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日本地質学会第106年総会・シンポジウムプログラム

期　日　3月26日（金）・27日（土）
会　場　早稲田大学　国際会議場（新宿区西早稲田1_6_1）
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3月26日
（金）

3月27日
（土）

会　　場

井深大ホール

井深大ホール

第一会議室

第二会議室

午　　前

副会長講演
第106年総会

クリーンナップ・ゴールを獲得した
有機塩素化合物による地質汚染浄化

日本の地質特性と地層認定のパラダ
イム

午　　後

21世紀の地質科学界と地質学会

首都東京と首都移転候補地の地質環
境的立地適正

21世紀の地球科学と深海掘削

カザフ共和国コクチェタフ超高圧変
成帯研究の最近の進展とその地球科
学的意義

＊昼休み　　26日　12 : 00_13 : 30，27日　12 : 30_13 : 30

＜会場案内図＞

＊会場への交通
次の二つが便利です．
1） JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅から都営バス（学02系統），「早大正門」行で「西早稲田」下車（170円)．
徒歩3分．
2） 営団地下鉄東西線「早稲田」駅下車．徒歩10分．



日本地質学会第106年総会

日本地質学会会長　小松正幸
1999年2月1日

日本地質学会総会を次の議事により開催いたします．

3月26日(金) 10 : 15─12 : 00
会場　早稲田大学国際会議場　井深大ホール

1． 開会 6． 審議事項
2． 議長選出 名誉会員の推薦について
3． 報告事項 古生物専門部会の設立について
1998年度事業報告 1999年度事業計画および予算案について
役員選挙結果報告 会則変更について
日本学術会議報告 会費値上げについて（会則6条の一部変更）

4． 承認を求める事項 本学会の住所の変更について（会則10条の一部変更）
評議員会議決事項 その他
1998年度決算・財産目録および会計監査結果報告 7． その他

5． 学会賞等各賞授与 8． 閉会

＊総会不参加の方は委任状をお送り下さい．
総会は会則第8条により正・院生・学生会員で組織されます．これらの会員の合計数の15分の1以上の（12月末現在の会員

数では約350名）参加がなければ議決することができません（会則第8条1）．多くの会員の総会へのご出席をお願いいたしま
す．出席できない方はとじ込みの委任状を（兼懇親会参加申込書），3月20日までに届くようお送り下さい．

……………………………………………………………………………………

総会およびシンポジウム参加について

1． 受　付　国際会議場1階ロビー　26日（金）9 : 00から，27日（土）8 : 30から
2． 参加費（シンポジウム講演要旨集付き）
会場受付でお支払い下さい（予めの徴収はいたしません）．
正会員　3,000円　　　名誉会員・院生会員・学生会員　2,000円　　　非会員　4,000円

＊講演要旨集郵送ご希望の場合（不参加の方）
講演要旨のみ入手ご希望の方は，講演要旨集代金および送料をお送り下さい．
発送は総会終了後になりますのでご了承下さい．代金は郵便振替（00140_8_28067 日本地質学会）でご送金下さい．
講演要旨集代金（送料含む） 1部　1,700円
3． 会期中の連絡先電話　03-5286-1755（国際会議場事務所，着信のみ）
4． 販売・展示　1階ロビー：日本地質学会・関連学協会のみ
5． 休憩室　各階ロビー，2階喫茶室（有料）

懇　親　会

3月26日（金） 18 : 00─20 : 00

会場　早稲田大学大隈ガーデンハウス（総会会場から徒歩5分）

大勢のご参加をお待ちいたしております．参加を予約される方はとじ込みのハガキ（総会委任状兼用）で3月20日までにお
申し込み下さい．懇親会会費は当日総会会場受付でいただきます．
懇親会会費　正会員・非会員　6,000円　　名誉会員・院生会員・学生会員　4,000円
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3月26日（金）

副会長講演

井深大ホール　9 : 30_10 : 15

黒瀬川構造帯から黒瀬川地帯へ …………坂　幸恭（早稲田大学）

シンポジウム

井深大ホール　13 : 30_17 : 30

「21世紀の地球科学界と地質学会」

世話人：研究企画委員会・事業計画委員会共催

＜趣旨＞　21世紀は地球規模の協調と共生の時代がおとずれる．
日本社会においても生き残りを賭けて産業構造や科学技術体制，
教育システムの大幅な変化が起こる．社会発展の根底を支える学
術研究の一層加速される進歩と高度に情報化する社会の多様な要
求に機敏にかつ柔軟に対応できる真の国際競争力とリーダーシッ
プの強化があらゆる場面で必然的に問われる時代となるであろ
う．予想される次世紀の加速度的発展に地質学界や地質学会が大
きな貢献をなすためにはどうのような方向をめざし，どのような
改革を断行せねばならないのかについて提言をしていただき，さ
まざまな角度から徹底した議論を行う．
＜13 : 30＞
1． 主旨説明 …………………木村　学（研究企画委・東大）・

坂　幸恭（事業計画委・早大）
＜13 : 45＞
2． 21世紀の地質学の発展と地質学界 ……丸山茂徳（東工大）
3． 21世紀の地質関連巨大科学：新海底掘削計画と地質学界
…………………………………………平　朝彦（東大学海洋研）

＜14 : 45＞
4． 21世紀に日本の地球科学が担うべき役割
……………………………………………ロバート ゲラー（東大）
5． 21世紀の地質学界と地質学会のありかた
…………………………………………小松正幸（会長・愛媛大）

休憩
＜16 : 00_17 : 30＞
コメントおよび総合討論　　司会：木村　学，坂　幸恭

3月27日（土）

シンポジウム

井深大ホール　9 : 00_12 : 30

「クリーンナップ・ゴールを獲得した有機

塩素化合物による地質汚染浄化」
世話人（ABC順）：江原俊光（我孫子市）藤井昭二（富山大名誉

教授）・福間　進（大阪市大）・古野邦雄（千葉水研地質環

境）・日暮　淳（ヒグレ地質）・堀口寿彦（村尾技研）・石橋

毅（九大）・岩松　暉（鹿児島大）・姜　永根（大周）・楠田

隆（千葉水研地質環境）・間中理哉（ミヤマ）・湊　秀雄（東

大名誉教授）・三田村宗樹（大阪市大）・籾倉克幹（基礎地盤

コンサルタント）・森本辰雄（アステック）・楡井　久（茨大

広域水圏センター）・西田道夫（国際航業）・緒方信一（中央

開発）・奥村興平（応用地質）・大岡健三（AIU）・佐藤　泉

（弁護士）・佐藤賢司（千葉水研地質環境）・島田允堯（九

大）・品田芳二郎（テクノアース）・鈴木喜計（君津市環境

部）・高嶋恒太（野田市）・田結庄良昭（神戸大）・田崎和江

（金沢大）・手塚裕樹（アジア航測）・中馬教允（福島大）・上

砂正一（明治コンサル）・吉田充夫（地質コンサルタント）

＜趣旨＞　工場敷地内や周辺で高濃度の地下水汚染が相次いで発
覚する一方，全国調査からは環境基準値を超過する井戸が毎年見
つかっている．土壌汚染や地下水汚染と呼ばれる地質汚染の頻発
に対しては，従来，対症療法的な施策や調査対策が講じられてき
たが，沈静化はおろか依然として猛威を振るい拡大の一途を辿っ
ている．その原因が，欧米諸国でみられる汚染浄化に有効な法律
が存在しないことが挙げられるが，社会制度ばかりではなく，地
質汚染のメカニズムに忠実な汚染機構解明調査や有効な浄化対策
が実施されていないことも大きな理由となっている．有機塩素化
合物による地質汚染浄化では，わが国でも，最近クリーンナップ
ゴールを獲得した現場が出現してきている．討論会では，現場で
10年以上にわたり研鑽を重ねた本分野の草分けの研究者らによ
る調査や浄化技術・概念・法的側面・成功例や失敗例などの発表
を交え，完璧な汚染浄化を獲得するにはどうすべきかについて議
論を深めたい．
＜9 : 00_10 : 00＞
1． ＜基調講演＞地質汚染とクリーンナップゴール
…………………………………………鈴木喜計（君津市環境部）
2． いくつかの現状把握型の有機塩素化合物による地質汚染完
全浄化 ……………………楡井　久（茨大広域水圏センター）

＜10 : 00_11 : 00＞
3． 売買対象地における有機塩素化合物地質汚染の完全浄化に
ついて
…………楠田　隆1）・香村一夫1）・江原俊光2）・鷹谷　肇2）・

吉田充夫（コンサルタント）・
楡井　久（茨大広域水圏センター），
1）千葉県水研地質環境，2）我孫子市

4． 地質汚染浄化の成功例と失敗例 …………大岡健三（AIU）
＜11 : 00_12 : 00＞
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5． 地質汚染浄化のための調査手法の基本
…………………………………………上砂正一（明治コンサル）
6． 汚染浄化の法的責任 ……………佐藤　泉（弁護士事務所）
＜12 : 00_12 : 30＞
7． 総合討論

第2会議室　9 : 00_12 : 30

「日本の地質特性と地層認定のパラダイム」

世話人：日本地質学会地層名命名規約策定委員会 （代表：天野

一男）

＜趣旨＞　日本地質学会地層命名規約は47年前に制定されたが，
それ以後内容についての検討がなされておらず，現在ではその存
在すら知る人が少ない．その結果，近年，地層名命名について多
くの混乱が生じている．一方，国際的にはIUGSから1976年に
International Stratigraphic Guideの初版が出版されて以来検討が
重ねられ，1994年には第2版が出版された．日本地質学会として
も早急に国際対応することが求められている．本シンポジウムは，
日本の地質の特性と近年の地質学の進歩を考慮に入れた地層の認
定法と地層名命名法について，さまざまな観点から検討すること
を目的としている．多くの会員の討論への参加を呼びかけたい．
＜9 : 00_10 : 20＞
1． 地層の認識と地層名命名規約 …………天野一男（茨大理）
2． 火山岩堆積相の解析と地層認定 …山元孝広（地調地質部）

コメント：鹿野和彦（地調地質部）
3． 付加体の認定 ………………………木村克己（地調地質部）

コメント：村田明広（徳島大総合科学）
＜10 : 20_10 : 30＞　休憩
＜10 : 30_12 : 00＞
4． 不整合境界単位とシーケンス層序学
………………………………………………保柳康一（信州大理）

コメント：荒戸裕之（帝国石油）
5． 人工地層の認定 ………楡井　久（茨大広域水圏センター）

コメント：趙　哲済（大阪市文化財協会）
6． 地質基準と地層名命名規約 …………新妻信明（静岡大理）
7．新日本地質学会地層名命名規約
………………………………小笠原憲四郎（筑波大地球科学）・

能條　歩（北教育大岩見沢）
＜12 : 00_12 : 30＞
8． 総合討論　司会：平野弘道（早大教育）・天野一男（茨大
理）

井深大ホール　13 : 30_17 : 00

「首都東京と首都移転候補地の

地質環境的立地適正」

世話人：足立勝治（アジア航測）・岩松暉（鹿児島大）・上砂正

一＊
　

（明治コンサル）・佐々木和彦（応用地質）千木良雅弘

（京大防災研）・中馬教允（福島大）・楡井　久＊（ 茨大広域

水圏センター）・籾倉克幹＊（基礎地盤コンサル）＊世話人代

表

＜趣旨＞　首都圏には，3,500万人もの人が集まり，東海道メガ
ロポリスの中核を形成している．この圏域には，今まで洪水災害
や大地震による被災率が高く，天然ガスや地下水の過剰開発によ
る地盤沈下が現在なお尾をひき，ゴミ処分場の確保も限界に達し
ている．東京圏への一極集中化による人口の過密化，地質災害
（Geological Hazards）の危険性や環境問題といった多くの問題を
抱えている．国はこの問題を解決すべく，首都機能の移転に関す
る法的整備をすすめ，移転先候補地を選定審議し，移転の候補地
として3ブロックが明らかにされた．しかし，この問題は，都市
防災，都市再開発の側面から賛否両論があり，社会問題ともなっ
ている．地質学に携わっているわれわれは，日本列島の地質環境
（Geo-environment）を預かっている立場でもあり，政治・経済的
問題を別として，純然たる地質学的観点から「首都東京と移転候
補地」の地質環境を側面から見直し，奈良，京都，西安などの古
都を含めて首都として具備すべき環境地質学的立地条件を議論す
る必要がある．地質学に携わる者は，このシンポを成功させ，そ
して今後継続して安全な首都立地を保証し，21世紀の町づくり
の基本概念形成に役立てる責務がある．
＜13 : 30_14 : 20＞
1． シンポジウム趣旨説明─首都の立地適正─
……………………………楡井　久（茨大広域水圏センター）・

上砂正一（明治コンサル）
2． 奈良・京都・西安など古都の遷都からみた環境地質学的考
察………………………………籾倉克幹（基礎地盤コンサル）

＜14 : 20_15 : 10＞
3． 首都機能移転に関するこれまでの経時と今後の展望
………………………………清水郁夫（国土庁大都市圏整備局）

＜15 : 10_15 : 20＞ 休憩
＜15 : 20_16 : 30＞
4． 21世紀の町づくり展望と首都の具備すべき地質環境を検
証する
北東ブロック ………………………………天野一男（茨大）
東海ブロック ……………………………牧野内猛（名城大）
三重・畿央ブロック ………………三田村宗樹（大阪市大）

＜16 : 30_17 : 00＞
5． 総合討論　世話人一同

第1会議室　13 : 30_17 : 00

「21世紀の地球科学と深海掘削」

世話人：平　朝彦・木下　肇・木川栄一・玉木賢策・斉藤実篤

（提案：現行地質過程部会，海洋地質部会）

＜趣旨＞　21世紀には，地球科学は現行諸過程のより定量的な
解明，複雑なシステムの挙動の理解，予測科学への進展など新し
い局面を迎える．我が国がこれに対して大きな貢献を行なうため
には，技術開発と研究教育の両輪による新しい学術推進体制の確
立が望まれる．現在のODPと我が国の提案するOD21（ライザ
ー掘削船を用いた深海掘削）を統合した新しい国際深海掘削計画
（IODP）は，21世紀地球科学の中核を形成するであろう．本シ
ンポジウムでは，2003年以降のIODP計画，IODPにおける国内
研究体制についての発表と討議を行ない，我が国における地球科
学の推進体制を具体的に考える機会とする．
＜13 : 30_14 : 20＞
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1． ODPからIODPへ
…………………………………………平　朝彦（東大海洋研）・

木下　肇（海洋科学技術センター）
2． ライザー掘削船の設計
………………………………高川真一（海洋科学技術センター）

＜14 : 20_15 : 20＞
3． 大深度石油掘削技術の動向と展望
………………………………………市川祐一郎（日本海洋掘削）
4． 孔内計測と孔内長期観測
………………末廣　潔（東大海洋研）・斉藤実篤（東大海洋研）
＜15 : 20_15 : 30＞　休憩
＜15 : 30_16 : 30＞
5． 地震発生帯への掘削
………芦　寿一郎（東大）・小平秀一（海洋科学技術センター）
6． IODPと国内研究体制の整備
…………………………徐　垣（九州大）・ 好幸（京都大）

＜16 : 30_17 : 00＞　　
総合討論：21世紀の地球科学と深海掘削─とくに国内研究体
制の確立に向けて─

第2会議室　13 : 30_17 : 30

「カザフ共和国コクチェタフ超高圧変成帯

研究の最近の進展とその地球科学的意義」

世話人：小笠原義秀（早大）・丸山茂徳（東工大）・Liou, J. G.

