・大新土木（株）・大成基礎設計
（株）長野事務所・（株）中部測地研究所・（株）

中部地質・（株）テルナイト・帝国石油（株）・
利根コンサルタント（株）・長野技研コンサル
タント（株）・長野県地質ボーリング業協会・
（株）日さく長野支店・日本綜合建設（株）・日
本物理探鉱（株）長野事務所・（株）北信ボーリ
ング・北陽建設（株）・（株）北竜・ミュージア
ム鉱研「地球の宝石箱」・宮本地質コンサル
タント（株）長野事務所・（株）村尾地研長野営
業所・明治コンサルタント（株）長野支店

ラ ン チ ョ ン

［地域地質部会］
地質学会松本大会開催中9月27日に，地域

地質部会のランチョンを開催し，地域地質部
会の活動について意見を交換した．以下に地
域地質部会の活動の概要とランチョンでださ
れた意見を報告する．
1． 地域地質部会の活動
・本年度は役員の改選は行わず，今年度の役
員が継続することとする．
・松本大会では地域地質部会として地域地質
（国内），地域地質（海外），フォッサマグ
ナの3つのセッションを実施した．地域地
質（国内）への講演申し込みは多かったが，
聴衆は地域地質（海外）とともに極めて少
なかった．次回に向けて何らかの方策を検
討することが必要である．それに対し，フ
ォッサマグナは，聴衆も多く活発な議論が
展開され充実したセッションとなった．地
域地質に関するセッションでも，テーマを
ある程度絞ることが大切かもしれない．今
後の検討課題である．
2． 今回の地質学会のセッションについて
・セッション制そのものについては，いった
ん始めたからにはしばらく継続して様子を
見ることが必要であるとの意見が出され
た．ただ，今回のセッションについては区
分が細かすぎたのではないかとの批判も出
された．また，セッションの設定に当たっ
ては時間的余裕をもって，募集する等の工
夫をすることにより改善がなされるのでは
ないかとの意見もあった．
・地域地質のセッションと地域層序のセッシ
ョンの違いを明確に示す必要がある．
3． 今後の活動への展望
・地域地質部会が音頭をとって，最新版の地
層名辞典の作成を行ったらどうか．
・支部で行われている巡検とリンクした活動
を推進したらどうか．たとえば，巡検とリ
ンクしたシンポジウムの実施など．
・地域地質は，地質学の様々な分野の基礎と
なるものであるから，他の部会と連携をと
った活動を展開することが必要である．

（天野一男）

［古生物専門部会（準備会）議事要録］
9月26日（土）於　信州大学第7会場
出席者：天野和孝，安藤寿男，入月俊明，江
崎洋一，蟹江康光，兼子尚知，平野弘道，田

沢純一，後藤仁敏，前田晴良，長谷川　卓，
斎木健一，北村晃寿，以上13名
日本地質学会第106年年会の第2日目の昼

休みに第1回目の標記準備会を開催し，下記
の議事次第により討論・決定を行った．
1． 経緯説明．（1）日本地質学会の要請によ
り本専門部会の設立を準備中であること，
（2）6月の評議員会に代表者・平野弘道，
幹事長・田沢純一，委員・安達修子，天野
和孝，上野勝美，江崎洋一，鹿島　薫，狩
野彰宏，北村晃寿，近藤康生，斎木健一，
島本昌憲，下山正一，田中　均，利光誠一，
西　弘嗣，野村律夫，長谷川　卓，森田利
仁として設立申請を行ったこと，（3）本専
門部会の規約の作成を求められたこと，等
の報告・説明がなされた．
2． 部会規約の承認．本部会（準）代表者・
平野より部会規約原案が示され，討議の後
次のように定めた．（1）本部会の名称を古
生物部会とする．（2）本部会は地質学と重
要な関わりを持つ古生物学の研究の発展と
若手研究者の養成を目的とする．（3）本部
会の活動には，構成員の意向を反映させる．
（4）本部会には，代表者と幹事若干名をお
く．
3． 幹事の選出．既に6月の評議員会に設立
申請書を出した段階で，代表・平野と代表
を補佐する幹事長・田沢は決定していたの
で，専門を考慮して幹事を選出した．幹事
としては，中・古生代担当に長谷川・江崎，
新生代担当に天野・入月，古脊椎動物担当
に後藤，古植物担当に斎木の各会員を選出
した．また，安藤会員から，行事委員を選
出する必要が伝えられ，後藤会員を選出し
た．
4． 今後の方針．時間の制約上十分な討議は
出来なかったが，次のように当面の方針を
定めた．（1）今回制定した部会規約を評議
員会に提出し，総会で本部会設立の承認を
得る．（2）部会としての活動が軌道に乗る
まで，暫時上記の代表・幹事長・行事委
員・幹事で運営する．

（平野弘道）

夜 間 小 集 会

女性地球科学者の未来を考える研究
委員会
（世話人：田崎和江・宮下由香里・大友幸
子・堀　利栄）
9月26日の夕刻開かれた夜間小集会には，

男性も含めて約20名が参加し，保育室と研
究交流会についての話し合いが行われまし
た．
保育室は，地質学界関連では，1998年5月

の地球惑星関連学会合同大会（ニュース誌
Vol. 1, No. 6, p27）に次いでの設置で，地質
学会では今松本大会が初めての設置となりま
した．天文学会で保育室設置が実現し，次い
で地球惑星関連学会合同大会，地質学会，地
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震学会と保育室設置の波が広がっているとこ
ろです．今回の設置は，評議員会等での要請
と合わせて，松本大会準備委員会（信州大学）
の非常に協力的な姿勢のおかげで実現したも
のです．保育室の確保，シッター会社との契
約・連絡，利用者募集をすべて準備委員会
（庶務係）で行っていただきました．今回は
3名の利用者（子供数も3名）があり，夜間
小集会では次のような感想と要望が出されま
した（本ニュース投稿記事「地質学会で初め
て保育室開設」参照）．
1． 今保育室が会場からすぐ近くにあった
ため，保護者にとって非常に便利で安心
であった．
2． 保育室が畳敷の広い部屋で，布団，冷
蔵庫，流しがあるなど，非常に保育環境
が良かった．
3． シッターさんは保育に慣れた方々（日
によって違う人だったが）で，安心して
子供を預けることができた．
4． また，携帯電話をレンタルすることが
できたので，安心して講演を聞くことが
できた．
5． シッター料を利用者でシェアできるだ
けでなく，準備委員会からの補助金のお
かげで大変利用しやすかった．
6． 合衆国等では，保育室の開設が当たり
前となっている学会もあり（AGUなど），
今後とも保育室の設置の継続を要望した
い．
7． 女性の問題としてだけでなく，男女と
もに利用しやすい雰囲気を作っていくこ
とが重要である．
8． 事前にもっと具体的な保育内容を知っ
ておきたいので，準備委員会の人手不足
を補うためにも，次回からは利用者を主
体とする世話人グループを独立に作って
はどうか．そのことで男性も利用しやす
くしたい．
名古屋大会でも保育室設置が実現するよ

う，要求，協力することで合意しました．研
究交流会については，第2回研究交流会の内
容が報告され（ニュース誌Vol. 1, No. 7, p27
参照），これからも野外巡検を積極的に開く
ことが合意されました．

（藤林紀枝・田崎和江）

南極地質研究委員会
（世話人：本吉洋一）
9月26日（土）の夕刻，夜間小集会「南極

地質研究委員会」が信州大学理学部で開催さ
れた．出席者は26名であった．
1． 第39次隊調査報告
本年3月に帰国した第39次隊の角替隊員か
ら，スライドとビデオを使って夏期地質オペ
レーションの概要報告があった．38次越冬
隊に急病人が出たため，トナー島での調査が
短縮を余儀なくされ，前半はリュツオ・ホル
ム湾のスカーレン，ラングホブデの調査を行
ったこと，トナー島では1月下旬から2月下
旬まで調査を行ったことなどが報告された．