（Stanford Univ., USA）

＜趣旨＞　古生代初期の衝突型造山帯であるカザフ共和国北部の
コクチェタフマッシフは，変成ダイアモンドを多産する唯一の超
高圧変成帯であることや，世界の変成岩のなかでも最も高い圧力
条件を経た岩石が産出することで注目を集めている．ここから読
み取ることができる諸情報は，他地域では得られない地球深部の
情報をもたらすこや，深部沈み込みに伴うマントル交代作用と物
質循環等の地球科学上の大きな問題の解明につながることが期待
される．1997年，1998年の2度にわたる日本の地質調査隊の成果
を基にして，最近のコクチェタフ変成帯研究の進展を総括すると
ともに，その研究意義をテクトニクス，岩石学・鉱物学，地球化
学の立場から総合的に討論し，今後の研究の方向性を明確にする．
*本シンポジウムは英語で行われます．
＜13 : 30＞Introduction ……………Ogasawara, Y. (Waseda Univ.)
＜13 : 35_14 : 50＞
1． Overview of UHPM studies and significance of the
Kokchetav UHP massif
……………………………………Liou, J.G. (Stanford Univ., USA)
2． Subhorizontal structure of the Kokchetav metamorphic belt,
central Asia : evidence for wedge-extrusion exhumation of the
ultrahigh-pressure rocks
……………………………………Kaneko, Y. (Tokyo Inst. Tech.), 

Yamamoto, H. (Kagoshima Univ.), 

Ishikawa, M. (Yokohama Natl. Univ.),
& Anma, R. (Tokyo Inst. Tech.)

3． Petrology and thermobaric structure of the Kokchetav UHP-
HP massif and adjacent units
…………………………………………Ota, T. (Tokyo Inst. Tech.), 

Terabayashi, M. (Kagawa Univ.), 
Masago, H. & Parkinson, C.D. (Tokyo Inst. Tech.)

4． Progressive P-T records of the Kokchetav UHP-HP meta-
morphism - study of mineral inclusions in zircon
…………………………………Katayama, I. (Tokyo Inst. Tech.), 

Zayachkovsky, A.A. (NEDRA, Kazakhstan), 
& Maruyama, S.(Tokyo Inst. Tech.)

5． Coesite inclusions and prograde compositional zonation of
garnets in white schists of the Kokchetav Massif, Kazakhstan:
a unique record of progressive UHP metamorphism
………………………………Parkinson, C.D. (Tokyo Inst. Tech.)

＜14 : 50_16 : 05＞
6． UHP experiments of MORB+H2O system and its application
to estimation of peak pressure condition of the Kokchetav
UHP rocks……………………Okamoto, K. (Tokyo Inst. Tech.)
7． Petrology of eclogite and Ti-clinohumite-bearing rock from
Kumdy-kol, Kokchetav Massif, Kazakhstan - some mineralogi-
cal records of UHP conditions
……………………Nakajima, Y. & Ogasawara, Y. (Waseda Univ.)
8． Petrology and stability relations of diamond-bearing and dia-
mond-free carbonate rocks from Kumdy-kol in the Kokchetav
UHP terrane, Kazakhstan
…………Ota, M., Ogasawara, Y. & Fukasawa, K. (Waseda Univ.)
9． Morphology and laser Raman study of microdiamonds in
pelitic gneiss and dolomite marble from Kumdy-kol in the
Kokchetav UHP terrane, Kazakhstan
………………………Ogasawara, Y. & Ishida, H. (Waseda Univ.)
10． Occurrence of diamond-bearing lamproite from the
Kokchetav massif and its significance as the evidence for ultra-
potassic magmatism along continental collision zone
…Kasymov, M.A., Bespaev, K. (Inst. Geosciences, Kazakhstan)

& Ogasawara, Y. (Waseda Univ.)
＜16 : 05_17 : 05＞
11． Isothermal decompression of Su-Lu UHP eclogite
……………………Hirajima, T. and Nakamura, D. (Kyoto Univ.)

12． Sinking eclogite and rising gneisses - exhumation of region-
al UHP terrains …………………………Wallis, S. (Kyoto Univ.)

13． Thermal modeling of ultrahigh-pressure metamorphic P-T-t
paths……………………Peacock, S. (Arizona State Univ., USA)

14． Subduction zone metasomatism deduced from UHP-HP
metabasites, Kokchetav, Dabie and Sanbagawa metamorphic
terranes ……………………………Maruyama, S., Okamoto, K. 

& Yamamoto, J. (Tokyo Inst. Tech.)
＜17 : 05_17 : 35＞
総合討論
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第106年学術大会のお知らせ：テーマセッションの公募！

行事委員会

平成11年10月9_11日に名古屋大学で開催予定の日本地質学会第106年年会での一般講演セッションについてお知らせします．
第105年（松本）大会で行われた各セッション世話人の報告（詳細はニューズ誌11月号掲載報告記事を参照）および各方面よりよせ

られた様々なご意見・ご批判について行事委員会で議論しました．とくに松本大会では一般講演をすべて公募セッション方式で行った
ため，「適当な講演セッションを見つけられなかった」，「特定の仲間うちだけでセッションがひらかれた感がある」などの不満の声が
ありました．
これらの指摘と，行事委員が実際に会場で見聞きしたことを検討した結果，来年度はこの方式を修正し，以下の要領で行うことにし

ました．簡単に述べると，より従来の方式に近い形に戻すことになります．このように開催方式をたびたび変更することは，参加者の
混乱を考えるとけっして好ましいことではありませんが，より良い方式を模索する上での過渡期の処置として御理解ください．
一般講演については，各専門部会（層序，堆積，石油，古生物，岩石，火山，構造，地域，現行過程，情報，応用，環境，海洋）が

一般的なテーマを掲げたセッション（定番セッションと略称）を約30程度用意し，さらに特定の研究領域に焦点をあてたテーマセッ
ションを10程度公募します．テーマセッションの応募数が多い場合は，行事委員会で検討し，重要度あるいは緊急度の高いものから
順に選びます．つきましては，テーマセッションをひろく公募しますので，魅力的な企画をご提案ください．お申し込みの内容は次の
とおりです．
＜テーマセッション公募要領＞

1．セッションの名称，2．内容の概要（400字以内），3．予想される聴衆の数，4．世話人の名前，5．代表連絡者名と連絡先を列記し，
地質学会事務局，行事委員会あて申込んでください．
ひとつのセッションの規模については，午前は2時間（講演数は8）以内，午後は3時間（講演数12）以内となります．申し込みの

締め切りは3月25日必着とします．

＜個人講演の申込み方法が変わります＞

従来申し込みハガキの処理などの事務手続きが相当量に及び，現在の事務局および行事委員会の陣容では対応が困難になっています．
そこで，その業務を軽減化するため，①本年度から個人講演申込みと講演要旨の提出を同時に行うことにし，②講演申込・要旨の締め
切りは6月末を予定しています．詳細はおってお知らせますが，この点は従来の方式と大きく異なるのでご注意ください．また各セッ
ション内のプログラムの作成は本年同様，各世話人に依頼します．なお各会員の個人講演は，ポスターを含めすべて1人1講演とし，
また招待講演の対象は非会員に限ることにします．

＜名古屋大会準備委員会の取り組み（準備委員会ニュース参照）＞

準備委員会では意欲的に新たな企画展示や斬新なスタイルの巡検をいくつも準備されています．初日のシンポジウムのテーマは公募
せず，開催校側で企画されています．個人講演は2日間行われますが，とくにポスター発表を重視する方針が掲げられています．前回
の松本大会と比べると一般講演は2日間と1日短く，さらにポスターの重視のため，口頭発表のための総時間枠は従来の2/3程度に制
限されています．多くのポスター講演が申し込まれることが期待されています．両日とも昼食前後にポスター発表のコアタイムを設け
ますので，松本大会の時のように一般講演セッション内でのポスター・プレビューは行いません．
名古屋大会に関する詳しい情報は，逐次ニュース誌にて報告しますので，御注意ください．

第106年学術（名古屋）大会準備委員会ニュース

昨年12月号でお知らせいたしましたように，1999年10月9日～11日に名古屋大学を主会場として，第106年学術大会が開催されま
す．9日は名古屋市公会堂にて講演会を，10～11日は名古屋大学東山キャンパスにて一般講演（口頭発表及びポスター発表）を行いま
す．名古屋大会では大会実施にあたり，一般講演のスケジュールに関していくつかの点の変更を検討しています．
一般講演は午前2時間，午後3時間を口頭発表の時間とし，ポスターセッションのコアタイムを昼食を挟んで，前後各1時間あわせ

て1日あたり2回とる予定です．そしてポスター発表を講演番号により二分して，どちらかで説明することにより，発表者自身も他の
ポスターをみる機会が増えます．また，従来のポスターセッションの会場は狭く，とても長時間議論できる環境ではないという意見も
ありました．これらの点をできるだけ解決し，快適な環境で議論を深めることのできるポスターセッションを考えました．体育館の使
用です．これにより掲示用ボードの一人あたりの面積や通路の間隔，天井までの高さなどは従来の教室での会場とは比較できないスペ
ースが確保できます．できるだけ多くの方にポスター形式での発表をしていただき，熱い議論によって体育館が熱気に包まれることを
期待しています．名古屋大会についての疑問や依頼がありましたら，下記までご連絡ください．
日本地質学会第106年学術大会（名古屋）準備委員会　庶務係　竹内　誠
電話 052_789_2525, Fax 052_789_3033, E-mail:takeuchi@eps.nagoya-u.ac.jp
〒464_8602 名古屋市千種区不老町　名古屋大学大学院理学研究科地球惑星理学専攻
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表紙解説

パキスタン北部，コヒスタン弧，チラス複
合岩体中に見られる堆積構造を示す層状ガ
ブロ

パキスタン北部，コヒスタン弧はネオテーチ
ス海に発達した島弧で，インドプレートとユー
ラシアプレートの衝突境界にあり，南をMain
Mantle Thrustにより，また北をNorthern Suture
によって境され，南から北へと地殻の下部から
上部の断面が露出していると考えられている
（Tahirheri et al., 1979 ; Coward et al., 1982, 1986 ;
Bard, 1983 ; Treloar et al., 1996）．ここで紹介し
たチラス複合岩体はコヒスタン弧の中部に位置
し，比較的均質な岩相を示すガブロノーライト
を主岩相とし，変異に富んだ超苦鉄質-苦鉄質岩
を伴う岩体（Khan et al., 1989 ; Kubo et al., 1992）
で，幅（南北）約40km，長さ（東西）約300km
に達する．チラス複合岩体中のグラニュライト
のSm_Nd全岩_鉱物アイソクロン年代として約
70Maが報告されている（ Yamamoto and
Nakamura, 1996 )．南部に分布するジジャール複
合岩体からカミラ角閃岩体さらにチラス複合岩
体にかけては，地殻の下部から中部に相当する
圧力_温度条件が推定されている（Yamamoto,
1993）．チラス複合岩体のガブロノーライトの成
因に関しては島弧下のマグマ溜まりにおける結
晶作用の結果できたという説（Khan et al.,
1989；久保，1998など)や島弧内リフテイングと
それに伴うマントルダイアピルによってできた
（Khan et al., 1993 ; Treloar et al., 1996），もしく
はダイアピルの頂部（Burg et al., 1998）という
説がある．岩石の特徴はガブロノーライトはカ
ルクアルカリ質，超苦鉄質-苦鉄質ユニットは島
弧ソレアイトと考えられている（Khan et al.,
1993)．またガブロノーライトの形成に引き続い
て貫入したと推定される岩脈（角閃岩）には島
弧ソレアイトの化学組成的特徴を持ち，マント
ルカンラン岩と共存できうるものもある
（Sawada et al., 1993）．
超苦鉄質-苦鉄質ユニット中に見られる層状構

造や堆積構造についてはKhan et al.（1989），
Khan and Jan（1992），Kubo et al.（1992），
Sawada et al.（1994），中島ほか（1996）などに
よって報告されている．ここで示したものは転
石ではあるが，塊状ガブロ中のチャネル構造を
持つ層状ガブロである．暗褐色部はカンラン石
や輝石の多い層，白色部は斜長石の卓越する部
分である．堆積層に見られるものと類似した級
化構造，（トラフ型）斜交層理，フレーム構造が
認められる．ただし，Burg et al.（1998）はカン
ラン石の捕獲結晶を含む級化構造を持つガブロ
は集積岩ではなくノーライトマグマによって同
化作用を受けたカンラン岩レリックであると考
えている．またNiida et al.（1996）は超苦鉄質_

苦鉄質ユニットはガブロノーライトマグマ中に
貫入した超苦鉄質クリスタルマッシュであると
いうモデルを提起している．いずれにしても著
しく不均質な超苦鉄質-苦鉄質岩を伴う比較的均
質で巨大なガブロノーライトがどのようにして
できたのかは，島弧の発達を考える上で興味あ
る問題である．
この写真はJICAパキスタン地質研究所プロジ

ェクトの一環として，1991年行われた野外調査
（日本地質調査所の久保和也氏，高橋祐平氏，パ
キスタン地質研究所のA.B. Kausar氏と筆者が参
加）の際に撮影されたものである．
〔撮影と解説〕

（島根大学総合理工学部　沢田順弘）
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Ⅰ． 新・財政問題検討委員会の発足
1998年6月20日の第2回定例評議員会で

承認された．
委員：上砂正一（委員長），秋葉文雄，磯
u行雄，久保和也，嶋本利彦，高橋正樹，
水野篤行，吉田武義

Ⅱ． 前委員会の業績
日本地質学会の財政が逼迫しており，こ

のままでは日本地質学会の財政が破綻する
のは時間の問題となってきた（会計委員会
報告，地質雑，103巻8号）．このような状
況を受けて，1997年12月に財政問題検討
委員会（野村　哲委員長）が発足し，1997
年度第4回定例評議員会において財政状況
改善のために緊急答申が報告された．この
内容は，1998年のニュース誌no. 4に詳し
く報告されている．
答申には学会運営の基本姿勢が示され，

以下の骨子からなる財政改善となってい
る．
1． 会費について赤字解消を会費値上げだ
けに頼ることは避ける，学会の必要経費
を，会費の形で会員に一様に負担を強い
るべきでない．
2． 活動区分ごとに財源を区分し，それぞ
れについて財源を決めるべきである．
3． 学会の基本活動は①地質学雑誌の発
行，②ニュース誌の発行，③学会事務局
の維持（事務所賃貸料，事務経費，人件
費，退職金積立金，ほか）とする．
4． 論文の出版，学会参加は受益者負担の

原則を貫く．
5． 総会，学術大会の開催経費，特定グル
ープが関与した活動は独立採算を原則と
する．また，事務局に事務的負担をかけ
る場合は，事務局経費の一部を負担する．
6． 委員会への旅費支給．
7． 学会としての事業．
8． 有益な広告の増加．学会ニュース誌を
活用し広告の大幅増加をはかる．
9． 寄付金の受け入れ体制の確率と税法を
考慮した受け入れ体制の検討・整備．