トナー島では，非常に精密な地質調査が行わ
れ，超高温の鉱物共生を有する岩石が大量に
採集されたことも合わせて報告された．
2． 第40次隊の隊員決定
6月17日の南極本部総会において，第40

次隊の地質隊員候補者である本吉洋一（極地
研），宮本知治（九州大），吉村康隆（高知大）
の3名が正式に隊員として委嘱された旨，報
告があった．また，外国人交換科学者3名
（米国1名，オーストラリア2名）の参加が認
められたことも合わせて報告された．
3． 第40次隊調査計画
11月14日に出発する第40次隊の夏期地質

オペレーションについて，調査隊リーダーの
本吉から，ヘリコプターを用いた調査方針が
説明され確認された．今回は，昭和基地から
約500 km東方のトナー島をベースに，総勢
13名による約2ヶ月間のオペレーションとな
る．調査地域は，ナピア岩体とレイナー岩体
の一部を含んでおり，露岩間の移動はすべて
ヘリコプターで行う．
4． 第41次，42次計画について
41次で計画されていたトナー島での人工

地震は，昭和基地～みずほルートに変更され
る可能性があること，42次で計画されてい
たヘリコプターを使ってのエンダービーラン
ドでの広域的な人工地震は，計画実施が困難
な状況にある旨，説明があった．
5． 第VI期5ケ年計画について
第43次からの第VI期5ケ年計画について，

意見交換を行った．航空機による調査地への
アクセス，西クイーンモードランドも視野に
入れた調査候補地の選定，40次の成果を踏
まえた計画立案，若手研究者の参加などの提
案があった．
6． 委員の交代について
小松委員長にかわり廣井委員が新委員長

に，吉田　勝，浅見正雄委員にかわり豊島剛
志，宮本知治，白石和行委員が就任すること
が承認された．
7． その他
・チリで開催されたSCAR総会，学術会議
極地研究連絡会の報告があった．

（本吉洋一）

子供達と調べる私たちの大地
（世話人　地学教育研究委員会）参加者18名
話題提供　
1） 大地のつくり；小林祐一（長野，岡谷
小）――1坪分の地層はぎ取り実物を持
参しての講演で，野外観察と実験等で小
学生とイキイキ学んでいる姿がうかがえ
ました．
2） 小学校における地学教育，地形と地
質；阿部国広（神奈川，西有馬小）――
14ページのプリントをもとに熱演でし
た，体を張って生徒と取り組んでいる様
子がうかがえました．
3） コメント　竹内秀行（長野，上田第二
中）――野外観察で，湖成層を観察した
り，滝の付近での黄鉄鉱採集のスライド

が印象的でした．
それぞれ，現地と生徒によく対応した実践

報告で参加者から沢山の質問が出され，熱心
な討論が展開されました．
また，長野県ではなぜ，3時間の野外実習

が取れるか，質問があった．解答は，同県で
は時間割がフイルム状になっていて（月曜に
何と決まっていない）簡単にできるとのこと
である．
更に，長野県では，県で地域にあった独自

の教科書を作り，文部省の検定も通っている
とのこと（長野県は，進んでいるんですねー
という声有り）．最後にまとめとして，やは
り，地層（地質）を理解してもらうことが基
本で，普通は地下はコンクリートの様なもの
が詰まっていると思っているので，平気で穴
を掘って産廃を埋められる．環境問題として
も地層をしっかり教える事が大切で，その為
にはやはり実際の地層にふれてみることが大
事であるという言葉をまとめとして終了し
た．その後，有志でまとめの懇談会を行った．

（堀川秀夫）

信越堆積盆地の最近の研究動向
夜間小集会『信越堆積盆地の最近の研究動

向』では，北部フォッサマグナ堆積盆地およ
びその関連地域で研究活動を展開する三氏に
話題提供をお願いし，新第三紀・第四紀の層
序，構造発達史，堆積過程に関する最近の研
究成果，研究動向について情報・意見交換を
行った．当日は，研究者，教育・企業関係者，
大学院生を中心に20名の出席があった．
保柳康一氏（信州大学）の話題は，長野県

北部の信越堆積盆地上流域におけるファンデ
ルタのシーケンス境界と地層境界の関係に関
する内容で，これは年会に引き続き行われた
野外見学会でも観察することができた．青木
豊樹氏（新潟大学）による中新統～更新統の
火山灰層序についての話題では，信越堆積盆
地における火山灰層序最前線の研究例が紹介
された．黒川勝己氏（新潟大学）からは，飛
び入りながら，青木氏の話題に関連して信越
堆積盆地の火山灰層序全般にわたるコメント
があった．卜部厚志氏（新潟大学）の話題は，
地層の広域対比と堆積サイクルの関係にもと
づきながら，堆積盆地内外の層序対比におけ
る問題点を紹介する内容であった．
信越堆積盆地の新第三系・第四系を研究対

象とする研究者・学生・大学院生であって
も，それぞれ異なるフィールドを中心にして
多様な観点から信越堆積盆地を研究してお
り，層序や盆地の発達過程について必ずしも
見解の一致しない場合があるが，今回の情報
や意見の交換は，活発な議論を喚起するとと
もに，研究の発展のきっかけとなる有意義な
ものであった．

（荒戸裕之・高野　修）

地質年代小委員会報告
地質年代小委員会は学術会議地質学研究連

絡委員会の中に設けられた小委員会で，わが
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国における年代測定に関するさまざまな問題
を検討する公的組織である．各種の年代測定
を行う研究者および年代測定値を利用する研
究者の代表者により構成され，第17期学術
会議においては16名の委員からなる．
1998年9月26日（土），信州大学理学部会

議室において，日本地質学会第105年年会に
参加していた委員が集まり，18 : 00_19 : 00
の予定で今期第1回目の小委員会が開催され
た．委員長より当小委員会とIUGSの国際地
質年代委員会（SOG : Subcommission on
Geochronology）との対応関係と，SOGの現
状についての説明があった．その中で，1976
年のSOGの勧告に基づいて現在用いられて
いる40Kの壊変定数に対して，1990年以降
に物理学で採用されている値との間に約2％
程の差があることから，再検討の要請の動き
があることが紹介された．また8月20日_26
日に北京大学で開催されたICOG_9（第9回
国際地質年代学・宇宙年代学・同位体地学）
の報告があり，わが国からは約20名の参加
者があったこと，次回は2002年にスイスの
ベルンでの開催が決定されたことなどが紹介
された．その他，現在のわが国における年代
測定関係の現状についての照会と，今後の研
究環境や教育などについての意見交換が行わ
れた．

（地質年代小委員会委員長　兼岡一郎）

ヒマラヤ地質研究委員会
（世話人：在田一則・酒井治孝・中山勝博）
9月26日（18 : 00_20 : 00）に行われた夜間
小集会「ヒマラヤ地質研究委員会」には14
名が出席した．島根大学との大学間共同研究
により来日中のネパ－ルTribhuvan大学の
P.C. Adhikary氏の講演（Geological Research
activities in Nepal）と酒井治孝氏（九州大学）
による講演とスライド（南チベット踏査報
告：チョモランマデタッチメントとヒマラヤ
の上昇について）があった．アディカリ氏は
ご専門の第四紀地質学を例にネパールの地質
屋による最近の調査活動について紹介され
た．酒井氏はヒマラヤの上昇問題とも関連し
て最近話題となっているヒマラヤ北面の正断
層について多数のスライドとともに紹介され
た．
在田（北海道大学）から1998年4月にペシ

ャワール（パキスタン）で開催された第13
回Himalaya-Karakorum-Tibet International
Workshop の報告（日本地質学会News，
1998年7月号に芳野　極氏によるワークショ
ップとカラコルムハイウェーへのポスト巡検
の報告がある）があった後，ヒマラヤ関係者
で模索しているヒマラヤ研究所（ネパールの
カトマンズに設立を計画しているヒマラヤ
（チベット）の地球科学に関する研究所）に
ついての最近のネパール側（Tribhuvan大学
が窓口）の動きと我々の対応について議論し
た．その後，参加者から最近の調査報告と今
後の調査予定の紹介があった．

（在田一則）

構造地質研究会
9月26日に開かれた構造研の夜間小集会で

は，松島信幸氏による特別講演とオープン拡
大事務局会議が行われた．
1． 特別講演：松島信幸氏（伊那谷自然友の
会）「赤石山地から伊那谷までの50年」
地質学会が信州で開催されているこの機会

に，南信州の基礎的な地質調査と地学教育に
40年以上携わり，構造研の運営にもご助力
いただいている松島信幸さんに，スライドを
交えてお話しいただいた．今回のお話しは，
1980年代前半頃までの急峻な赤石山地主稜
線周辺の地質調査の成果と，近年精力を注い
でおられる天竜川沿いの活断層と構造性段丘
の調査結果が主たる内容であった．前半の話
では，松島先生が野外で抱いていた疑問点が，
新しい見解やデータが提出されたのとあいま
って，次々と解かれていった過程を見ること
ができ，野外における基礎データがいかに重
要であるかを，改めて再認識した次第である．
後半は，一転してすばらしい地形や風景写真
と，巧みなスケッチにただ圧倒され，活断層
による構造性段丘を聴衆に納得させるに十分
な映像であった．
2．オープン拡大事務局会議：「構造研の今後
の活動」
今回は，会誌「構造地質」の編集方針につ

いて，意見を交した．まず，木村克己氏より，
電子メールでのやりとりなどを踏まえた編集
方針（6月8日拡大事務局会議提出）につい
て，説明があった．
その基本は，「学生・院生・実業界の会員

を含めて，構造地質学およびそれを利用して
研究・調査を進める会員が読んで役に立ち，
興味を覚える雑誌を目指す」ということであ
る．そこでは，より啓蒙的内容，アイデア重
視のもの，データ記載に重点が置かれた卒
論・修論の内容も掲載可能な配慮をとる．た
だし，外部評価を高めるため，論説・総説に
関しては，外部査読2名の体制は従来通り維
持し，それをより明確にするため，編集規約
を整える．また，投稿を促進するため，「構
造地質」を定期化する．

（高木秀雄）

環境地質部会・都市地質学全国協議
会・環境地質研究委員会
（世話人：千葉県地質環境研究室）
環境地質という点で共通している，環境地

質部会・都市地質学全国協議会・環境地質研
究委員会合同で開催され，以下の3題につい
て講演をいただいた．その概要について報告
する．
(1) 第4回環境地質科学技術と持続的開発
についての国際シンポジウム（ボストン・
USA）の概要　古野邦雄（千葉県地質環境研
究室）
1998年8月9日～13日に開催され，環境地

質科学技術と持続的開発について，幅広いテ
ーマで討論が行われた．なかでも地質汚染や
廃棄物処分場に関する問題への関心が高いよ

うであった．参加者は約300名で，アジア・
アフリカ地域からの参加が多いように感じ
た．そのなかで日本からの参加は特別の意味
があるのではないか．それぞれ得るもの，与
えるものがあるように思われる．なお，本シ
ンポジウムは隔年で開催されており，次回は
2000年にブラジルで開催される予定である．
(2) 地質汚染現場ラブキャナル（USA）の
最近の事情　古野邦雄（千葉県地質環境研究
室）
スーパーファンド法制定のきっかけとなっ

た，ラブキャナルの地質汚染現場を訪れ，そ
の近況について話された．
(3) 地下水汚染現場での「帯水層」をどう
みるか―環境問題における水文地質構造解析
―　間中理哉（ミヤマ（株））
地質汚染現場に設置される観測井は，地下

水開発の井戸とは異なり，環境地質学的な考
え方が必要になる．すなわち，地層単元と地
層汚染濃度の鉛直分布，帯水層単元の連続性，
地下水流動方向，地下水汚染濃度などから，
汚染物質の挙動を把握することが目的であ
り，慎重な設計・施工が要求される．しかし，
現実には地下水開発の考え方を用いているこ
とが多いように思える．環境地質学的な調査
の進め方は技術・経験を要し，手間もかかる
が，結局は時間面・費用面で問題解決への近
道になると思われる．
なお，講演に先立ち，環境地質部会と環境

地質研究委員会のそれぞれの事務連絡・役員
紹介・活動報告等が行われた．

（森崎正昭）

2003年ハットンシンポジウムとこれ
からの花崗岩研究
（世話人：中島　隆・石原舜三・沓掛俊夫・
高橋正樹・志村俊昭）
前回の地質学会（福岡）の夜間小集会にお

いて，2003年ハットンシンポジウム開催地
に日本が立候補することが確認された．今回
の小集会では，1999年9月のフランス大会で
の立候補宣言の際に発表する具体的な計画内
容と，それに向けての今後の戦略が話し合わ
れた．
テーマセッションとしては，○サブダクシ

ョンに伴う火成作用　○マグマミキシング
○マグマの輸送と貫入　○部分溶融とミグマ
タイト　○若い時代の花崗岩　等が案として
出され，それぞれの日本側コンビーナー候補
者を考えた．これらのほか，外国人が無理な
く参加できるような制約条件の比較的ゆるい
セッションも必要であろうとの意見があっ
た．巡検コースとしては，○中部地方横断
○中国地方横断　○日高帯　○ネオプルトン
○飛騨　等が候補としてあがった．
また，2003年にはIUGG大会が日本（札幌）
で開催される計画があり，その大会の中で
IAVCEIも開かれる可能性が大きいとのニュ
ースが報告された．ハットンシンポジウムは
IAVCEIの花崗岩部会とリンクしているので，
日本でその年に開催する場合，その開催形態
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に影響が出てくる可能性がある．この件に関
しては，さらに情報収集に努めることになっ
た．
今回の地質学会では，行事委員会によって

プログラム編成方針に大きな変更がなされた
結果，花崗岩のセッションが用意されなかっ
た．そのために花崗岩研究者が講演申込をす
る際に困ったとことや，講演を聴くにも数会
場をとびまわらなくてはならない不便さが生
じたことが指摘され，今後はなるべく花崗岩
のセッションを作るよう努力しようというこ
とになった．具体的に来年（1999年）6月の
地球惑星関連合同学会，および10月の地質
学会にテーマセッションを提案することにし
た．
特に6月の地球惑星関連合同学会について

は，資源地質学会の今井　亮氏（東大・理，
地質学会員でないため当夜間小集会は欠席）
から花崗岩関連セッションを立てるようメー
ルで提案があったことが紹介され，コンビー
ナー候補者とタイトリングについて議論され
た．
また，花崗岩研究を組織的・効果的に行な
うために研究者グループを作ろうという議論
があり，地質学会の研究委員会としてエント
リーする，岩石部会として活動する，等の案
が出されたが，この件に関しては結論を保留
した．同様の趣旨で，前回の夜間小集会の後，
川野良信氏（佐賀大）の尽力でスタートし，
多くの花崗岩研究者の間で利用されている
「花崗岩メールネットワーク」の現状につい
て紹介と報告があった．花崗岩以外の研究者
も含めて120人が議論や情報交換をしている
このネットワークが，現在実質的な研究者グ
ループの役を果たしている．（参加者30名）