Ⅲ．本委員会の検討課題
野村委員会の答申を受けて，財政再建の

原則を見直し，具体的な財政再建策を策定
し評議員会に提案し，さらに総会で審議を
お願いすることが本委員会の任務である．
本委員会では，野村委員会提案の基本原

則を承認した．学会の財政再建については，
9月の臨時評議員会で中間報告をおこな
い，その中で，会費を現行の10,000円から
12,000円にすること，事務諸経費を節減す
るために移転を実行することなどを提案し
た．105年会ポスターセッションでは日本
地質学会の財政事情を訴え，同時に，会費
値上げ，学会運営の基本姿勢，法人化など
のアンケート調査をおこなった．さらに，
1998年のニュース誌No. 10に財政問題検
討委員会中間報告とアンケート調査を実施
した．

Ⅳ．会費値上げについて
日本地質学会の財政が逼迫している．地

質学会の財政は主として会員が支払う会費
でまかなわれている（収入の51％，第1図）．
このため，財政が逼迫してくるたびに，会
費の値上げに頼らざるを得ない状態が今ま
で続いてきた（第2図）．
学会運営の基本的活動をまかなうための

費用を平成10年度予算を参考に試算して
みると，7,358万円となる．ただし，文部
省助成金，雑誌売り上げ，広告料収入など
会費以外の収入があり，会費でまかなうべ
き管理費，人件費など基本的活動に必要な
費用を算出するために，これらの金額を
（1,282万円）を差し引くと6,076万円にな
る．
すなわち，会費のみで6,076万円調達す

る必要がある．これを会員数（正会員換算）
で除すと，一人あたり11,130円となり，そ
の他諸条件を加味すると最低でも2,000円
の値上げが必要となる（詳細は1998年ニ
ュース誌10号参照）．
しかし，2,000円の値上げは前述したよ

うにこれから，学会の基本的活動を維持し
ていくための費用であり，事務所賃貸料・
出版費などの経費削減をはじめ，論集の発
行，年会開催，シンポジウムなどのイベン
トについては独立採算制の確立・受益者負

日本地質学会の財政改善について
（中間報告）

1998年度財政問題検討委員会

委員長　上砂正一

はじめに

1997年度の野村財政問題検討委員会の答申を受け，新財政問題研究委員会が第2
回定例評議員会で承認されスタートした．新委員会では野村委員会の答申を実行す
べく新たな課題が与えられた．

第1図　平成10年度予算収入内訳

第1表　学会運営に必要な経費
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担の原則があってこそ成り立つ．これが期
待できないならば，従来通り近い将来に再
度会費値上げを考慮しなければならない．
日本地質学会第105年年会およびニュー

ス誌において財政問題に対するアンケート
をおこなった結果，年会で16人，Faxで3
名合計19人の方から回答があった．1，3，
4，6の回答をまとめたのが第3図である．
会費の使い道についてはほとんどの方が
賛成を示されたが，値上げについては
52.6％の賛成があった．賛成の方で値上げ
金額については妥当だとする方は90％で
ある．法人化については73.6％が賛成と答
えている．

Ⅴ．法人化の意見について
地質学会の財政改善については1998年

のニュース誌no. 10で財政問題検討委員会
の中間報告で税制面から見た法人化につい
て示した．今回のアンケートで法人化に対
する意見は以下のようなものがあった．
1）地質系の社会人，大学人は産業と切り
離された中にあったがため，社会活動に活
動できる力量も弱く力を発揮できなかった
と思うので，自力で地道な財政活動を，積
み上げる方式こそベターと思う．ニュース
誌もすばらしいと思うが今の実力では，も
っと手軽なものにすべき．工学系，物理科
学系などとは，社会的な基盤が全くちがう
ので比較すべきではない．
2）法人化を検討している委員会から見込
み，見なおしについてなにも提案されてい
ない．
3）応用地質や教育分野の会員に対するサ
ービスの徹底と税金対策として予算枠を
8000万以下におさえる．
4）事業収益を得るということよりは，地
学を国民の中にどのように広めていくかを

現状のままでももっと積極的に検討すべ
き．委託研究などがあったとしても，それ
にたずさわった人が収入をどれほど地質学
会に還元してくれるのでしょうか．
5）法人化しても従来の学会活動と事業は
運営方法を明文化する．
6）講習会，実験・分析の開催，地球科学
の啓蒙VTRや書籍，標準サンプル等の販
売事業（社会のニーズに応えるもの）をお
こなう．
7）（法人化は）止むを得ない，会員の意見
が常に反映され，運営が民主的におこなわ
れるよう組織作りも含めて保証されるよう
配慮すべき．

委員会としては税制面から見た法人化を
提案しているので，法人化推進については
検討委員会の範疇を越えており，学会とし
て法人化に対する意見を十分に検討して法
人化推進を考えるべきである．

ⅤⅠ． 財政改善に向けての提案事項
地質学会の財政事情は第105年年会での

ポスターセッションで報告したとおり，こ
のままの状態で推移すれば，近い将来には
財政破綻することは明らかであり，早急に
健全な財政状況となるように対策をとるべ
きである．その対策としては野村委員会が
答申した財政改善の骨子をまず認めてもら
うことが前提条件になる．
また，学会としての事業推進については，
人格のない社団等は寄付金の受け入れ団体
になりえず，企業（寄付を出す側）にとっ
ては経費として認められないので，寄付を
受けにくい．さらに，委託事業の受け入れ
団体にもなれないので事業化も困難とな
る．
地質学会が，将来的に会費の値上げをし

ないで事業収益等を得ようとするならば公
益法人化を前向きに検討するべきである．
最終的な答申は第4回評議員会でおこな

うが，106年総会では学会運営の基本姿勢
の承認と平成12年よりの正会員の会費を
12,000円に値上げする会則変更の議題を提
案する．

第2図　収入・支出の差額（経年変化）と会費の変遷

第3図　財政アンケート結果
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福井市自然史博物館は，福井市街地の南
に位置する孤立丘陵・足

あす

羽
わ

山
やま

にあります．
足羽山は，地質的にはいわゆるグリーンタ
フの仲間である笏

しゃく

谷
だに

石
いし

（火山礫凝灰岩）か
らなります．またこの山は，人々の生活と
深くかかわってきた里山でもあり，豊かな
自然環境の残る憩いの場として市民に親し
まれています．
当館は昭和27年に，「福井市郷土博物館」
として誕生し，以来，自然とのかかわりを
明らかにするために，多くの方々の協力を
得ながら，福井の自然史に関する資料を調
査・収集・保管し，自然史の普及に務めて
きました．
平成4年の夏，長年の要望が叶い，建物

の改装と常設展示の全面的な展示替えが実
現，館名も現在の「福井市自然史博物館」
に改めました．
新しくなった博物館のエントランスホー

ルは，外光を取り入れた明るい設計で，ガ
ラス戸を通して外の足羽山が見え，また，

一角の階段を上がるとカーテンウォールを
通して福井市街地はもちろん，遠く白山

はくさん

や
荒島岳
あらしまだけ

を中心とする福井県東部の山々を観
望することができます．

＜常設展示＞
常設展示は，福井の自然やおいたちに関

するいくつかのテーマを選び，そのテーマ
のもと，それぞれそこに一つの自然を読み
とれるようなユニットを構成しています．
大きく「足羽山のあらまし」，「郷土のおい
たち」，「郷土の自然」の3つの大テーマか
ら構成されています．地質部門の展示であ
る「郷土のおいたち」は，「南からやって
きた大地」，「アンモナイトの栄えた海」，
「日本海の誕生」，「人々の生活と福井平野」，
「福井の地質と有用鉱物」というタイトル
で，5つのコーナーに分かれています．地
元福井の大地を題材にしながらも，なるべ
く地球規模の話題にまで発展させたいとい
う意図で構成したつもりです．例えば，

「南からやってきた大地」では，石灰岩の
分布・放散虫革命・古地磁気データなどを
基に，福井県の南半分の土台（＝美濃地域）
は赤道付近より移動してきたことを紹介．
また「日本海の誕生」では，いわゆる日本
海の拡大や日本列島の回転・折れ曲がり説
を3葉のパネルで解説し，3つの時代の県
内産植物化石・貝類化石を陳列していま
す．
常設展示のほか，春の花見の頃（足羽山

は桜の名所となっています）と夏休み，そ
して秋10月頃には，特別企画展を開催し
ています．

＜映像展示＞
映像展示には，ビデオシアターとビデオ

ライブラリーがあります．前者は，「アド
ベンチャー・シップ」という愛称で，小学
校低学年でも楽しみながら自然に興味を持
ってもらえるよう特に設計されたもので，
約20分のオリジナルソフトを3種類用意し
てあります．一種の疑似体験をすることで
自然史への眼を開いてもらおうというもの
です．座席は44席で，1学級がゆったり座
れるようになっています．団体見学や日曜
日を中心に上映しています．180インチの
スクリーンと博士とその助手であるユーモ
ラスなヒヨコロボットが冒険の旅に誘いま
す．後者は，光デイスク方式で，約5分間
のソフト14本（内オリジナルソフトは4本）
で運営しています．

＜普及活動＞
現在，職員は非常勤の館長を含め6名で，
うち学芸員は3名です．自然観察会，天体
観望会，草木染め教室などを中心に，年間
30回近くの普及行事を組んでいますが，
この中の「ジュニア自然教室」を紹介しま

博物館紹介⑰

福井市自然史博物館
Fukui City Museum of Natural History 

福井市自然史博物館　梅田美由紀

福井市自然史博物館
足羽山は，桜（ソ
メイヨシノ）の名所
の一つで，4月始め
は花見客が多い．カ
ーテンウォールが足
羽山の緑を映しだし
ている．

常設展示
（左）「郷土のおいたち」では中央には地球と時間の流れとをイメージしたオブジェが配されている．（右）「足羽山のおいたちと自然」では，自然史博物館
の“ホーム・グラウンド”である足羽山の地質と四季の動植物を紹介したコーナー．おすすめのハイキングコースや地質ルートマップが示されている．
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す．これは小学校5，6年生を対象に，学
校ではできないことを体験してもらおうと
始めました．会員制で，4月に会員募集す
ると，複数の学校から20～30名の応募が
あります．たいてい理科好きの小学生が参
加してくるので，毎回（年8回）の出席率
も良く，博物館スタッフも楽しんで実施し
ている行事です．具体的な内容は，「化石
のレプリカづくり」，「笏谷石探訪」，「漂着
物探し」，「葉脈標本作り」，「水鳥観察」な
どです．この教室も4年目になり，新しい
メニューを開発したいところです．

＜研究活動＞
研究活動は，各学芸員が休日などを当て
細々と続けているのが現状です．このよう
な状況の中で，当館が自慢できるものとし
て，開館以来毎年継続して公刊している
「研究報告」があります．これには，学芸
員の調査報告や県内の自然史愛好家の研究
成果が掲載されています．福井県における
半世紀の自然史研究の足跡が凝縮された公
刊物で，県内の自然史愛好者の発表の場と
記録としての役割を担ってきたと自負して
います．この研究報告は非売品ですが，必
要な方へのコピーサービスは可能です．

＜これからの課題＞
リニューアルオープンの結果，入館者は
急増しましたが，その後は年々減少してい
ます．しかし，狭い展示スペースながら，
リピーターが少なくないことやボランティ
アで博物館活動を支えてくれる人がいるこ
とには勇気づけられます．これからの課題
は，たくさんあります．その中でも職員
（学芸員）の増員，収蔵庫の拡充，常設展
示の更新などは，博物館活動の充実，サー
ビス向上のための基本的な要求ですが，今
の財政状況では，とても望める現状ではあ

りません．
足羽山の自然調べや町中の自然調べな

ど，市民を交えて調査でき，少しでもデー
タが残せるような「調査活動を兼ねた普及
行事」を充実させてゆきたいと考えていま
す．その他，「郷土のおいたち」では，福
井平野を素材に，地震や自然災害と絡めて
第四紀のコーナーをもっと充実したいとい
う希望があります．

＜利用案内＞

観覧時間：午前9時～午後5時（入館は4時
30分まで）

休 館 日：毎週月曜日（但し祝日と重なると
きはその翌日），国民の祝日の翌
日，年末年始

入 館 料：高校生以上　100円（大人20名以

上の団体は半額），中学生以下
無料

交　　通：北陸本線福井駅下車　徒歩30分
または，京福バス赤十字病院行き
公園下下車　徒歩10分

所 在 地：〒918_8006 福井市足羽上町147
電　　話：0776_35_2844

岩石15ゲーム
県内産の岩石を研磨してつくった，15ゲーム．

うまく並べると，火成岩，堆積岩，変成岩とい
う分類ができる．触れる展示物は，かなり乱暴
に扱われ，破損するものも少なくないが，この
15ゲームは今のところ健在．

九頭竜地域のジュラ紀中期アンモナイト
右下は，Pseudoneuqueniceras yokoyamai (Kobayashi et Fukada)で九頭竜地域に特徴的な種類です．

ジュニア自然教室
「葉脈標本づくり（左）」と「漂着物探し（右）」の一コマ．この日は，朝から子供の
声が絶えない．
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協力：ロサンゼルス郡立自然史博物館
後援：水産庁遠洋水産研究所

茨城県自然博物館友の会
会期：1999年1月9日（土）～4月4日（日）
場所：ミュージアムパーク茨城県自然博物

館　企画展示室
〒306_0622 茨城県岩井市大崎700
番地
電話 0297_38_2000

開館時間：午前9時30分～午後5時（入館
は午後4時30分まで）
休館日：毎週月曜日（ただし，3月 22日
（月）は開館，3月23日（火）は休館し
ます）
入館料：大人710円（570円），高・大学生
430円（290円），小・中学生140円（70
円）
※（ ）内は20名以上の団体料金です．
この料金には常設展，野外施設入場料が
含まれています．3月21（日）は，入館
無料となります．

記念イベント：3月21日（日）空とぶ鯨を
飛ばそう（雨天順延）

鯨類は，陸上に棲むひづめをもつ有蹄類
であるメソニクス類から進化したと考えら
れています．
現在発見されている最古の鯨類化石は，

パキスタンの今から約5,200万年前の地層
から発見されたアンブロケタスで，陸上と
水中を生活の場としていたと考えられてい
ます．
その後，鯨類は外敵が少なく，餌が豊富

にある海中に進出し，長い時間をかけて水
中での生活に適応できる体をもつようにな
りました．
現在，鯨類はハクジラ類とヒゲクジラ類

が，世界の大洋と大河に79種類が生息し
ています．
今回の企画展では，ロサンゼルス郡立自

然史博物館の協力のもとに不思議な鯨類の
進化，形態のいろいろ，ヒゲクジラ類とハ
クジラ類の食性の違い，水中生活への適応，
社会性，DNAの調査や座礁した鯨からの
生物学的情報，個体識別調査などの研究成
果や人と鯨の関わり，海洋環境の悪化によ
り絶滅の危機にある鯨類の保護について紹
介します．
また，第2部の「日本人と鯨文化」では，
身近にいる鯨と日本人との関わりをテーマ
にした展示です．
ここでは，貝塚から出土した鯨類や絵巻

物，錦絵に描かれた古式捕鯨の様子や詳し
く観察された鯨のスケッチ，古文書資料，
古式捕鯨資料等で日本人と鯨の関わりを知
っていただくとともに，明治以降の捕鯨や
なつかしい玩具，座礁した鯨やホエールウ
オッチングについても実物資料，VTR等
で紹介します．