（中島　隆）

地学系学芸員協議会
地質系学芸員を中心に33名が集まり，3年

ぶり3回目の表記集会が開かれた．今回は，
1）博物館での資料収集のあり方　2）学芸員
等在外派遣研修の参加報告　3）その他の3
点について，報告と話し合いがなされた．
1）については，某新聞で取り上げられた

「博物館の孔子鳥購入はICOM（国際博物館
会議）の職業倫理規定に違反する」という問
題に対して，自然史系博物館は今後，資料収
集をどのように行っていたらよいかという，
前向きの視点にたって話し合われた．最初に
大阪自然史博物館の那須氏から，輸出国であ
る中国国内の事情とICOMの職業倫理規定と
その根拠，博物館としての今後の対処法など
について報告があり，次に化石輸入業者から
カナダとオーストラリアの化石輸出規制の例
と輸出許可証の申請方法などが報告された．
今後具体的にどうしたらよいか，という質問
に対して，那須氏は，輸出規制のある標本に
ついては，業者に輸出許可証を求めて正式に
購入することが必要であるという発言があっ
た．この問題は，自然系に限らず博物館全体
にかかわる問題であり，国際問題にもなりか

ねない大きな問題でもあるので，地質学会か
ら国（文部省）に対して化石の輸出規制のあ
る国とその標本リストづくりを求めていくよ
う要望したい．また，日本人のまとまったコ
レクションが博物館先進国へ流出している日
本の博物館の現状こそ，問題にすべきだとい
う意見もあった．
2）については，岩手県立博物館の大石氏

から，学芸員等在外派遣研修制度の内容，応
募から研修が終わるまでの経過，研修先の様
子などについて報告がなされた．
その他に，地質学会Newsへの博物館紹介

やイベント情報の投稿，各地で行われる「青
少年のための科学の祭典」への協力依頼，そ
れと地学系学芸員協議会の情報交換のために
メーリングリストを開設したいという提案が
あった．

（村松　武）

日本地質学会地層名命名規約につい
ての討論会
日本地質学会地層名命名規約策定委員会が

世話人となって，上記の討論会が，信州大学
理学部において9月27日（日）の18 : 00～
20 : 00に行われた．最終日の夜にも関わらず，
17名の参加者があった．地層名命名規約策
定委員会が作成した日本地質学会地層命名規
約（案）を中心に地層命名にかかわる話題提
供があり，活発な意見が交換された．本委員
会は，ここでの討論結果を踏まえて日本地質
学会地層命名規約（案）を再検討し，12月
の評議員会に報告する最終的な規約（案）を
策定した．当日の話題の概要は以下の通りで
ある．
(1) 日本地質学会地層命名規約（案）につ
いて（話題提供：小笠原憲四郎） 命名
規約の基本的なコンセプトについての説
明がなされた．
(2) 付加体地質学と命名規約（話題提供：
木村克己） 通常の層序学的方法が適用
できない付加体について，地層命名にま
つわる問題点が紹介された．
(3) シークエンス層序学と命名規約（話題
提供：保柳康一） 国際層序ガイド大2
版（1994）で扱われている「不整合境界
単元」とシークエンス層序について，命
名規約上の問題点が紹介された．
(4) 人工地層と命名規約（話題提供：楡井
久） 人工地層に対しても，基本的には
自然地層で確立された従来の命名法の適
応が可能であるとともに有効であること
が話された．
(5) 総合討論　総合討論では，命名規約で
の単層の取り扱い方やボーリングコアな
どによる地下地質による地層命名にまつ
わる問題点等について議論された．

（天野一男）

地質学史懇話会
9月27日午後6時から，出席者20名の参加

をえて，地質学史懇話会の夜間小集会が行わ

れた．当夕は，杉山隆二氏の「信州大学理学
部地質学教室の創設の経緯」，酒井潤一氏の
「信州大学における第四紀研究の歩み」，小松
宏昭氏の「長野県の地学教育の歴史と現状」
の三つの講演が行われた．
杉山氏は，1965年，ご自身それまで勤め

ておられた岡山大学温泉研究所から信州大学
への赴任を決意され，スタッフを決め，当局
と折衝して地質学教室を発足させるまでの
様々なご苦心やご苦労，発足させてから手が
けられた地滑りや松代群発地震，理学部長時
代の様々な人事の葛藤，また諏訪湖臨湖実験
所長兼務時代の温泉噴出成功のお話など，当
事者ならではのお話であった．
酒井氏は，信州大学独自の第四紀講座が作

られ，信州ローム研究会を発足させ，豊野層
団研・木曽谷団研の活動，さらに野尻湖発掘，
小林国夫氏を代表者とする第四紀研究所建設
案作成にまで行く活発な活動の歴史をのべ，
その後，小林国夫氏と郷原保真氏との学問的
な態度の違い，さらに不幸な結末について語
られた．
小松氏は，まず長野県における高校地学の

実態について紹介され，ついで信州独自の地
学教育の歴史を回顧された．第二次大戦前は
保科百助・八木貞助・本間不二男・三沢勝衛
らの活動，戦後は長野県地学会・地団研，さ
らに諏訪や下伊那など各地の教育会の活動が
あったが，現在は活動の不活発な組織の多い
こと，中心になる組織のないことなどの問題
を抱えているが，新しい方向を模索している
ことが報告された．
なお加藤信一氏から，塩尻市の「地球の宝

石箱」開館一周年記念の保科百助（五無斉）
展についての紹介があった．同氏は，沢山の
岩石標本を作成して各学校へ配布するなど，
地学の普及の上で大きな足跡を残された方と
のことであった．
会が終わって，講演者2名と出席していた

7名は，松本市の中心部へくりだして講演会
の続きに花を咲かせての懇親会を催した．

（鈴木尉元）

国際レルゾライトワークショップを
日本に誘致する会
（世話人：小畑正明（京都大学大学院理学研
究科））
出席者（順不同，敬称略）：小畑正明（京大），
新井田清信（北大），石渡　明（金沢大），
寅丸敦志（金沢大），荒井章司（金沢大，
書面出席），高沢栄一（新潟大），阿倍なつ
江（東工大），森下知晃（金沢大院生），澤
口隆（早稲田大院生），田村明弘（金沢大
院生），鈴木彩子（朝倉書店）
最初に，小畑から本集会の趣旨説明があり，
国際レルゾライトワークショップ（In terna-
tional Lherzolite Workshop and Orogenic
Processes）の第1回（1990年，フランスの
モンペリエ），第2回（1995年，スペインの
グラナダ）の経緯の報告があったあと，第3
回は1999年イタリアのPaviaで9月12_15で
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開催されることの確認を行った．またこれに
あわせて日本学術振興会の援助を受けた日米
科学協力共同研究（平成2年～4年）の活動
の経緯の紹介もあった．
以上の経過をふまえて，出席者間で話し合

い，第4回2003（予定）は日本で開催できる
よう誘致運動してゆくことを決めた．そのた
めには来年のイタリアの会議に日本代表が参
加し，日本側の意志を表明する必要があるこ
と．またその前に，イタリア会議の運営委員
会と折衝を開始しておくことが必要であるこ
とが話し合われた．そこでまず，小畑が京都
に戻り次第，現組織委員会メンバーに接触し
て（＊），イタリアの次の開催国として日本
の可能性を打診する．国内の準備態勢はその
結果がわかり次第スタートする．その間，準
備の世話人代表は当分小畑が続ける．また，
今後情報連絡は密にすることを話し合った．
（＊その後，小畑が，委員会メンバーのひと
りであるフランスのモンペリエ大学の
Bodinier氏にメールで問い合わせたところ，
10月2日に，イタリアの次の開催国は未定で
あること，日本は有力な候補になりうるとの
返事を受けた．）
今後の情報交換，情報発信の具体的方策と

して，高沢が新潟大学においてメーリングリ
スト作成する（Hutton Symposiumを参考に
して），レルゾライトワークショップの国内
ホームページを金沢大学で作ることにした
（森下担当）．
また荒井章司氏のワークショップの日本誘

致の積極的賛成意見も小畑から紹介された．
その他様似町の協力体制について新井田，澤
口，森下各氏から紹介があり，総合的にみて
日本開催の機が熟していること，日本開催実
現に向けて是非動き出すべきであることを出
席者間で確認し会った．
また今後，学会等でシンポジウムを重ね，

実績づくりを進め，他学会から協賛を得るこ
ともはかって行くべきであるとの意見も出さ
れた．
予算面では，民間助成，文部省等様々な可

能性を検討すべきこと，また科研費の企画調
査研究の申請を出す時期としては2000年が
適当ではないかとう意見も出た．
巡検の準備面では新井田を中心として取りく
んでゆくことも確認された．
その他の情報：ハットンシンポジウム

2003年日本開催の可能性あり；エクロジャ
イト国際会議の日本開催（別子）2001年；
IUGが2003年に日本開催予定であるという
情報も紹介された．レゾライト会議もそれに
続けるようにすれば外国人は参加しやすくな
るだろうという議論もあった．

（小畑正明）

炭酸塩堆積学に関する懇談会
夜間小集会「炭酸塩堆積学に関する懇談会」
は，炭酸塩堆積学に関する最近の話題・トピ
ックスについて討論するとともに，最新研究
動向・情報について意見交換をおこなうこと

を目的として，第99年熊本大会から毎年開
催している．各年の夜間小集会では，テーマ
を一つ設け，そのテーマに関する講演と討論
を実施してきた．これまでに「Reefs ; now
and then」（第100年東京駒場大会），「温帯性
炭酸塩」（第101年札幌大会），「炭酸塩の続
成作用」（第102年広島大会），「Tufaと世界
の炭酸塩岩」（第103年東北大会）等をテー
マとして掲げ，多数の参加者による活発な討
論が繰り広げられてきた．今年は，地球温暖
化など，我々の生活に密接に関連する「炭素
循環と炭酸塩」をテーマとして，中森　亨氏
（東北大）が講演を行った．
講演では，さまざまな地質時代の物質循環

の大部分が，光合成/呼吸・石灰化/溶解・
化学風化の3つの過程によって説明すること
ができることを主張した．問題を理解しやす
くするため，現在の大気二酸化炭素濃度問
題・第四紀大気二酸化炭素濃度の変化・顕生
代の炭酸塩岩の堆積速度を例として取り上
げ，炭素循環の観点から簡単に解説した．そ
して，現在の二酸化炭素濃度の変化は生態系
の光合成/呼吸と石灰化/溶解の量的な収支
によって説明できることを示した．第四紀の
変化については，外洋生態系による有機炭素
と無機炭素の深海底へのフラックスが重要で
あるが，それ以外に浅海における炭酸塩岩の
堆積や陸上あるいは深海底での溶解も貢献し
ている可能性があることを指摘した．顕生代
の炭酸塩岩の堆積速度の大部分は化学風化に
よって説明できるが，それ以外に，光合成と
石灰化の共存効果も含める必要がある．
今回は大会最終日の日曜日の夜にあたり，

例年と比較し，若干参加者が少なく20名強
であったが，活発な質疑が行われた．来年の
名古屋大会においても，本夜間小集会は開催
予定であるので，より活発な討論とともに多
方面の方々の参加を期待している．

（中森　亨）

若手研究者懇談会
去る9月27日，信州大学理学部講義棟にお

いて若手研究者懇談会が開催された．講演者
の木村　学さん（東大），オブザーバーで元
院生評議員の志村さん（新潟大）の現スタッ
フを含め，総勢23名（院生15名）が最終日
の夜にも関わらず参加した．まず，木村学さ
んの自分の学生時代の貴重な体験に基づいた
話を参加者一同楽しむことができたものと信
じている．学さんは小集会後の二次会まで付
き合っていただいた．木村　学さんの講演内
容については別途，院生コーナーで報告する．
2次会，さらに有志は3次会に旅立っていき
ましたが彼らのその後については不明であ
る．話は脱線しましたが，以下に小集会で話
し合われた議題と議論の内容を報告する．
1． 若手研究者間のネットワーク作り
経緯　評議員会において，院生に関する問

題が生じた（後で触れる会費問題など）とき，
院生評議員は数で反対の表明をしないかぎり
説得力が生まれない．そこで院生独自のアン

ケート集計機構，および議論の場を設けよう
という目論見である．
決定事項　去年の小集会においてこの任意

で参加するこのメーリングリストが設立され
た．現状として院生会員596名中のおそらく
参加者は一割程度であるが，このメーリング
リストはある程度機能しはじめており，今後
も続けていく方針で，ニュース誌の院生コー
ナーで常に広報して参加を呼びかけていくこ
とになった．また，院生の意見が自由に貼れ
るホームページ（地質学会非公認）をたちあ
げる予定であることが報告された．事実上，
各大学をシステマティックに結ぶネットワー
ク作りは，引継の煩雑さなどを含め，困難で
あるという結果となった．当面，メーリング
リスト参加者の有志が各大学で集計を行い，
アンケートの母集団とすることに決まった．
2． 会費問題
経緯　評議員会において来年度会費値上げ

止むなしという報告が会計委員会から打診が
あった．これは，正会員を含め院生会員・学
生会員一律2,000円の値上げということを意
味する．さらに受益者負担ということで学会
参加者は一律負担するように打診があった．
つまり今まで無料だった院生の参加費が
2,000円になることを意味する．このことは，
学会で発表する院生会員の一年あたり学会に
対して負担する額が現状8,000円から12,000
円になることを示す．つまり負担額が1.5倍
になる．
決定事項　基本的に会費値上げには反対す

る（据え置く）方針が決定した．ただし，単
純な値上げ反対では評議員の御面々を納得さ
せることが難しく，説得力のあるデータが必
要であることが再認識され，上記の有志のア
ンケートを募っていく方針が決定された．ま
た同時に，学会自体の骨格の改正（法人化）
が急務であるということが承認された．
3． 細則改訂問題
経緯　評議員会において，院生会員の会

長・副会長の被選挙権を無くす方向で議論が
進められている．数年前，院生会員の会費を
安くする代わりに上記の権利を剥奪するとい
う事項が問題となったが，当時の院生の反対
により院生会員は会費が正会員と違っていて
も正会員と同等の権利が保証されることにな
った．
決定事項　今までどおりの既得権利を守ろ

うという意見が多数であった．実際問題とし
て院生会員が会長になることはないと思われ
るが，これが引き金となり権利が次々と剥奪
される事態を憂慮する意見が出された．
今回の議論の主眼は，会費値上げに対して

我々院生が如何に対応するかが主要な主題と
なり，現在，その母体とすべきアンケートを
実施することになったので，ご協力いただき
たい．アンケート内容に関しては院生コーナ
ーを参照していただきたい．

（芳野　極）
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見　学　旅　行

第1班 博物館見学　ミュージアム
鉱研「地球の宝石箱」

案内者：加藤信一・斎藤秀康（ミュージアム
鉱研）・秋山雅彦（信大）
参加者が少人数であったことから大型バス
をキャンセルし，自家用車3台（秋山，大嶋，
鷲澤運転）に分乗して目的地の塩尻市にある
博物館，ミュージアム鉱研「地球の宝石箱」
に向かった．北アルプスが遠望できる（残念
ながら雲で頂上は見えなかったが）約40分
程の東山山麓線のドライブを楽しんだ後，真
新しい博物館に到着した．
加藤館長の出迎えを受け，まず前庭に置か