【主な展示物】

第1部　ロサンゼルス郡立自然史博物館
「鯨の王国」
1 進化…鯨類の祖先　メソニクス類
2 適応…イルカ類とヒトの腕を比較して
みよう

3 多様性…ザトウクジラ，シャチのジオ
ラマ

4 食性…クジラヒゲと歯のいろいろ，超
音波による餌取り

5 潜水への適応…コマッコウのジオラマ
6 習性…イッカク，マイルカのジオラマ
7 科学的研究…個体識別，DNA分析，
年齢査定

8 文化…トリンギットインディアンとシ
ャチ，アメリカの捕鯨最盛期とその頃
の生活

9 保護…コガシラネズミイルカの危機
第2部　日本人と鯨文化
1 古代の遺跡から…貝塚出土の鯨類，骨
角器

2 古文書資料から…茨城の人々の鯨利用
3 古式捕鯨…磐城七浜捕鯨絵巻，熊野古
座捕鯨図ほか

4 近代捕鯨…捕鯨母船，キャッチャーボ
ートの模型，捕鯨用具

5 座礁…身近に座礁した鯨類
6 調査…資源調査用具，耳垢栓，龍涎香
7 鯨の玩具，工芸品…鯨車，鯨船，スク
リムショー，コルセット

〔次回企画展案内〕

『ビッグ・デュオ─象と鯨の奏でる世界』
会期：1999年 4月24日（土）～8月29日

（日）

博物館だより�博物館だより�
ミュージアムパーク茨城県自然博物館

第15回企画展
姉妹館締結記念・ロサンゼルス郡立自然史博物館協力展

『鯨』CETACEA 三次元のゆりかごのなかで…

鯨の祖先　メソニクス類

＜博物館紹介＞・＜博物館の企画展・
特別展＞原稿募集
博物館紹介・博物館の企画展・特別展の

紹介原稿をお寄せ下さい．
＜博物館紹介＞原稿内容は，貴博物館の特
徴（設立の趣旨・立地条件・展示物）・組
織（地質研究者の人数・特筆されるこ
と）・普及活動・博物館利用案内などを，2
ページに紹介させていただいています．写
真は7枚位，原稿枚数は3500字ほど．
＜博物館の企画展・特別展＞原稿内容は，
展の内容・博物館利用案内（1,000字ほ
ど）・写真（2枚位まで）を半ページでご
紹介ができればと思います．

原稿送付は必ずフロッピーあるいはメール
でお送り下さい．25日までにお送りいた
だければ，翌月掲載となります．
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1998年アメリカ地質学会（Geological
Society of America ; GSA)の年総会は10月
25日から29日にカナダのトロントで開催
された．1997年のハワイでのCordilleran
Section Meetingには参加したが，年総会
には1984年のReno以来15年ぶりであっ
た．したがって，私はGSAにそれほど詳
しくはなく，よりふさわしい人が他にいる
と思うが，日本地質学会ニュース誌編集委
員会からGSAの概要をまとめるよう依頼
されたので，末尾文献などを参考に私の体
験を混じえて書いてみた．
1996年のMembership Directoryによる

と，全会員数14,924名のうちUSA 13,117，
Canada 530，Mexico 46，Central America
11，West Indies 13，South America 88，
Europe 653，Africa 25，Asia 261 (Japan
112，South Korea 42ほか)，Australia 130，
Paicific Islands 26，となっている．アジア
の会員は261名で，そのうち日本が韓国を
抜いていちばん多く112名というのは注目
に値する．
日本のいずれの学会にもあるように，

Constitution and Bylawsがあって，こと細
かく決められている．Constitutionは第9
章までで短く，いずれも数行でA4 で1ペ
ージに満たない．Bylawsには会員，役員
の選出，委員会，予算，会議，支部，専門
部会など5ページにわたってこと細かく決
められている．会員の種類は Sen i o r
Fellow, Honorary Fellow, Fellow, Teacher
Member, Student Associate, Student
Member, Senior Member, Memberからな
り，Memberが全体の59％を占め，つい
で Student Member（12.7％），Senior
Fellow（8.9％）とつづいている．会員を
専門分野別でみると，環境地質部門が最も
多く12％近く，ついで構造地質，水文地
質，鉱床がそれぞれ10％強，9％，8％弱
である．
支部ともいうべき， 6 つの Se c t i o n

（Cordilleran, Rocky Mountain, Southeast-
ern, South-Central, Northeastern, North-
Central）に分かれていて，それぞれが総
会を年1回開き，やり方は年総会と同じで
巡検も開かれる．そのうちの最大なのがア
メリカ西部（ハワイなどを含む）の
Cordilleran Sectionで，会員全体の28％を

占める．総会の開催時期は支部ごとに異な
っている．
予算については，まずGSA Foundation

という基金が会員などの寄付でまかなわ
れ，その額は1981年以来1400万＄に達し
ているという．それを運用して賞や助成金
にあてられている．収入額はGSAとGSA
Foundationを会わせて年350万米ドル（日
本円で4億2000万円）で，基金運用などに
よる収入が36％で最も多く，ついで出版
事業収入27％，会議収入14％，寄付収入
10％，助成金収入7％，会費収入6％など
である．支出では出版事業に30％と最も
多く，会議16％，教育14％，会員11％と
なっている．GSA会員の年会費は基本会
費42＄（入会費5＄）で，あとは，雑誌代
（GSA BulletinとGeologyを併せて購読す
ると）が105＄などであり，専門部会に加
わわる場合には5_8＄払う．また，要旨集
も年総会のものは31＄，支部総会のもの
は12＄であり，会員名簿は22.8＄である．
さらに，寄付をしたければそれを送る．こ
れらは毎年更新手続きをする．
組織についてみると，種々のビジネスに

関する委員会が34あり（執行委員会，年
総会委員会，予算委員会，教育委員会，出
版委員会，交付金委員会，若手科学者委員
会など），専門部会が12ある（考古地質部
会，石炭地質部会，応用地質部会，地球物
理部会，地学教育部会，地学史部会，水文
地質部会，国際部会，惑星地質部会，第四
紀地形学部会，堆積地質部会，構造地質テ
クトニクス部会）．
種々の助成金や表彰の制度があり，大学

院の学生の研究支援のためにResearch
Grant ProgramやSection Meeting Grantが
あり，際だった研究を行った研究者に送ら
れるPenrose Medal, Arthur L. Day Medal，
若手に送られるYoung Scientist Award, 12
の専門部会のうち9つの部会が部会賞とも
いえるDivision Award（人名がついている
ことが多い）を毎年出している．また，日
本などの名誉会員ともいうべきHonorary
Fellowがある．1998年には3名が選ばれて
いるが，そのうちの一人は現在日本大学に
おられる荒牧重雄さんである．
出版事業としては，毎月発行のBulletin

of Geological Society of America, Geology
のjournalと，GSA Today というニュース
レターを出しており，最近はEnviromnetal
& Engineering Geologyや Hydrology
Geology を発行している．また，GSA
Special Paper， Engineering Geology
Review など多数の論文集を出版している．

これらの出版物を会員は2割引きで買え
る．
年総会は毎年 10月末に開かれ，例年

5,000人前後あつまるので，ホテルや会議
場を使って行われる．講演には口頭とポス
ターとがある．トロント総会では2,800の
発表があった．シンポジウム（トロント総
会では30テーマ）とテーマ別分科会（54
テーマ）がある．発表希望者はformatを
とりよせて5枚コピーをおくり，審査を受
ける．オーケーになれば連絡がくる．発表
時間は講演12分，質問討論3分である．
Professional のためのShort Course や
Workshop が20テーマでおこなわれたり，
先生や大学院生のための教育プログラムが
15テーマ以上用意される．また，求職，
求人の斡旋もやっている．また，体育館の
ような広い会場で，書籍や機器の展示即売
会が開かれる．GSAのみならず地学関連
の国際組織，主な国あるは州の調査所，大
学などで出版している書籍，地図，
CD_ROMなどをデスカウントで買うこと
ができる．最近では，すべての申し込みは
インターネットweb site（www.geosoci-
ety.org）を通じてできるし，直前にはプ
ログラム，イベント，講演要旨などすべて
がこれでみることができる. 巡検も会議の
前後に25コースで実施される．年総会は5
年先まで場所がきまっている．
年総会や支部総会のほかに，Penrose

Coferenceというworkshop形式の集会を
年6回開催している．そのテーマは会員か
らの企画提案にもとづき P e n r o s e
Conference委員会が決めている．また，
教育と冒険の二つの要素を取り入れた
GeoVentureといったプログラムも実施し
ている．さらに，GSAでは地学の重要性
や関連性を広げるために，教育関係者や行
政関係者との連携を重視して，GSA ’ s
Education, Outreach and Policy program を
実 施している．また， Institute for
Environmental Education という組織をつ
くり，社会が直面する環境問題の解決のた
めに，地学を役立てることをめざしている．
なお，1999年の会長には，第四紀地質

が専門の Retgers 大学教授の Gail M.
Ashley 女史が，副会長には，構造地球物
理が専門のUSGSのMary Lou Zoback女史
が選ばれた．

文　　献

GSA, 1998, 1998 Information, Constitution
and Bylaws, 20p.

GSA, 1998, 1997 Annual Report, 19p.

アメリカ地質学会の概要

北海道立地下資源調査所　山岸宏光



福音館書店　1998年発行，32ページ，
定価1,300円＋税

本書は，約100万年前の氷河期と間氷期の
姿を，石川県金沢市に分布している有名な大
桑層の化石の証拠に基づいて，描いた絵本で
ある．著者の北村晃寿氏は，これまで大桑層
をおもなフィールドとして，類例のないほど
詳細なデータを収集し，前期更新世の日本海
沿岸海域の古環境の復元を精力的に行ってき
た第一線の古環境研究者である．
化石や地球の歴史を扱った絵本には，マン

ガを使って研究成果や学習内容を解説したも
のや，1種のキャラクターとして恐竜を扱っ
たものが多かったが，最近ではかなり質の高
も絵本も見かけるようになってきた．本書は，
おもに貝の化石を扱っていて，こういった派
手な役者はあまりでてこない．大桑層の地層
と化石を中心として，著者の研究をベースに
した解説がなされており，かなり思い切って
絞り込んだ内容となっている．川べりの崖に
見つかる化石の観察から，氷河期と間氷期が
繰り返し起こったことを推論させたり，アジ
ア大陸との関係を推測させたりと，地層と化
石の観察から過去を復元する筋道がわかりや
すく，自然に描かれている．絵のタッチは，
解説の補助という域を大きく越え，芸術的・
叙情的な香りを漂わせていてそれ自身鑑賞に
堪える，すばらしい仕上がりとなっている．
やさしい文章で書かれてはいるが，本書は

相当に高度な内容を含んでいる．内容的には，
ミランコビッチサイクルに関することなど，

高校の教科書でも十分扱われていないものも
ある．したがって，対象年齢は小学校中高学
年以上とは書かれているが，実際には，少な
くとも高校生以上でないと理解できないよう
な気もする．もっとも，たとえ意味が理解で
きなくても，氷河期の日本の自然を絵を通じ
て実感するだけでも十分価値はある．むしろ，
大学生の副読本として使えそうだし，一般の
大人にも楽しめる内容である．ただ，本書を
大学生以上の一般読者が読むとすれば，さら
に詳しい解説がほしいところである．教師や
学芸員の方などが適切な解説さえつければ，
学校や博物館などで，十分使える地学・自然
環境の教材になるはずである．特に，地元金
沢ではまたとない教材となるだろう．これを
読んで，現地へ出かけたいという人が地元に
現れるにちがいないが，そのためには巻末に
ガイドブックなどの案内もほしい気がする．
また，ひょっとすると，本書を最も楽しん

で読めるのはわれわれ専門家かもしれない．
本誌の読者なら，著者のいくつかの論文（本
誌，90巻，19_36ページ；同96巻，613_621
ページ；同98巻，1031_1039ページ；同100
巻，463_476ページ）と併せて読むという読
み方もおもしろそうだ．研究の結果をどのよ
うに復元図として表現するか，などと考えな
がら絵をながめることもできるだろう．とも
あれ，身近な自然を観察することによって，
時間的・空間的な制約を超えて推理を拡げて
いく，地質学・古生物学のおもしろさを伝え
ようとしている著者らの努力は高く評価した
い．
本書に触れると，われわれが行っている研

究の中には，子どもや一般の人々にとっては，
ふだん考えもしない長大な時間や空間を舞台
とした，きわめて魅力的な題材が多いことに
気づく．研究の結果得られた自然観や地球観
を，こうした仕方で表現することも，研究者
の仕事の一部である．研究成果をそのまま説
明するのではなく，自然観や地球観として表
現するというのなら，幼児向けの絵本をつく
ることさえも不可能ではないだろう．ふだん
子どもに絵本の読み聞かせをねだられている
私としては，そんな絵本が出てきたらおもし
ろいと思う．第一線の研究成果を絵本として
表現するという新しい試みを追求した本書に
続いて，地質学を基礎としたさまざまのスタ
イルの絵本がでてくることを期待したい．

（近藤康生）

築地書館　1998年発行　A5判　224ペ
ージ　定価1,600円＋税

アメリカやカナダを旅行して本屋を訪れる
と，その地域の地質に関する書籍をしばしば
見掛ける．内容は相当専門的な事柄をやさし
く解説してあり，なお，詳細を知ろうとすれ
ば文献の紹介がなされている．自然になじむ
人々の息づかいが感じられる．日本でも地質
の普及書とされる書籍は少なくはないが，や
や専門的であるように思われる．ことに最近
の理科離れの時代で，中・高校でほとんど地
学を学習する機会がない状況を考えるといっ
そうその感が強い．地質の専門家としては，
ほとんど地質を知らない一般読者にとってき
わめて平易な内容の普及書・啓蒙書があって
然るべきである．本書はそのような普及書で
ある．
編著にあたった主なメンバーは，地学団体

研究会大阪支部の高校教師グループに属して
おり，長年にわたって京阪神地域のフィール
ド調査を行ってきた．その成果は「関西自然
史ハイキング」などにまとめられている．そ
れと兵庫県南部地震の際に主として六甲山麓
の丘陵地の住宅地において地盤の変位・変形
による被害調査を行って地元住民にアドバイ
スしたこと（本書の第8章），これらが契機
となって地元の新聞に京阪神地域の地質を主
体とした解説記事となって連載された．これ
をまとめたのが本書である．
本書は次の8つの章から成るが，そのタイ

トルとサブ・タイトルを見れば地質の専門家
はおよそ内容が見当がつくであろう．写真や
イラスト，平易な図表がふんだんに使われて
おり，電車の中でも気軽に読める格好の読み
物となっている．
第1章 太古の海底─海底にたまった地層