れた日本・チリ修好100周年記念としてチリ
から寄贈された大型銅鉱石4個（重量3_5ト
ン）を観察した．その後館内のカフェテラス
で加藤館長から博物館の設立理由やコンセプ
ト，展示内容などの説明を受けた．本館は，
ボーリング機械メーカーの鉱研工業（株）が同
社創立50周年記念事業として，同社が収集
したり，寄贈を受けた各地の鉱物・鉱石・化
石など約6,000点を公開し教育の役に立てる
ことを目的に，塩尻市の“いこいの森公園”
内に建設された．鉄筋 2階建（延床面積
1548.1m2）の建物内には4つの展示室，体験
学習室，石工室，ジオホール，受付・ショッ
プなどがあり，加藤館長の他に2名の学芸員
（斎藤秀康・青木美和）が常勤している．展
示は不思議な石の世界，生きている地球，38
億年の生命の歴史，岩はどのようにしてでき
たか，地球からの贈り物，美しい鉱物たちか
ら構成され，“生きている地球の不思議さ，
すばらしさ”を子供たちにも分かってもらえ
るように，やさしい表現で説明されている．
約1時間半をかけて，これらの展示や施設を
ゆっくり見学し，参加者から展示の仕方や説
明文などについて数多くの建設的な意見やコ
メントが述べられた．
昼食は，野外のバーベキュースポットでの
美味しいお肉と採り立ての野菜，さらに地元
産のワインで盛り上がり，参加者と博物館関
係者との懇親会となった．大嶋さんが用意さ
れたアブダビの貨幣石が配られ，最後に紅茶
と鷲澤さんのチーズケーキを頂きお腹が一杯
になったところで，それまで持ちこたえてく
れた天気が本格的な雨に変わり，お開きとな
った．ワインのお土産まで付いた，中高年向
きの，楽しい，有意義な巡検であった．
この博物館は，豊富な標本をベースにした

手作りの展示，光がいっぱいで開放感溢れる
展示室，積極的な博物館運営など大変心温ま
る，印象深い地質系博物館であった．開館約
1年のこの企業博物館の今後の発展を祈ると
共に，加藤館長とその奥様，バーベキューの
世話をしてくださった地元の小野嚴美さんな
どの博物館関係者，およびこの日帰り見学旅
行を企画していただいた案内者の秋山さん，
鷲澤さんに心よりお礼申し上げます．

参加者：秋山雅彦，大森昌衛，大嶋一精と
娘さん，加藤　進，黒川　彰，清水大吉郎，
高橋直樹，鷲澤麻里

（加藤　進）

第6班 和田峠付近のザクロ石・黒
曜石

案内者：山口佳昭（信州大）・牧野州明（信
州大）
3台の車に分乗して信州大学を出発．途中，

三峰山展望台から巡検地点やその周囲の地形
を展望したが，霧と雲がひろがり，その一部
を覗くことができる程度だ．
和田峠から林道を歩くこと5～6分，高さ

10mほどの崖が目に入ってきた．流紋岩の
火道周辺部に分布する急冷相の黒曜石を採掘
した跡で，採掘直後の状態はオーバーハング
した流紋岩の崖が連続してそびえ，近づけな
いほど危険な状態だったとのこと．近年では
鉱山保安監督署の指導で，採掘跡はすぐに埋
め戻してしまうように施工方法が改善された
ため，最近の採掘跡にはこのような露頭は見
られないとの説明であった．
採掘後10年以上経過している現在では，

オーバーハング部はほとんど崩落し，不安定
な崖錐斜面の上方のみに，流紋岩の小さな露
頭が連なっている．崖に見られる流紋岩の流
理は，岩体内部に向かって傾斜する差し目構
造をなしており，漏斗状の火道の一部を見て
いるとの解説に納得．
弧を描いた崖伝いに大きく回り込むと，今

まで流紋岩から構成されていた崖の一部に，
白と黒の縞模様をなして，黒曜石が露出して
いる．黒い部分が黒曜石，白い部分は流紋岩
もしくは黒曜石の内部に見られる球顆で，火
道周辺の脱ガスして急冷された粘性の高い部
分が，中心部の流動性の高い流紋岩マグマに
押されてキズ（球顆）だらけになったものだ
そうだ．中心部に近い黒曜石は3 cmほどの
厚さを有するものの，周辺部に近づくにつれ
て球顆や白い筋の発達頻度が増し，周辺では
1～2mm間隔の薄互層状になっている．
ここから低い崖を登り，火道の直上にあた

る林に上がると，所々に直径1～2m程度の
窪地が見られる．これは，採掘業者が黒曜石
の分布を調べるために掘った調査ピットの跡
だということで，周囲には黒曜石の破片が多
数散らばっている．地表に散在する黒曜石破
片の分布を見れば火道の外形を知ることがで
きるとのことで，ここでは長径100m×短径
50m程度の楕円形をした火道が推定されて
いた．
午後から向かったザクロ石の産地は，急勾

配の林道を登り切った採掘跡の最上部法面
で，それより下部は掘削ズリを積んで法面の
安定を計った場所であった．
昔からザクロ石の産地として名高い沢は，

飲料水の水源となっているために，近年立ち
入りが禁止されたとのことで，流紋岩の露頭
から採取することになったという次第であ
る．

きれいなザクロ石は，流紋岩中より地表に
転がっていることが多いとの説明に，斜面を
舐めるように見るのであるが，なかなか見つ
からない．ふと脇に目をやると3～4mmの
ザクロ石が転がっているのが目に入った．手
に取って見ると，d面とn面からなる四周完
全なザクロ石であったため，フィルムケース
に保管した．
巡検案内書には，最大2 cmのザクロ石が

採取されたと記載されていたため，1 cm程
度のものは見つかるかなと思いつつ探した
が，なかなか見つからない．説明によれば，
この産地の空孔に見られるザクロ石は，その
多くが一端に美しい結晶面を持ち，片方の流
紋岩と接する部分では粗粒石英と入り組んだ
粒状ザクロ石となっているとのことである．
小雨の降る中ではあったが，その後の小一

時間の間に，本地点の産状を代表する半分だ
け結晶面の現れたザクロ石を2個，流紋岩中
の粒状ザクロ石を2個採集することができ
た．
今回の巡検では，流紋岩の火道を半周して

周縁部に分布する黒曜石の産状を詳細に見る
ことができ，また昔から名高い和田峠のザク
ロ石の産状も観察することができた．この巡
検を企画して頂いた案内の山口・牧野両先生
に，心から感謝します．

（古賀政行）

第8班 北部フォッサマグナ新第三
系ファンデルタの堆積シー
ケンス

案内者：保柳康一（信大）・大村亜希子（信
大）・中嶋貴紀（（株）三祐コンサルタンツ）・
吉川博章（豊橋市自然史博）・成田　健（信
州新町化石博）
1998年9月28，29の両日，信州大学（松

本）で行われた日本地質学会第105年学術大
会の一環として，松本市北方の北部フォッサ
マグナ地域に露出する新第三系に関する見学
旅行が行われた．同地域の埋積過程に重要な
役割を演じた，“小川層（麻績層）”，“青木層”，
そして柵層を形成したファンデルタシステム
の堆積相と，そのシーケンス層序，ならびに
そこに見られる化石群・生痕化石群とその産
状を観察するという趣旨である．私は，変動
帯の堆積盆を埋積する主要な堆積システムで
あるファンデルタの堆積物と，そこに産出す
る化石群・生痕化石群を観察する絶好の機会
と思って参加させていただいた．
初日は，保柳康一，大村亜希子，中嶋貴紀，

吉川博章の各氏の案内で，ファンデルタのデ
ルタフロントから頂置面や海浜を経て陸域に
いたる様々な堆積環境で形成された地層群の
堆積相とそのサクセションを中心に観察し
た．この日は，明瞭なoffshooting and drap-
ing foresetが発達したウェーブリップル葉理
から，300m近い幅をもった大露頭一面に発
達したファンデルタスロープ堆積物のスラン
プ構造まで，大小様々なスケールの地質現象
を観察することができた．また，いくつかの
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地点で，露頭で観察される堆積相サクセショ
ンをシーケンス層序学的に解析した例を紹介
していただいた．これに対して参加者の間か
らも複数の異なる見解が出されて，露頭を前
に議論がおおいに盛り上がった．テフラ鍵層
に乏しく同時間面の認定がむずかしい地域で
の地表踏査に基づくシーケンス層序解析の奥
行きの深さと難しさをちらりと垣間見た気が
する．
二日目には，きわめて保存の良い生痕化石

群を産し，見事なハンモック状斜交層理の発
達した砂岩泥岩互層（内側陸棚堆積物）の大
露頭にて物理的あるいは生物源の堆積構造を
観察したほか，案内者として成田　健氏が加
わり，化石の産状解析から復元した化石群の
化石化過程や古生態，それらから推定される
古環境についての話題も提供してくださっ
た．この日は，この見学旅行のメインテーマ
である堆積学のみならず，古生物学や生痕学
も話題になり，議論に広がりも出て，参加者
の一人として十分楽しませていただいた．
秋の長雨の季節で心配された天候だが，両

日とも朝方にぱらついていた雨が見学地に着
く頃にはすっかりあがり，薄曇りの空となっ
た．そのため，露頭に強い陰影ができず，か
つ，程良く濡れることで堆積構造が見やすく
なったため，野外観察には最高のコンディシ
ョンであった．案内者の保柳氏によると，露
頭が濡れたおかげで，日頃はきわめて見えに
くい構造まで良く見えていたそうである．途
中，われわれ一行の乗ったバスが大きすぎて
道路を通れず，予定を変更するハプニングも
あったが，これもこの巡検に対する興味が高
く，多くの参加者があったためのうれしい誤
算であろう．
全体としては，案内者の保柳氏から，物理

的堆積構造や堆積相の認定法をはじめとした
丁寧な解説もあり，専門外の参加者に対する
教育的な配慮も行き届いたものであった．
最後に，今回の巡検を周到に準備し，運営

してくださった保柳氏をはじめとする各案内
者の皆様，昼食の際に様々な便宜を図ってく
ださった坂北村教育委員会および信州新町化
石博物館の方々，ならびに露頭を前に有益な
議論を交わしてくださった他の参加者の方々
に心から感謝の意を表しつつ，この文章を終
えたいと思います．どうも有り難うございま
した．

（奈良正和）

第9班 第四紀滝谷花崗閃緑岩と穂
高安山岩

案内者：原山　智（信州大）
“世界で最も若い花崗岩を見る”を目玉に，
標記巡検が年会閉会後の9月28_29日に，巡
検リーダー信州大原山　智さん，アシスタン
トとして信州大と東北大の院生計3名，そし
て後掲するように幅広い分野からの参加者
24名の規模で実施された．
9月28日（月）：松本駅の南側に集合し，

バスで梓川沿いを遡り，新設なったばかりの

安房トンネル（4.4 km）をあっと言う間にぬ
け，飛騨側に出て西穂ケーブルへと向かった．
途中，梓川沿いに道が無い時代の登山家が徳
本峠（とくごうとうげ）越えに穂高に入った
話（今もウエストン祭入山時には利用されて
いる），奈川ダム近くの奈川花崗岩体は下部
の花崗閃緑岩から頂部の白雲母含有相へ垂直
変化が認められる，噴気地帯では事故防止の
ため火山ガス・蒸気抜き装置の設置など，車
窓に写る景色に合わせて幅広い解説があり，
約2時間で西穂高ロープウェイ乗り場に到着
した．ここからは120人乗りのゴンドラによ
り海抜1,290mから2,156m西穂高口まで登
る．ゴンドラからは対面の錫杖岳の300mの
垂直岩場“烏帽子岩”が雲の間に不気味に見
え，ロッククライマー達を誘惑する．
ゴンドラの終点が本日のストップ1であ

り，笠ヶ岳（2,898m）の東壁に水平に見え
る笠ヶ岳流紋岩類の成層構造の説明を受け
る．これは穂高側からは明瞭に認められる白
い横縞模様であるが，溶結凝灰岩相は急崖で
ハイマツ帯を，夾まれる溶岩・凝灰岩層は緩
傾斜でガレ場か草地を成しているために描き
出されると言う．また足元の露岩は滝谷花崗
閃緑岩の下部相でSiO2 65.6％の比較的色指
数が高い岩相であった．
その後西穂高山荘（2,370m）に登り，持

参の弁当で昼食を済ませ，ストップ2に向か
う．そこは山荘から西穂独標に向かう尾根沿
いの海抜2,470mの地点であり（写真1），穂
高安山岩類ルーフ直下の滝谷花崗閃緑岩が斑
状やや細粒の岩相として見られる．両者のベ
リーポイントは尾根には見出せないが，急峻
な安山岩とややなだらかな花崗閃緑岩として
尾根の地形には良く現れている．
帰路，新穂高温泉の露天風呂に入り，山歩

きの疲れを癒した．しかし宿泊は穂高平避難
小屋であるから，さらに徒歩と小型車により
この日の宿泊地に入った．この宿の名物はな
んと言っても樹齢300年以上の栃の根っ子で
造った風呂（一度に2人が入れる）である．
9月29日（火）朝5時に起床し，奥穂高岳

の飛騨側登山道である白出沢（しらだしさわ）

を海抜1,925m（ストップ3）まで登る．連日
の雨で落石，浮き石が多く，注意深く歩く．
沢の石はほとんど滝谷花崗閃緑岩であるが，
これは中型の苦鉄質エンクレーブやその残骸
と考えられる苦鉄質鉱物集合体を数多く含ん
でおり，組成の違う外殻を持つ長石斑晶も見
受けられ，この花崗閃緑岩はマグマ混合の産
物であるとする意見が多かった．
また磁鉄鉱系花崗岩類は新鮮な本体には硫

化物は一般に少ないのであるが，ここでは黄
鉄鉱が散点しており，これもその若い年代と
貫入体の最頂部を見ていることに起因するも
のかも知れない．その後ストップ4の代わり
に赤鉄鉱ー石英脈を見て沢を下り，白出沢入
口（ストップ5）で下位の花崗閃緑岩（SiO2
＝68％）とその上位の黒雲母花崗岩（SiO2
＝71.9％）との境界を観察した．最後に河原
の石を使って，未変成と滝谷花崗閃緑岩によ
り熱変成を受けた穂高安山岩類の判定のテス
トが出され，厳しさの中で和やかに2日間の
巡検を終了した．
参加者は次の通り（申し込み順）：今岡照

喜・高橋　浩・石原舜三・大谷具幸・古川竜
太・白尾元理・新妻信明・佐脇貴幸・壇原
徹・井川寿之・安彦宏人・重松紀生・酒井治
孝・飯島　力・石岡　純・下　平勉・相沢幸
治・塚腰　実・吉倉紳一・加ヶ島慎一・宮沢
洋介・石井陽子・立石雅昭・佐藤　正．
終わりに楽しい巡検を用意されたリーダー