が山をつくる
第2章 大陸地殻が形成されたころ─大陸

神戸・大阪・奈良・和歌山の自然と人

大地のおいたち

地学団体研究会大阪支部（編著）
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暖かい地球と寒い地球

北村晃寿著　夏目義一絵



地殻をつくる花こう岩は中生代に
できた

第3章　アンモナイトの海─地層と化石か
らよみがえる中生代の風景

第4章 火山があったころ─1500万年前，
近畿の各地は激しい火山活動のな
かに

第5章 ゾウのいたころ─ゾウの足跡化石
からたどる数十万年前の原野と海

第6章 六甲・生駒はいつ山になった─地
層と地下構造から大地の変動をた
どる

第7章 海から平野へ─遺跡の地層から平
野の形成と人の営みをさぐる

第8章 阪神・淡路大震災は語る─地震は
弱い地質の土地をねらう

各章ともその章に関連するエピソードに始
まって本論に入るのであるが，その地域の地
質のもっとも重要な点に的をしぼり，平易な
書き方でありながら，結構高度な内容をもっ
ている．専門用語は必ず解説をつけ，さらに
その地域の名勝や伝説，あるいは遺跡や鉱山
など人とのかかわりのある事項を随時取り上
げる．たしかに一般読者に興味を引かせる構
成であり，地質を全く知らなくともそれなり
に興味を覚えるのではないかと思われる．各
章で取り上げた内容は，編著者らが長年親し
んできたフィールド調査の成果に基づいてい
る．それだけに，説得力のある内容となって
いる点を評価したい．
本書のおおきな特色として，「自然と人と

のかかわり」をテーマをさりげなく取り上げ
たことである．人間が自然と深くつきあって
きたことがごく自然に語られている．評者も
知らないことが多々あり，たいへん参考にな
った．近年の学問の進歩とともに細分化が顕
著となり，地質学の専門家も自然現象を対象
としながら，自然と人とのかかわりになると

考古学や歴史学の問題とばかり，全く関係な
いような態度を見せる風潮があるように思わ
れる．評者自身も本書を読んで自然の理解が
相当に偏っていたことを反省した次第であ
る．
本書は新聞の連載がもとのせいか，章ごと

に完結した内容をもっている．地質・地史の
体系的に解説というよりも地域地質の点描・
自然史といった方がふさわしいと思う．従っ
て，各章の関連性，すなわち近畿地方（とく
に京阪神地域）の生い立ちを系統立てて語っ
ているとは思えない．本書の構成としてはそ
のようになっているが，中・古生代よりも新
生代，とくに第四紀に比較的多くの頁がさか
れており，調和が取れているとは必ずしもい
えない．この点は編著者の意図と異なったか
も知れないが，一般読者は必ずしもそのよう
な体系化された内容よりも，少しずつでも気
軽で楽に読める書籍を求めているのではない
であろうか．このような普及書は，むしろそ
のようなことが重要ではないかと考える．
最近，小・中・高校の生徒の理科に対する

認識，ならびに一般社会人の科学技術への関
心のあり方の国際研究の成果が発表されてい
る（風間晴子：国際比較から見た日本の「知
の営み」の危機，大学の物理教育，1998_2
号，pp. 4_16，日本物理学会）．詳細は原著
に読んで頂きたいが，日本の若者は，①理科
が好き，②理科はやさしい，③理科は日常生
活において大切である，④将来科学に関係し
た仕事につきたい，の4項目で調査となった
世界の主要先進国で最低である．⑤理科は楽
しい，という項目は韓国について最下位から
2番目である．さらに，一般社会人の科学技
術に対する知識，関心の割合，科学の新しい
発見に対する関心の割合は，これまた世界最
下位（またはそれと同等）である，という結
果が示されている．要するに日本社会あげて

の科学（理科）離れ現象である．21世紀に
おいて科学技術立国を目指す日本のこの現状
は，ただ慄然とするのみである．
このような現状を打破せねばならないが，

地質学の分野はどうも対応が鈍いように思わ
れる．そのとき，本書のような地質学の普及
書が刊行されたことを率直に喜び，編著者の
長年の努力に敬意を表したい．本書は近畿地
方以外の地理不案内の一般読者にとっては，
興味がもてないかも知れない．しかし，地質
の専門家にとっては，地質学の普及という観
点からぜひ一読されるよう希望する．もちろ
ん，本書の欠点を探せばいくつか指摘できる
が，そのようないわゆるアラ探しをするより，
各地でこのような自然に密着した地域地質の
普及書を刊行することの方がきわめて重要と
考える．科学・理科離れの現実に対処する一
つの方法としてこのような地域地質の普及
書・啓蒙書の刊行を推進し，身近な自然に接
する契機とすべきであろう．
ひとつだけ要望を述べておく．本書を読ん

でさらに知識を得たいという読者のために，
関連文献を示すべきである．また，それらの
文献に寸評を加えて一般読者の便宜を計らう
ことも重要である．今後，普及書の出版に際
してはこのような配慮を期待したい．
本書は一般書店で購入できるが，編著者が

一部買い取りになったとのことである．評者
は別に頼まれたわけではないが，できうれば
地団研大阪支部から直接購入して頂ければ幸
いである．定価は表記の通り，送料は1冊
350円，5冊以上は無料とのことなので，ま
とめて注文された方がよいであろう．申込先
は下記の通りである．
〒558_8585 大阪市住吉区　大阪市立大学
理学部地球学教室内　地団研大阪支部
Fax 06_6605_3176（こちらが便利）

（藤田　崇）
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新版地質図・

報告書類

地質調査所　1998年 3月発行，B5判，
113ページ，定価3,400円

阪神・淡路大震災以降，活断層図や地質関
連の解説書がよく売れると聞く．地域地質へ
の市民の関心は高くなっており，地質学の社
会的責務も大きい．地質図幅には基礎的な地

質情報を正確で，わかりやすく提供すること
が求められている．本図幅は大阪市など人口
密集地，大阪・奈良府県境の金剛生駒国定公
園などをかかえる地域でもあり，市民生活や
環境問題なども視野に入れた編集がなされて
いる．なかでも，地震災害の項に11ページ
とり，多くの液状化の写真，スケッチをもち
いて解説しており，市民の関心に応えるもの
となっている．このほか変成・深成岩類に
32 p，新第三系に15 p，大阪層群に12 p，活
断層に10pなどをあてている．各方面での利
用が期待される．
地質図には沖積層の基底深度，活断層と断

層の区別，段丘面の細分，小さい貫入岩体な
ど詳しい情報が書き込まれている．地質図の
配色はわかりやすく，報告書も図が65枚と
表が6枚はいり，大変読みやすい．地質図の
精度はまず，野外調査の密度で決まる．この
ような精度の高い地質図を完成された著者の
努力にあらためて敬意を払いたい．
紹介者はかつて二上層群の調査を行なって

いたので，とくに新第三系の項に興味を持っ
た．二上層群の下部は流紋岩─安山岩の溶
岩・火砕岩で構成されるドンズルボー累層で
ある．Kato et al（1971）はドンズルボー累
層上部の火砕流堆積物が水中火砕岩層に挟ま
れていることから，水中を流れる高温の火砕
流モデルを提案した．しかし，火砕流堆積物
は陸上を流走したのではないかとの疑問も出
され，露頭を前に考えこんできたところであ
った．本図幅は上部の火砕岩に脱ガス構造や
vesiculated tuffなどを報告し，陸上を流れた
高温の火砕流であることを示唆している．ま
た，定ケ城累層の黒雲母流紋岩_デイサイト
凝灰岩にも脱ガス構造をみいだし，火砕流堆
積物であることを裏づけている．著者が火砕
岩を運搬・堆積機構を復元する視点から調査
していることが推測できる．
細かいことになるが，定ケ城累層の黒雲母

斜方輝石デイサイト溶岩に黒雲母の変質を指
標に岩相変化がみられる点や，柏原市亀の瀬
近辺に分布する安山岩の細分，信貴山付近の

大阪東南部地域の地質
地域地質研究報告

（5万分の1地質図幅）

宮地良典・田結庄良昭・吉川敏之
寒川　旭



安山岩岩脈の一部などが省略されている．5
万分の1のスケールの制限上やむえないであ
ろう．
さて，二上層群の層序は森本ほか（1953）

が確立し，瀬戸内火山岩の模式地のひとつと
して知られている．森本ほか（1953）はドン
ズルボー累層を部層区分し，下部ドンズルボ
ー層，中部ドンズルボー層，上部ドンズルボ
ー層と命名している．しかし，これは地質学
会地層命名規約（1952）の「同じ地名を異な
る単位に併用しない」にそっていない．命名
規約の制定と前後した時代のことでもあり，
プライオリティを尊重してこの部層名が使用
されてきたが，改める方向で検討すべきであ
ろう．この点は加藤磐雄名誉会員に以前から
私信で指摘を受けていたことである．本図幅
はこの部層区分をせず，下部，中部，上部と
したうえで岩相区分している．明確に部層名
を廃棄したわけではないが，積極的な提案と
思われる．
二上層群以外の章についてはいくつか感想

を述べるにとどめたい．深成岩分布域の地質
図は単調な印象を持っていたが，本図幅では
多くの岩体区分，貫入岩が書きこまれ，変化
にとんだ地質図となっている．貫入関係など
がスケッチ，写真で示され，私のような門外
漢にも深成・変成岩の見方が理解しやすい．
多くの化学組成，年代測定もしめされている．
特に，生駒山斑れい岩の Sm_Nd 年代が
192±19Maというジュラ紀を示す値が出さ
れ，飛騨帯の舟津花崗岩とほぼ同じ時代の火
成活動になる．当時の火成活動がどのように
復元されるのか興味深い．
大阪層群は簡潔にまとめられているが，層

序区分などいくつかの点について疑問があ
る．大阪層群の層序区分は不整合の認定も関
連して，以前から研究者の間で意見の一致し
ていないところである．本図幅に隣接する地
域でも『大阪西北部地域の地質』で藤田・笠
間（1982）は「大阪層群中の不整合問題」の
章をもうけ，海成粘土層Ma0層準とMa5層
層準直上に不整合が存在することを示し，そ
の不整合を境にして大阪層群を下部亜層群中
部亜層群，上部亜層群に区分している．一方，
『岸和田地域の地質』で市原ほか（1986）は
火山灰層序，古地磁気層序，フィッショント
ラック年代などからいずれの不整合も否定し
ている．市原（1993）は『大阪層群』で層序
を総括し，アズキ火山灰層の下限を境にして
広義の下部と上部に，前者を鮮新統・更新統
境界（福田火山灰層の上限の層準）を境にし
て最下部と狭義の下部に区分されることを確
認している．不整合問題の結末は別として，
藤田，市原両氏をはじめとする多くの研究者
が，詳細な野外調査と様々な研究手法を用い
て真理を求める姿勢に感銘をうけてきたのは
私ばかりではない．
しかし，一般市民にとって，地層区分が図

幅地域ごとに異なるのは好ましいものでな
い．統一した区分が提案できるように望みた
い．松浦ほか（1997）は『大阪湾周辺地域の

地質図の編さん』にあたって，各地域ごとに
層序区分が異なるので，おおまかな分布をみ
るため下部層，中部層，上部層の区分を提案
した．この提案は統一した区分の試みとして
評価できる．しかし，本図幅での区分にその
まま使うのは問題があると思われる．
1） 上記の松浦ほか（1997）の区分はいわ
ば便宜的な設定である．図幅での層序区
分は層相，生層序などの記載をもとに行
なわれるものであろう．
2） 本図幅の記載で中部層下限の定義を，
「三ッ松火山灰層を挟むシルト層の上限
から」としているが，層序総括図（p.59）
では三ッ松火山灰層より上位の福田火山
灰層，層序対比表（p.61）では，さらに
その上位の層準に境界を引いており混乱
する．
3）「V . 3 火山灰層」の項で，福田火山
灰層は本図幅範囲に分布しないと明記し
ているのに，「V . 2 層序」は富田林丘
陵では福田火山灰層を含むとしているな
どの矛盾がみられる．これらは図幅地域
の記載と松浦ほか（1997）の区分を重ね
て示しているために生じた混乱ではなか
ろうか．
4） 松浦ほか（1997）の区分は「各地域ご
とに（市原・亀井（1970）の）最下部，
下部，上部の区分に近くなるように分け，
これらを下部層，中部層，上部層とした」
ものである．オリジナルな区分をもとに
した上で別の名称を使う積極的な理由は
見当たらない．さらには，藤田・笠間
（1982）の中部亜層群などと混同される
可能性もある．松浦ほか（1997）の区分
が矛盾や不合理を残していることは自ら
指摘しているところである．奈良盆地西
縁部と大阪平野東南部と異なる堆積盆地
のものをまとめて記載するために本図幅
で使用したものと思われるが，慎重に扱
うべきであろう．
また，層序総括図（p. 59）の中位段丘堆積

層の欄に「天満粘土層」があるが，本文など
に説明や出典が示されていない．このほか，
本文，引用文献とも地層名，著者名などに誤
植がみられる．
最後に注文が多くなったが，地質調査所が

引き続き質の高い地質図幅を刊行されるよう
期待したい．

（佐藤隆春）

地質調査所　1998年 3月発行，B5判，
100ページ，定価3,300円

5万分の1地質図幅のなかには，その名称
だけでは日本のどこに位置するのか，よくわ
からないものも多い．この「熊田」もその一
つかも知れない．図幅名の「熊田」は，宮崎
県北端の町，北川町中心部の字名である．本
地域は宮崎・大分両県にまたがり，南半部は
宮崎県，北半部は大分県に属する．
九州山地の東部に位置する本地域は，西南

日本外帯に属し，秩父累帯のジュラ_下部白
亜系，四万十累帯の白亜_古第三系を主体と
する．これらを被覆或いは貫入して中新世の
礫岩および火山深成複合岩類が分布するほ
か，第四系が河川沿いに散点的に分布する．
本研究は，地震予知の特定観測地域「伊予

灘及び日向灘周辺」の地質図幅研究の一環と
して実施された．
隣接図幅は，西が「三田井」（1958），北が

「三重町」（1993），東が「蒲江」（1985）と刊
行されており，南の「延岡」は未刊である．
図幅は全体にパステルカラー調で，色合い

良くまとめられている．39という凡例数も，
この種の地質図としては適当に見やすいもの
となっている．その一方で，小規模な地質体
まで丹念に表現されており，精緻な野外調査
が行われたことを物語っている．阿蘇火砕流
堆積物では溶結・非溶結が詳細に区分されて
おり，土木関係者にとっても大いに参考とな
ろう．隣接図幅との整合性も，とかく問題と
されるが，本図幅では可能なものは色調を既
刊と共通させる等の配慮がみられる．秩父累
帯なとどは，三重町図幅と合わせて読図され
ることをお勧めする．
報告書の構成は，
I ．地形
II ．地質概説
III．秩父累帯南帯のジュラ系_下部白亜系
IV．四万十累層群
V．新第三系見立層
VI．大崩山火山深成複合岩体
VII．大崩山バソリス周囲の接触変成岩類
VIII．第四系
IX．応用地質
となっており，文献・Abstractと続く．これ
に92図，3表が添えられている．付図として
はスケッチやルートマップのほか写真も多用
され，全体として見易い構成となっている．
地形で示された埋谷面図では，周辺地域も

含めて地質と地形的特徴の関係がよく分か
る．ルーフペンダントの様子などもよく現れ
ており，地形と地質構造の関連性を考える上
では，面白い地域である．
秩父累帯では，三重町図幅で尺間山層とさ

れた環状岩脈内の地質体が，岩相等の違いに
より彦ノ内層に訂正され，陥没構造がより明
確になった．従来研究報告が殆どなかった本
地域の四万十累帯について，その詳細が示さ
れたことも，今後の四万十研究の展開にとっ
て意義深い．これら付加体堆積物における地
層名の取り扱いについて，本書では名称の混
乱を避けようとの配慮から，新たなユニット
名は用いず，岩相区分に基づく従来の名称が
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使用されている．これには議論もあろうが，
評者は好意的に受け取っている．単独の地質
図でなく地質調査所の一連の事業の中での問
題だけに，一般読者が混乱することのないよ
う，今後とも十分な討議と所内の見解の統一
が必要であろう．
見立層や大崩山火山深成複合岩体及びこれ
らの接触変成作用については，半数の49ペ
ージをさいて詳述しており読み応えがある．
見立層では，新露頭も紹介されている．火山
深成複合岩体については，深成岩体のモード
組成・包有岩・内部構造等の高度変化が図解
されており，岩体の立体構造を理解する上で
大変興味深い．活動史や岩相的特徴も分かり
易くまとめられている．接触変成帯は黒雲母
帯─菫青石帯─斜方輝石帯の3帯に分帯され
た．それぞれに露頭写真・薄片写真・岩石記
載がセットで添えられているが，写真などは
是非カラーで見てみたい気がする．
応用地質では，休廃止鉱山や過去の資源開
発について，少しでも記録にとどめようとの
意図が感じられる．本地域は木浦鉱山を始め
とする有数の鉱床地帯であるだけに，これら
の貴重な記録の保存も図幅調査の役割の一つ
であろう．応用地質項目の充実は，地質図幅
普及の上で今後益々重要になると思われる．
本書は堆積岩から火成岩・変成岩に至るま
で，多彩な内容を持っている．地域地質の解
説書として，今後広範な分野の人々に大いに
活用されるものと期待される．ただ残念なこ
とに，写真やスケッチで示された露頭の具体
的位置がわからない．せめて主要露頭だけで
も位置図を添付して欲しかった．引用文献の
文献欄からの脱落や公表年次の錯誤など，校
正ミスが散見される点も惜しまれる．
地域地質の研究は地道で息の長い事業であ
る．近年，「基礎科学の充実」が取り沙汰さ
れるが，地質調査所が永年にわたり取り組ん
でいる図幅調査は，まさに基礎科学そのもの
といえる．全国的にまだまだ未刊の地域も多
く，本事業の今後一層の充実が望まれる．一
方，本図幅と西隣の三田井図幅とは刊行に
40年の差がある．その間の知識量の増大を
考えると，既刊だからで済まされるのか疑問
が残る．既刊地域については定期的な編纂図
作成など，何等かの形で常に地域の最新情報
を提供できるシステムづくりも必要ではない
だろうか．

（宍戸　章）

地質調査所　1998年 3月発行，B5判，
71ページ，定価3,600円

地質調査所から5万分の1地質図福「熊川」
が出版された．熊川図幅地域は福井県と滋賀

県の県境に位置し，その南西端は京都府に属
する．地体構造上は丹波帯の北東部にあたり，
分布する岩石も大部分が丹波帯のジュラ紀堆
積岩類であり，狭い範囲にそれを貫く火成岩
やそれらを不整合で覆う新生界が分布する．
地質図に添付されている地域地質研究報告

は71ページで，I ． 地形，II  ．地質概説，
III ．丹波帯ジュラ紀堆積岩類，IV．花崗岩体
及び岩脈，V．新生界，VI．活断層及び地震
活動，VII．資源地質の計7章からなる．分布
の大部分を占める丹波帯の岩石の説明に約半
分の紙面がさかれているのは当然であるが，
新生界と活断層に関しても多くの図表を使用
し，充実した記述がされている．応用地質学
や土木工学に携わる技術者にも利用価値の高
い文献となっている．
丹波帯のジュラ紀堆積岩類は，多田，下根

来，河内，椋川，由良川の5つの付加コンプ
レックスと成層砕屑岩層の古屋層に区分され
ている．丹波帯のような付加コンプレックス
は，構成岩類，付加年代，変形構造などの特
徴に基づいて区分すると，その成因などを考
察する上で都合がよい．しかし，古典的な層
序学が対象としてきた正常な地層の研究法と
は違う概念や手法を用いるので，それに不慣
れな読者には理解が難しいかもしれない．本
報告では，III章の概要の中で，付加コンプレ
ックスの分類の際に用いられる用語や手法に
ついて2ページをさいて説明がなされてい
る．付加体地質に不慣れな読者はこの部分を
しっかりと理解してから各論へ進む必要があ
る．親切に解説されてはいるが，付加コンプ
レックスの整然相と古屋層は本質的にどう違
うのかなどは理解が難しいであろう．
各コンプレックスの付加年代は，海洋性堆

積岩が陸源性堆積岩に移化する部分や混在岩
の基質の部分の年代を持って代表させる場合
が多い．そういった岩相から得られる化石は，
多くの場合放散虫である．熊川図幅では，新
たに34地点の試料から年代決定に有効な放
散虫化石を抽出し，これまでに報告された化
石データと合わせて付加年代を推定してい
る．
前述の5つの付加コンプレックスは，地質

図上では，スラストで境された東西に延びる
帯状の堆積岩パッケージとして表現されてい
る．境界のスラストは基本的には北傾斜であ
る．放散虫化石により明らかにされた付加年
代は，構造的上位に位置するより北側に分布
するコンプレックスほど古く，南にいくにつ
れ若くなることを示している．このような地
質構造は，南から沈み込む海洋プレートによ
り形成された付加体の持つ構造と調和的であ
り，これまで考えられてきた丹波帯の形成モ
デルを補強する重要な証拠を提示したと言え
よう．
本図幅を含め，主としてジュラ紀付加コン

プレックスが分布する地域の図幅が，美濃-
丹波帯を中心に，近年相次いで出版されてい
る．美濃帯では八幡（1984），谷汲（1991），
金山（1992），下呂（1994），美濃（1995）の

各図幅，丹波帯では京都西北部（1989），綾
部（1989），福知山（1990），園部（1991），
篠山（1993），四ッ谷（1994）などである．
また，美濃帯の横山，今庄，丹波帯の西津，
北小松，竹生島，敦賀などは現在調査中ない
し執筆中で，近い将来発刊の予定と聞いてい
る．これらの図幅を貼り合わせて見ると，あ
るいはこれらの図幅を基にコンパイルされた
20万分の1地質図を見ると，日本の付加体研
究の基礎をなすデータが着々と集積されてお
り，それが世界に誇れるものであることを実
感するのは私だけであろうか．また，日本列
島の構造発達などを論じる際には，この程度
のスケールで資料が揃っていることが不可欠
である．逆に言うとある地域の地質構造を矛
盾なく説明するには，この程度のスケールの
中で考えていく必要がある．例えば，本図幅
の調査だけでは多田コンプレックスと由良川
コンプレックスの付加年代を決定することは
できない．時代決定に有効な放散虫化石が産
出しないからである．周辺地域の付加コンプ
レックスとの対比から，上記のような年代極
性が決定されたのである．また，前述のよう
に，各コンプレックスの境界は全てスラスト
であると解釈されている．しかし，野外で断
層露頭が確認できる場所は，残念ながら本図
幅内には存在しない．地層の分布・年代とこ
れまでの他地域での調査結果からの推定なの
である．こういったことからも広域にわたる
詳細な調査の重要性が認識されよう．
近畿地方北部には多くの活断層が分布する

が，本図幅東部には有名な花折断層が南北に
走っている．花折断層の変位地形，トレンチ
調査結果などは本報告にも図示され，改めて
文献にあたる必要がなく，読者にとってはあ
りがたい．また，新編日本の活断層（活断層
研究会，1991）により確実度Ⅰとされた堂建
山断層が活断層であることに疑問を投げか
け，また，活断層ではないものの打明断層を
新たに記載し，本図幅独自の資料も提供して
いる．今後，この地域で調査研究・土木開発
を行う際には重要となろう．
最後に，数年間隔で5万分の1の地質図幅

を出版されている地質調査所の研究者の方々
に敬意を表したい．野外地質に携わる者であ
れば，5万分の1の図幅の地域をくまなく調
査することがいかに大変かよく理解できるで
あろう．それが急峻な地形の地域ならなおさ
らである．さらに，その調査結果である図幅
及び研究報告の社会に与えるインパクトは，
大学の研究者が公表する論文より数段大きい
ものがある．それだけに社会的責任も重大で
ある．今後も，精度の高い，様々な分野の利
用者に有用な図幅を出版されることを期待す
るものである．

（小嶋　智）
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熊川地域の地質
地域地質研究報告

（5万分の1地質図幅）

中江　訓・吉岡敏和



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．

地質系学芸員のためのメーリング
リスト開設
地質系学芸員協議会（博物館ネットワーク）
では，博物館の地質関係の学芸員の情報交換
や意見交換などに利用するためのメーリング
リスト（gmn-ml）を開設しました．
このメーリングリスト<gmn-ml@lemon.

spmoa.shizuoka.shizuoka.jp>は参加登録した

人たちによる電子メール交換の場で，参加者
の誰かがメーリングリストにメールを出す
と，そのメールが参加者全員に配送されます．
このメーリングリストサーバへの参加(登

録)は，簡単な自己紹介（名前，博物館名，
メールアドレス，その他）をメール本文に書
いて，gmn-ml-admin@lemon.spmoa.shizuo-
ka.shizuoka.jp まで送って下さい．

（柴　正博・松岡敬二・村松　武）
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日本地質学会に寄せられ
た候補者の推薦依頼をご
案内いたします．推薦ご
希望の方は締切日半月前
までに，執行委員会まで
お申し込み下さい．

財団法人　神奈川科学技術アカデ
ミー研究助成募集（第1段階）の
ご案内
助成の趣旨および方法：意欲ある若手研究者
が自発的に計画する先端的科学技術分野の創
造的基礎研究に対して助成を行い，地域の創
造的，先駆的な研究の発掘，育成に貢献する
ことを目的とします．
助成の方法；研究の進展により，次表の段
階的助成を行います．

助成対象研究課題：研究課題が，科学技術発
展のためのシーズとして大切な創造的基礎
研究であり，企業利益を直接の目的としな
いものを対象とします．
助成対象者：神奈川県内在勤または在住の若
手研究者（概ね40歳以下）で，勤務先の
承諾を得られる方を対象とします．
助成対象の経費：対象となる経費は，研究に
要する物品購入費，旅費，その他必要経費
とします．
申請書提出の締め切り：平成11年3月10日

（水）必着
採否決定および研究助成金の交付：
採否決定は，平成11年5月下旬頃の予定．
助成金は手続き終了後交付
問い合わせ・書類請求先：財団法人　神奈川
科学技術アカデミー　学術交流部交流普及
課
〒213_0012 神奈川県川崎市高津区坂戸
3_2_1 KSP西棟6F
電話 044_819_2032 Fax 044_819_2026

各賞・
研究助成

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．

千葉大学理学部地球科学科教員公
募のお知らせ
このたび千葉大学理学部地球科学科は，下

記の要領で教員を公募することになり
ましたので，ご案内いたします．

職　名・人数：教授　1名
公募分野：地層学

とくに，シーケンス層序学や堆積学を中
心として，野外調査にもとづいた教育研究
をおこなっている方． さらに，他の分野
と協力して広い視野にたった教育研究を意
欲的におこなう方を希望します．
応募資格：博士の学位をもっている50歳く
らいまでの方
着任時期：決定後なるべく早い時期
応募書類：
a．履歴書
b．業績リスト（レフリーを通った論文と
それ以外のものを区別して下さい）

c．主要な論文5編程度の別刷，或いはそ
のコピー
d．推薦状または所見を伺える方，数名の
氏名，連絡先等
e．これまでの教育研究実績と千葉大学赴
任後の教育研究への計画抱負等をA4用
紙2～3枚に記述して下さい．

応募締め切り：平成11年3月31日（水）（必着）
応募書類の送付先，および問い合わせ先：
〒263_8522 千葉市稲毛区弥生町1_33
千葉大学理学部地球科学科　伊藤谷生
電話 043_290_2856 Fax 043_290_2859
応募書類は書留で，封書には「公募書類」
と朱書して下さい．

公募

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．

第17期第4回地球化学・宇宙化
学研究連絡委員会議事録（案）
日　時：1998年11月10日（火）13 : 30～16 : 30
場　所：日本学術会議第4部会議室（6階）
出席者：野津憲治委員長，青木謙一郎，秋元

肇，中村栄三，松田准一，矢内桂三，山中
健生
1． 報告事項
（1）学術会議関係（青木委員より）

第17期日本学術会議第129回総会，連
合部会，部会，常置委員会，特別委員会
などが，10月27～30日に開催された．
A．第129回総会，連合部会
○第7部の研連「毒科学」の名称を「ト
キシコロジー」に変更することが承認
された．
○学術研究団体の登録に関する規則の一
部改正が承認された．

○日本学術会議のドメイン名を
“nichigaku”から“scj”に変更する．
それに伴い，英語略称も“JSC”か

ら“SCJ”に変更する．
○日本学術会議50周年記念事業は，平
成11年11年10月28日の記念式典およ
び記念講演会のほか，50年史の刊行，
講演会やシンポジウムの開催，記念切
手発行などが予定されている．

B．第4部会
○学協会2つを広報協力学術団体に指定
し，学術雑誌4種を学術刊行物に指定
した．



○斎藤常正会員を第17期太平洋学術研
連委員候補者に推薦した．
○測地研連，天文研連・天文国際共同観
測専委から提出された対外報告（案）
を承認した．
○研連の見直しに関して，第4部では3
つの「空き研連」作ることで具体的な
検討に入った．

2． 審議事項
（1）科学研究費補助金の審査委員候補者の
推薦方法について
日本地球化学会への科学研究費補助金
審査委員候補者の推薦依頼は，従来通り，
文部省へ推薦する人数分（交代委員数の
倍），依頼することとなった．

（2）研連見直しについて
地質科学総合研連からの討議依頼のあ

った研連再編方式について自由討議を行
なった．地球化学・宇宙化学研連は，学
問分野が明確で，他の地質科学系の分野
との重　複がなく，かつ国際対応の母体
となっているため，他の研連との統合に
はなじまな　いことが指摘された．

（3）地球環境科学研究所（仮称）の準備調
査について
地球環境科学研究所（仮称）準備調査

委員会の発足に伴う準備調査の現状が報
告された．研究所の創設に向けて流動的
な部分もあるので，研連として対応でき
ることがあれば迅速に対応することが委

員長に任された．
（4）地球化学・宇宙化学の推進方策につい
て（本期の活動計画）
委員長より「地球化学・宇宙化学の研

究はどこで行なわれているか？」と題す
る資料が配布され，自由討議が行なわれ
た．研究機関の整備の重要性とともに後
継者育成を含む教育問題の重要性が指摘
された．具体的な方策を煮つめていくた
め，委員長が次回までに討議のための資
料を作成することとなった．

（5）その他
次回（第5回）委員会は1999年3月3

日（水）13時30分からを予定．
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地質学会のユニオン化の
促進を

高木秀雄（早稲田大学教育学部地球科学）

昨年10号のニュース誌に，地質学会の会
費値上げに関するアンケート調査が掲載され
ていました．それを拝見し，学会費は受益者
負担が原則なので，財政が厳しいのであれば，
会費値上げ以外にはありえないのに，なぜわ
ざわざアンケートまでとるのか？と，少々奇
異に感じました．しかしながら，いま会費問
題を含む学会運営は，地質学会のみの問題で
はなく，すでに地質関連学会全体を総括的に
考える時期に来ていると思います．近年国内
外の雑誌が増え，学会も多くなり，それに伴
う負担もかなりの額に及ぶ反面，各学会に対
する各個人のつながりが薄くならざるを得な
い状況があります．そのような危惧を感じ，
遅まきながら，アンケートの回答の代りにつ
たない私見を述べさせていただきます．
私は一会員として，また構造地質研究会事