の原山　智さん，支援スタッフの増澤直彦・
坂東昌利・関根孝太郎さんに心からお礼申し
上げます．

（石原舜三）

第10班 領家変成帯のミグマタイト
および変輝緑岩の産状

案内者：森清寿郎（信州大学）
伊那地方領家帯の木曽駒ヶ岳の東方と高

遠-駒ヶ根にいたる伊那山地には領家変成帯
の高変成度部が露出し，変成作用により砂質
泥質岩が部分溶融したミグマタイトが分布し
ている．今回の巡検は，いろいろな程度に部
分溶融したミグマタイトや，変成作用中に貫
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入して交代作用を被った“変輝緑岩”のいろ
いろな産状の観察を中心に，中央構造線の露
頭見学や領家帯の古期花崗岩やコートランダ
イトの観察・試料採取なども盛り込まれたも
のであった．ミグマタイトに関連する岩石に
ついてはBrown（1973）の定義に従って，以
下のように用いられた（巡検案内書から抜
粋）．メタテキサイト…部分溶融や変成分化
作用などの，優白質の分泌脈・プール形成作
用を被った岩石．縞状構造ががある．ダイア
テキサイト…縞状構造が破壊されて，花崗岩
質の岩石に見えるもの．部分溶融が高度に進
み，岩石が流動し均質化したもの．縞状片麻
岩…縞状構造が原岩の違いに起因するもの．
巡検コースは当初，木曽駒ヶ岳東麓から駒

ヶ根-高遠へ回る予定であったが，大雨によ
る川の増水が予想されたので，当初の逆コー
スに変更された．9月28日朝8 : 30に松本駅
を出発，高遠の町での休憩後，高遠湖畔で砂
質泥質岩の溶融がすすんだ均質なダイアテキ
サイトを，高遠ダム下流で規則的な縞状構造
の発達したメタテキサイトとそれに貫入する
白雲母菫青石ざくろ石ペグマタイトを観察・
試料採取．高遠ダムの下流はいつもは簡単に
渡れる水量なのだそうだが，ダムの水が放流
されているせいかすごい濁流で，川岸の移動
にやや手間取った．その後，長谷村の道の駅
で昼食．ここで売っている案内者お勧めのパ
イがデザートに付いただけでなく，形が不揃
いになってしまったというゴマあんの饅頭を
お店から全員がいただくことになった．その
後，美和湖畔で，分杭峠のケルンコルを遠望
しながら有名な溝口の中央構造線の露頭を見
学，三峰川河岸でマイロナイト化した非持ト
ーナル岩の採取とハンレイ岩を包有したアグ
マタイト状の岩相の転石の見学，女沢の支流
でコートランダイトの試料採取，女沢林道で
のダイアテキサイト，百々目木川の西光でネ
ビュライト組織を示す不均質ダイアテキサイ
ト，桃平で片麻状構造の発達した南向花崗岩
を観察した．その日は，駒ヶ根市内のビジネ
スホテル泊．夕食兼懇親会では，信州名物の
馬刺，伊那谷名物の蜂の子やざざ虫（これら
は初めての人が多かった．次の日にざざ虫の
佃煮をおみやげに買った者数人あり）をはじ
めとした料理・お酒で遅くまで宴がつづい
た．2日目は，駒ヶ根の東の黒川河床や古城
の林道でメタテキサイトを観察．プチグマチ
ィック脈が発達したり，タイトな褶曲を呈し
たり，剪断面に沿ってリューコゾームの入り
込んだところなど，いろいろな産状を観察し
た．また，太田切川河床では，アプライト脈
がネットワーク状に発達していたり，内部が
暗色のレンズ状部と明色のマトリックス部に
分かれるエンクレーブ状組織を呈したり，交
代作用によってざくろ石斑晶が形成したり
と，いろいろな変輝緑岩の産状を観察した．
太田切川が著しく増水していたため，いくつ
かのポイントが削除された代わりに，天竜川
の東岸の猿岩に紅柱石の大きな結晶を含む泥
質変成岩を見に行くことができた．今回の巡

検参加者の大半は院生や若手研究者で，露頭
の前ではダイアテキサイト・メタテキサイト
の形成過程，相互関係，物質移動や構造形成
などいろいろな議論が行われた．また，懇親
会では各自が研究の場としている領家帯，南
部北上帯，アフリカのリンポポ帯，南極など
など高温型変成帯を中心にいろいろな話が展
開していった．出発前はかなりの悪天候が予
想されたが，結局半日だけ雨に降られたのみ
であった．楽しく過ごした2日間の最後，ほ
とんどの参加者が多くの試料をかかえて松本
駅にたどり着くことになった．この場を借り
て，案内者及びワゴン車の運転をしてくださ
った信州大学理学部地質科学教室技官の松澤
壮司さん，巡検をサポートされた信州大学の
学生院生の方々に御礼申し上げます．
参加者：久田公一，河本和朗，川上哲生，

角替敏昭，熱田真一，吉村康隆，水野耕平，
堀越叡，大友幸子，棟上俊二，菊池慎吾，松
永絹子　　

（大友幸子）

普　及　行　事

甲信越地質情報展
―ザ・フォッサマグナ―地域密着地球情報―
を見学して
主催：通商産業省工業技術院地質調査所・信

州大学理学部・日本地質学会
後援：長野県教育委員会
日本地質学会第105回年会と平行して表記

の情報展が開かれた．会場はポスターセッシ
ョンがおこなわれた講義棟と同じ場所であっ
たので，ポスターセッションに参加したもの
にとっては見学するのは好都合であった．情
報展は地質調査所のほか，フォッサマグナミ
ュージアム，野尻湖ナウマン象博物館，長野
市立茶臼山自然史館，青海町自然史博物館，
中央構造線博物館，信州新町化石博物館，戸
隠村地質化石館，東海大学自然史博物館など
フォッサマグナ周辺の多くの博物館が展示を
おこなっておりそれぞれ趣向を凝らした展示
であった．

地質調査所標本館では化石のレプリカ作り
を体験させていたりして，参加者にとっては
非常に興味を持たれたように思われる．フォ
ッサマグナミュージアムではナウマンがフォ
ッサマグナを発見した当時の状況や，測量器
具などの遺品の展示，糸魚川―静岡構造線の
案内・ルートマップや姫川の翡翠の原石を展
示したりこれまた興味深いものがあった．
地質調査所のコーナーでは，最近注目を集

めている活断層のはぎ取り標本，活断層の仕
組やメカニズムをわかりやすく展示してあっ
た．また，日本列島の地質，フォッサマグナ
の地質など興味を引く出し物がビジュアルに
展示されており目を見張る力作ばかりであっ
た．なかでも，日本各地の海砂，砂漠の砂な
どを実体鏡で見せ，その標本を作製させるの
は非常に良い企画であると思った．私も興味
本位で各地の砂などの標本を作り，学会参加
記念の土産として息子にもって帰ったところ
大変喜んでくれた．標本館のポスター（放散
中化石，地球と生物の歴史や火山など）も配
布されどれも見事なものであった．調査所の
入り口で配布された日本列島の地質図の下敷
きは，日本の地質のCD_ROMを見る際に重
宝するものである．
地質図販売コーナーでは最近発行された図

幅や書籍が数多くおかれており，さらにコン
ピュータグラフィック・3Dグラフィクなど
もあり，見ていると時間がたつのを忘れるく
らいであった．
見学者は一般の方々と並び学会関係者も多

かった．しかし，小・中学生や高校生，地元
の人達を対象とする企画であれば，今後は地
元紙や市の広報などのマスコミの利用にもひ
と工夫し，より多くの市民に見てもらえるよ
う，主催者側としての宣伝活動も重要である
と思われた．また，このような企画はできる
だけ各地の博物館と共催して，日本各地を回
っておこなってもらえばありがたいと感じた
のは私だけではあるまい．今後，さらに自然
教育の普及活動にご尽力をお願いしたい次第
である．

（上砂正一）
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1999年年頭にあたって
会長　小松正幸
理科教育への関心を高めよう
1999年度評議員選挙のお知らせ
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