務局として，構造地質研究会と地質学会の住
み分けを考えてきました．ただし，実際は構
造研会員500名の約8割が地質学会に所属し
ていますので，構造研の活動や雑誌を，その
まま地質学会構造地質部会の活動と雑誌に置
き換えることは，さほど難しいことではあり
ません．たとえば構造研の夏と冬の例会を，

地質学会構造地質部会の活動に置き換えて
も，その活動の主体となるメンバーが変わる
わけではありません．また，構造地質研究会
の雑誌「構造地質」は2名による査読体制を
とっており，今年から編集体制をさらに整備
する予定ですが，残念ながら学会誌ではあり
ませんので，地質学雑誌と比較して雑誌の評
価の面で下がる可能性があります．その意味
では，地質学会の雑誌として「構造地質」が
位置づけられれば，とくに大学院レベルの若
手にとって有意義です．そのような背景もあ
り，昨年構造研の雑誌「構造地質」を出版す
る代りに，地質学論集50号を地質学会との
共催というかたちで出版し，構造研で買い取
って会員全員に配布しました．来年度の構造
研の夏の日韓合同大会と冬の例会も，地質学
会との共催を企画したいと思っています．
いま地質学雑誌はニュース誌が別冊になり

ましたが，地質学雑誌を各専門部会ごとに分
冊にして名称も変更し，研究活動の拠点を専
門部会に移すとともに，同じ専門の学会や研
究会と一体化させることにより，最低限学会
員にはニュース誌を配布し，必要な人には分
野ごとの雑誌を選択して購読できるようにす
れば，受益者負担の原則がより明確化し，合
理化も進みます．また，各研究会の事務局も
地質学会事務局に吸収されれば，様々な面で
無駄が省けますし，逆にニュース誌は充実し
て，幅広い情報が網羅されるはずです．例え
ば，日本岩石鉱物鉱床学会，日本鉱物学会，

資源地質学会，日本古生物学会，日本情報地
質学会，日本応用地質学会などが，構造地質
研究会，堆積学研究会などとともに“地質学
ユニオン”として事務局を1か所に集中し，
学会および編集は各部会が中心となって運営
し，年1回の学術大会のみについて各部会を
横断するような内容のセッションを中心とし
て組めば，同じ分野の研究者だけが固まると
いう危惧もなくなります．会員数も一気に増
え，地質関連学会の名簿は一冊で済みます．
夢のような話ですが，将来的には“地質学

ユニオン”の事務所が日本における地質情報
センターの中心の役割を担って，ロンドン地
質学会のように地質関係の内外の文献を収
集・充実させ，様々なコピー・Faxサービス
も行えるようになれば，出版活動ともあわせ
て収入が見込めると同時に，学会の諸会議に
遠方から参加する人達にとっても有意義なは
ずです．もちろん，そのためには広いスペー
スの確保と職員増加に見合う財政基盤を確立
する必要があり，上記の合理化とともに法人
化を早急に進める必要があるでしょう．
私は地質学会が専門部会を立ち上げたこ

と，本棚の整理が不便になるにもかかわらず
ニュース誌を別冊にしたこと，法人化を検討
していることは，すべて学会のユニオン化の
序章であると受け止めています．ぜひ，新世
紀にむけて，それをできるところからでも，
促進していただきたいと思っています．

会員の声
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＜有機塩素化合物による地質汚染の機構解明と汚染浄
化＞，＜バイオ・レメディエーション＞
本セッションでは，9編の論文が発表された．このうち有機化合

物による地質汚染に関する論文が6編，バイオに関する論文が3編
である．前者は調査技術に関するものと浄化対策に関する内容であ
り，いずれも汚染現場での調査・対策事例を中心に報告された．
調査事例では，森崎らによって廃棄物中間処理場での調査事例が
紹介され，中間処理場の特徴として未知汚染物質が非常に多いこと，
それらを同定するのは通常のガスクロでは対応困難である．そこで，
現場に持ち込めるガスクロマトグラフ質量分析装置を用いて分析が
行われた報告である．河成層での汚染はその堆積課程がきわめて複
雑であるが故に水文地質学的構造解析が困難である．間中は揚水井
戸の影響圏に異方性が存在することを明らかにし，それを解決する
ために，同一層準の観測井戸の水位変化を測定することにより解析
した事例を報告した．複数の汚染現場では汚染源の特定とそれぞれ
の汚染源が対象地に対してどれだけダメージを与えているかを評価
することはあまり行われていなかった．平田らは事業所ごとの（汚
染の）寄与度を求め，汚染履歴から汚染物質拡散の同定，単位時間
あたりの地下浸透量比を算出することによって汚染プルームを描き
そのボリュームから汚染源ごとの寄与度を算出できると報告した．
上砂らは近年地質環境が重要視される中，汚染調査に費用をかけず
に浄化対策がなされていることを紹介し，精度を上げた汚染調査の
基本に振り返り浄化対策をおこなうべきと報告した．
対策事例では，揮発性有機化合物の化学的性質を応用した浄化対
策が従来よりおこなわれており，それぞれの現場にあった対策がと
られている．本シンポで報告のあったホットソイル工法（服部ほか）
もその内の一つで，地層中の水分を化学反応を巧みに利用したもの
で，小規模の汚染現場でも利用可能である．汚染修復現場事例，基
礎的検討結果を踏まえて報告された．檜山ほかは君津式表汚染調査
（ホットスポット確認）→ボーリング（垂直方向の汚染確認）→
SCSC式ボーリング（ボーリング調査の補間）→TCE履歴調査→浄
化対策（ホットソイル工法・揚水曝気処理）など　基本に沿ったク
リーニング所の調査・対策事例が紹介され，同じ条件下でのクリー
ニング事業者に対して調査・対策実施状況を公開されていることも
報告された．
バイオでは竹内ほか，難波ほか，鈴木による浄化対策の研究の成

果が報告された．いずれもトリクロロエチレンによる汚染現場で竹
内らはメタン資化細菌がTCEを分解するメカニズムを示しながら，
地下環境の季節変動によるメタン資化菌の変動やDOの変化がBio-
stimulationに対する影響などを明にしたもであった．難波らは
TCE汚染現場で銅イオンを用いたメタン資化細菌株の分離技術の
紹介をした．鈴木の報告は昨年度に引き続いた原位置でのBio-stim-
ulationの報告をふまえ，汚染された土地の浄化システムの違いが
我国と海外での事例で大きな差があることを報告した．
当セッションでは，多くの汚染現場では未だにきちんとした調査

がなされていないこと，調査・対策がある程度進んでも（その結果
が）周辺住民にあまり公開されていないことが問題であると指摘さ
れた．このことから，（すべてではないが）行政担当者・汚染事業
者・調査・対策事業者で十分な調査をおこなわない対策の実施やう
わべだけの対策をおこなっているところが多いのではなかろうか．
浄化対策についてもいろいろな工法が開発され，今回の報告にもあ
ったバイオを利用した対策技術が発展していくものと考えられる．
今後は，広く一般に利用される地質汚染調査・対策技術指針の確立
が望まれる．

（上砂正一・檜山知代）

＜重金属による汚染地質と有害地質＞
本セッションでは，6題の講演と2題の誌上発表が行われた．こ

れらの講演・発表では，六価クロムをはじめとする重金属による地
質汚染に関わる考え方やその処理法についての報告，国内外の含砒
素地下水・地層に関わる報告，欧米の地質汚染の問題とその対策の
動向に関する報告，および誌上発表ながら，ベトナム北縁部海岸地
域の地質環境に関わる災害を第四紀地殻変動像を基本に管理しよう
とする考え方，周辺の水・堆積物の地球化学的指標で汚染現況を把
握する試みが紹介された．
講演後の総合討論では，重金属による汚染地質について，それら
をどのように基本的に取り扱うのかという基本的考え方について，
議論が集中した．これについては，基本的に汚染地域の中で処理を
施し，地域外へは持ち出さないことが徹底されないと，二次的な汚
染を生じる点が強調された．場合によっては，汚染した地層が掘削
された場合，それが建設残土として扱われ，地域外へ持ち出され，
一般廃棄物として処理される場合もあり得ることから，汚染地域の
開発時の取り扱われ方や建設残土の受け入れなど管理の重要性が指
摘された．また，重金属汚染地質の処理法の一つとして，ゼオライ
ト・石灰など天然資源の特性を活用して吸着・固定化を計る方法に
ついては，汚染地質の環境をアルカリ環境に保つ必要性があり，そ
のためシアン化合物などが含まれている際には，その溶出を招く危
険性があり充分な事前調査が必要であること，吸着の際には陽イオ
ン交換を利用して行うため，陰イオンとなり得る砒素などでは，吸
着効果がやや弱いこと，新鉱物相の形成やその安定性について現在
継続して調査中であることなどが議論された．含砒素地下水・地質
としてバングラデシュの事例，大阪周辺地域のボーリングコアの事
例については，地下水・地下地質のpH-Eh環境に伴う砒素の挙動の
基本的把握として，鉄・硫黄・砒素の挙動や有機物の吸着などのよ
り具体的な把握が望まれる点が議論された．

（三田村宗樹・吉田充夫）

＜第四系と地殻変動＞，＜活断層＞
第四系と地殻変動のセッションでは3題の講演があった．（1）「新

潟県佐渡島における更新世以降の地殻変動速度と国中平野の構造」

委 員 会 だ よ り

☆環境地質研究委員会報告

第8回環境地質学シンポジウムの総括
1998年11月28・29日の2日間の日程で，大阪市立大学において，日本情報地質学会・日本鉱物学会との共催，日本土地環境学

会・日本応用地質学会関西支部の後援で上記シンポジウムを開催した．このシンポジウムは，例年東京で開かれているが，大阪で

開催されるのは今回で2回目となる．講演数は71題（誌上発表を含む）で，両日の参加者はおよそ120名であった．講演は，14の

セッションに分けられ，各セッションごとに個別の発表とそれらを総合してそのセッションテーマに関する討論が行われた．これ

までにないセッションとしては，粉塵による地質災害，資源採取による地質環境問題，人間社会と地質環境，湖沼および汽水域の

地質環境調査などのセッションが設けられ，各セッションで熱のこもった議論が行われた．

各セッションの座長がまとめた講演・討論の概要やそのセッションの今後の展望などを以下に掲載する．

なお，このシンポジウムの講演論文集（392p.,   定価4,000円）購入希望の方は，学会事務局まで申し込んでいただきたい．
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では，佐渡島の海成段丘の概要が示され，最終間氷期に形成した段
丘の高度から求めた隆起速度とそれらの分布から国中平野の構造が
推定された．段丘の分布に偏りがみられる理由について質問があっ
た．（2）「新潟平野の地形発達におよぼす沈降現象の影響」では，信
濃川の流路は平安時代以降16世紀末にかけて平野西部から中央部
に移動しており，この移動は平野の沈降（浅層の地層の自然圧密と
角田・弥彦断層の活動が複合した現象）に規定されたものであると
の仮説が示された．（3）「大阪平野地下の第四系層序」では，新たな
ボーリングコアの岩相，微化石，古地磁気，火山灰の分析によって
確立された層序が報告された．深海底の酸素同位体比層序との対比
がおこなわれ，Ma9層がステージ11に対比にされ，この時階は
中・後期更新世の中で最温暖期を示すことが強調された．
活断層のセッションでは4題の講演があった．（1）「呉羽山断層に

ついて」では，富山県の呉羽山断層の深部反射法探査と重力探査に
よる調査結果が報告され，断層は呉羽山丘陵東縁から1km東側の
地点を通る大きな逆断層であることなどが明らかにされた．断層に
横ずれ変位はみられるかなどの質問があった．（2）「関東地震で現れ
た延命寺断層の変位について」では，1923年の関東地震によって
水田に出現した房総半島南部の延命寺断層（当時の地形は消失）の
変位量が沖積層のボーリング調査によって検討され，50 cmの垂直
ずれを示すことが報告された．（3）「Ground-penetrating radar sur-
vey for urban active fault in Kobe」では，地下レーダ法をもちいた
調査結果から，神戸市の市街地へ五助橋（渦ケ森）断層がのびるこ
とが明らかにされた．結果と地表の微地形は対応するか，地下レー
ダ法は地下水位が高い地点に適用できるかなどの質問があった．（4）
「断層ガウジ中の石英粒子の表面構造による断層活動年代の推定」
では，長野県の上松断層と清内路峠断層の活動年代が石英粒子の表
面構造にもとづいて検討され，上松断層は鮮新世後期以降に，清内
路峠断層は鮮新世前期以降に，活動した可能性が示された．

（仲川隆夫・宮田隆夫）

＜地震動と地質構造＞，＜物理探査手法による地下構造
の把握＞
地震動と地質構造のセッションでは，4題の発表があった．加藤

と酒井の2講演は，東京湾地下を震源とする地震について，房総半
島に分布する地震観測サイトで得られた結果から検討したものであ
る．前者は観測点の最大加速度に注目して震央距離と加速度の関係
を，後者は各観測点で得られた地震動の周波数解析結果と地下地質
の関係を検討している．風岡は，新潟県小千谷付近で発生した
M5.4の地震で得られたK_net上の波形と地質構造の関係を検討し，
揺れかたが地質構造に規制されていると考えた．楠田は，インター
ネット上で得られる震度情報をベースにして，構造線などの大きな
地質構造が震度階分布に与える影響について検討した．いずれの講
演も，波形，加速度，震度階といった地震動に関する情報を地質学
の面からいかに解釈していくかに焦点をあてたものである．今後解
析面において発震機構の影響など更なる検討を加え，このような捉
え方を発展させて戴きたい．
物理的手法による地下構造の把握のセッションでは，4題の発表

があった．菅野は地下における電気的特性に着目して2つの講演を
行った．一つは導電物質の移動やその方向性などの検出に対する比
抵抗および電界強度地下情報の有効性の検討であり，他の一つは地
下構造調査における不均質な環境の影響および比抵抗異常値の解釈
に関するものである．香村は，南房総の延命寺断層周辺で実施した
脈動観測結果から断層による基盤の段差等は認められないという結
果を示した．赤松は，中国雲南省麗江盆地において実施した脈動観
測，地震探査，重力探査の結果から，盆地の基盤構造を明かにした．
いずれの講演も地球物理学的手法を利用して地下の情報を得ようと
するものである．このような物理的指標と地質学からみた場の関係
を明らかにしていくことで，観測結果の利用価値はさらに高まるこ
とと思われる．

（香村一夫・赤松純平）

＜地震による地質災害＞
本セッションでは，兵庫県南部地震による震災と地質・地形改変

との関連や液状化など次の5編の発表講演が行われた．香田達也
「兵庫県南部地震による芦屋・西宮地域の学校被害と地盤」では，
かの地震による学校被害が沖積層からなる平野部より，丘陵部での
谷や池の埋め立てなど人工改変地形に被害が著しいことが報告さ
れ，学校被害は人工地盤の強度に密接に関連していることが示され
た．吉原　浩・関沢　愛「阪神大震災における道路通行障害の発生
率と震度，微地形，家屋の道路からのセットバックとの関係」では，
道路リンクの通行障害発生率と家屋の道路からのセットバック距離
の平均値の関連は特に認められないが，家屋や塀の倒壊によって，
全体の40％で道路上に障害物があること，歩行者のみ通行可およ
び不可の発生率は大となることを明らかにした．風岡　修ほか「細
粒火山灰の混入が砂層の液状化強度に与える影響」では，南関東で
盛土・埋土造成に利用されている万田野層上部の砂を対象に，細粒
火山灰の混合比が液状化強度に与える影響を検討した．細粒火山灰
が混合重量比約2割混入する程度では液状化強度はほとんど変わら
ないが，重量比約3割火山灰を混入すると液状化強度は低下する．
重量比6割が火山灰である砂質火山灰では液状化強度はさらに低下
することを明らかにした．田結庄良昭「神戸市長田，谷埋め埋土地
域の地震被害と地下水位」では，人工改変地形，とくに谷を埋めた
造成地が集水域となり，地下水位が浅く，傾斜していること，また，
N値5前後の軟弱地盤からなることから，この地区では周囲より地
震動が大きく，地震動で容易に地盤が流動し，被害が大きくなった
ことを明らかにした．六甲土石流団体研究グループ「神戸市東部・
芦屋市の沖積層にみる臨海扇状地の形成過程から土石流対策を考え
る」では，1938年の阪神大水害の記録から土石流に続いて大量の
土砂が洪水流となって，扇状地間の低地部に流入していることを明
らかにした．また，遺跡の地層の検討から土石流等の堆積場が山麓
から海岸の平野部に移行し，平野部では洪積世に形成された扇状地
と扇状地の低地部にあることを明らかにした．
討論では学校被害での支持杭の状況やN値と被害の関連が，また，
長田の被害では谷埋め地域の地震動の増幅の程度，火山灰の混入で
は釧路地震では実際にどの程度火山灰が混入しているか，また，土
石流では甲南高校の1938年の大水害についての詳しい記録につい
ての重要性や遺跡での自然堆積層についてなどの質問がだされた．

（内山　高・田結庄良昭）

＜廃棄物＞，＜残土石＞
廃棄物のセッションでは，1998年那珂川洪水による海岸漂着物

と災害廃棄物問題について（茨城大学災害廃棄物調査団），最終埋
立処分物中の環境ホルモンの分析（堤ほか），溶融スラグのコンク
リート製品への利用─溶出試験─（根本ほか），フライアッシュは
有害廃棄物か都市鉱石か（原ほか）の4題が発表された．茨城大学
災害廃棄物調査団による発表では，漂着物の堆積状況を調べること
が堆積学の課題解決にも繋がることとそれらをどのように処理処分
するかの費用負担を含めた仕組みの課題が指摘された．堤ほかによ
る発表では，最終埋立処分物中に環境ホルモン（内分泌攪乱化学物
質）作用を持つと指摘される物質が含まれ，それらに対する処方箋
を用意する必要性が指摘された．根本ほかによる発表では，廃棄物
の資源化によりそれらを環境中で利用していく場合の細かな留意点
を，溶融スラグを例として示された．原ほかによる発表では，廃棄
物に対する見方を別の角度とすることにより資源回収が可能となる
ことが指摘された．
以上の4発表はそれぞれ対象物を異にしたものであるが，いずれ

も廃棄物に対して環境地質学の視点が欠かせないことを主張した発
表であった．同様な考えを基調とした総合討論が活発に行われた．
残土石についての発表は2編あった．1篇は六価クロムに汚染さ

れた残土石の埋め立ての調査についてであり，他は東関東自動車沿
いの残土石についてであった．前者は建設工事にともなって発生し
た”汚染された残土石”が，谷津田に埋め立てられたため，埋め立



16 日本地質学会News 2 （ 2）

て層中の汚染物質の分布と濃度を明らかにし，その対策方法を検討
するための調査及び，谷津田周辺の民家で利用している地下水への
汚染を監視する方法について検討したものであった．結論としては，
残土石は人工的に運搬・堆積させられたものであり，地層の淘汰が
不良で層相の変化が激しいことを除けば，すでに確立されている有
機塩素系溶剤による地質汚染機構解明調査手法及び地下水の流動・
地下水質モニタリング用の観測井設置の考え方も全く同じであるこ
とが報告された．後者は残土石の大量発生源である東京都や千葉市
に隣接し，また東関東自動車道及び国道51号があり，道路を使っ
ての残土石が運搬しやい地域の9自治体からの資料により調査した
ものであった．四街道市は2年前に残土石処分場が終了したのと，
潮来町には未だ残土石の処分場がないのを除けば，現在2～4箇所
の残土石の処分場が存在している．平成10年1月1日より，千葉県
が全国に先駆けて県による残土条例が公布されたことから，調査地
域の自治体も条例を改定し，残土石の定期的な地質検査（土壌およ
び水質分析）を義務付け，地域住民などの関係者による書類の閲覧
を許可している．残土石の処分量は平成4～6年をピークとして，
経済的な不況から減少している．しかし，処分場の跡地のほとんど
が，畑，田，資材置場，牧草地などに利用されていることから，今
後とも廃棄物の混入による汚染について注意を払う必要があること
が報告された．2編の論文ともに，関東地域の残土石についての報
告であり，今後中部地域，関西地域等の他の地域からの発表が望ま
れる．

（原　雄・福間　進）

＜粉塵による地質災害＞，＜資源採取による地質環境問
題＞
両者ともに人間活動による地質環境災害についてのセッションで
ある．粉塵による地質災害は，地下の掘削による塵肺や化学工場周
辺での六価クロム粉塵による鼻中隔穿孔，近年ではアスベスト粉塵
による発ガン率の上昇などがあるが，今回は大気の環境基準の一つ
の浮遊粉塵についての研究報告があった．浮遊粉塵は従来，その濃
度に関しての分析や医学的な視点からの研究がなされているが，固
体物質である粉塵そのものについての検討は少ない．物質そのもの
の起源が明らかになったものは，電子顕微鏡による観察・分析によ
り湾岸戦争での油田火災起源の煤や，ガラス工場の石英粒などがあ
る．今回の発表では，従来の費用がかかる手法とは異なり，セロテ
ープを利用するというユニークな簡易で安価に誰でもできるサンプ
リング方法で，粉塵を構成する鉱物の磁性に着目した分析を小型の
安価な機器により行ったものである．環境の一つの指標である分析
値も，今回の方法や従来から行われているような検知管を使った地
質汚染調査といった，簡易で安価で誰でも再現よく計測できる手法
が確立されることが，環境の場の復元・変化様式の予測・効率的な
対策にとって必要なことである．また，このような方法が確立され
ることは，小・中・高校での環境教育でも必要であるし，社会生活
の主人公である一般市民も積極的に生活の場での環境の状況の把握
や環境の利用のし方を考える機会ができるようになろう．
資源採取による地質環境問題では，海域と陸域での砂利採取にと

もなう環境の変化についての報告があった．海域については，瀬戸
内海での海砂採取に関するもので，開発対象は1万年前～数千年前
に潮汐流によって形成された砂堆であることが調査によって明らか
にされ，山砂同様これら砂堆は現在の潮汐流によっては復元不可能
である化石資源であることが結論されている．また，これら砂堆は
藻場であり底性生物や魚の産卵場所ともなっているため，漁業資源
の減少・海水の生物浄化能力の低下などが危惧されている．これら
を解決する一つの提案として，掘削された場所を無害物質により人
工的に自然の理に沿った地層をつくり復元することが述べられてい
る．一方，海砂採取でも場所や採取深度によっては，藻場の荒廃を
少なくし，富栄養化した海水の循環が促進される場合も調査からう
かがわれ，このような場合には赤潮の発生の抑制が期待されること
もありうることから，環境変化の追跡調査をはじめとした今後のさ

らなる調査が期待される．
陸域については，礫質な河川の河畔（氾濫源）での砂利採取にと
もなう地下水環境の変化について述べたものである．砂利採取に先
立ち採取場所を取り巻いて8本の地下水観測井を設置し，砂利採取
の前後における地下水流動系や地下水質の変化を観測している．今
回は，採取の前後においてこれら観測データにほとんど変化は認め
られなかった．唯一，地下水の濁りが下流約400mで出たのみであ
る．これは，砂利採取時に地下水位をあらかじめ低下させるような
ことをしなかったこと，掘削部分は周辺地域の無害地質の砕石で埋
めたため地下水汚染を引き起こすようなことがなかったこと，ほぼ
透水性が同じになるような材料で埋めたことなど，地質環境を考慮
した開発行為であったことがうかがえる．
いずれにしても，調査によって肉眼で見えない場所での環境の場
を視覚的に明らかにし，過去から現在までの自然環境の場とその変
化様式の解明といった地質環境の法則にかなった使い方を考えてい
く必要がある．その点，我々地質に携わる技術者・研究者は普段肉
眼では見えない地下という地質環境の場の復元を日常的に行ってき
ているのだから，あらゆる環境の場の復元に積極的に挑戦し，他流
試合をすべきであろう．

（風岡　修・間中理哉）

＜人間社会と地質環境＞
このセッションでは6題の発表があった．まず最初の発表は，宅

地の選定にあたっての地質環境調査の必要性を具体的な例をもって
示した．自宅を建設するに当たって，空中写真判読・ハンドオーガ
ーボーリング等の地質環境調査を自ら行ない，不等沈下，大地の固
有振動，液状化・流動化，地下水環境保全対策を施した住宅の建設
を追求したものである．生活や交通手段などの利便性が優先され，
住宅が購入される場合が多いが，生命の安全と財産の保全のための
防災対策として，地質環境調査の重要性を述べ，土地利用の方法も
公的判断が必要と述べたが，今後の検討課題であろう．
次は，火山ガスの噴出による災害に関する緊急研究とその成果の

普及啓発についてであった．火山からの二硫化硫黄・硫化水素・二
酸化炭素の噴出機構の解明に火山体の崩壊研究（火山体比抵抗構造
調査）や火山ガスの拡散研究に大気汚染拡散シミュレーション等の
方法を応用している．この成果は，山岳愛好者は勿論，地元自治体
の防災・環境行政にも生かされていくものである．パンフレット
｢火山ガスから身を守るには｣が配布され，研究成果をすぐに使って
もらうという姿勢が良く分かるものであった．次の講演は，科学技
術庁ですすめている緊急研究推進の要件についてまとめたものであ
る．演者が企画立案した3つの研究課題を例に紹介され，観測デー
タを総合的に解析することにより研究の進展を探求している．大学
などの研究機関で実施している研究を多くの視点から捉え直し，総
合化を求めたものといえる．いわゆる学際的研究を進めているもの
であり，環境地質学分野のみならず，今後は，他の分野においても
積極的に進められる手法と考えられる．次の講演の「水の利用と浄
化費用」は，供給しなければならない水質と水源の水質により水処
理費用が異なってくるので，供給水質と水源水質との差の少ない水
源を用いるのが良く，特に飲料水源には，地下水を用いるのが経済
的である事を述べている．次の講演の「地下水に関する民事裁判の
動向」は，近年の39の民事裁判の判例を整理・検討したものであ
る．地下水に関する裁判は希な係争ではなく，近年は水質の関する
係争事例が多くなっている．また，係争に当たって，地質調査や水
質調査(地下水質調査)が行われるが費用がかかるので既存資料の活
用が望まれていること．地下水は民法207条により私水として扱わ
れているが，公水論にたった地下水法の制定が必要であることを述
べた．次の講演の「地質環境保全法」は，土壌汚染や地下水汚染と
呼ばれる地質汚染問題の頻発に関し，汚染の修復と安全で快適な地
質環境を創造する法律骨子の提案である．大地を利用する際に地質
環境の機能を損ない又は損なうおそれのある事業や行為の適正化を
求めるもので，工場や事業場・農業・廃棄物最終処分場・残土石の
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掘削や埋立て・土地改変・土地取引などを対象とし，蓄積性汚染の
特徴から過去の行為や事業も対象とし，土地取引や土地改変に際し
土地所有者や占有者に対して調査や浄化を義務づけを行う．調査や
修復手法はJIS化して地質汚染調査士が行い，情報開示・公衆受容
の取得・研修制度も網羅する．などが提案された．

（鈴木喜計・楠田　隆）

＜湖沼および汽水域の地質環境調査＞
内山ほかによる「大阪狭山市狭山池の堆積物とその年代」では，

ここ数年間演者らのグループによって開拓された研究分野の成果
が，本研究会では初めて報告された．狭山池は7世紀初頭に作られ
たという記述が残っており，堆積物にはそれ以降の約1,400年間の
環境変化の歴史が保存されている．ため池の改修によって「露頭」
が出現したのを機会に研究が実現した．鉛同位体法とセシウムや重
金属濃度変化による堆積年代推定法との不一致に苦労しているよう
であるが，後者の方がやや有力のようである．珪藻化石には水域環
境変化が記録されており，戦後大きく富栄養化したことが示された．
間中ほかによる「青木湖底におけるボーリングコア試料の粒度分
析」では，山間湖底の堆積物に関するメタリックフィルターを用い
た粒度分析結果が報告された．青木湖成立直後しばらくの間の堆積
物には，タービタイトが頻繁に挟まれている．これは湖形成のメカ
ニズムに関連するものか，氷期の寒冷期に相当するという形成時期
に関連するものか，今後の研究に期待したい．約1万年前に起きた
粒度組成のモード変化に関して，その要因究明も期待される．
鄭ほかによる「島根県中海底質ヘドロの磁気特性」では，湖底堆

積物の粒度と帯磁率との正の相関が示された．また，帯磁率と溶出
する重金属濃度との負の相関が報告され，泥質な堆積物ほど重金属
濃度が高いという傾向があることが示された．今後，磁性をになう
鉱物と重金属の堆積物中での存在状態に関する研究が進展すること
が期待される．
徳岡ほかによる「河口域の塩水楔の動態観測法の開発とその意義」
では，演者らが近年開発した機器による調査内容が報告された．地
球温暖化に伴う海水準上昇によって利水条件が変化することが予想
される中で，重要な調査手法である．
徳岡による「海跡湖の利用と保全-とくに中海・宍道湖-」では，

中海の干拓・淡水化事業にいたる経過と「七重苦」と言われる問題
点について報告された．中海干拓事業に関しては，地質学的な知見
をもとにした慎重な対策が不可欠であろう．

（井内美郎・吉川周作）

＜地下流体資源の有効利用と環境保全＞
本セッションでは約50人程度の参加者のもと，講演内容をもと

にした討論を行った．
講演は予定していた9題のうち残念ながら2題が取り消され，7

題が行われた．内容は広域的な地下水盆管理を目的とした行政側の
地下水モニタリング報告，地層中の被圧地下水移動，地下水涵養機
構に関しての講演であった．特に地下水モニタリングに関しては，
北海道石狩湾岸では地下水を資源として活用しながらの調査，千葉
県では地盤沈下監視を目的とした観測井を用いて地下水位観測はも
ちろん，水質・地層収縮など多方面からの観測を行っている例が紹
介された．
討論では次のような質問・意見が出た．
地下水を資源として利用するために，揚水して強制的に動かした

地下水を使用しての調査をもっとしてはどうかという提案に対して
は，既存の水位観測井を用いて揚水するのは水質の面など現況では
困難である．しかし数値シミュレーションを行う際など，諸外国で
は水質も含めた解析が常識的になっており，その点で日本はデータ
が不足しているとの紹介もあり，今後の課題である．
今まで地下水に関する調査は各機関ごとに実施されていたが，そ

ろそろ官産学共同調査を実施する時期にさしかかっているのではな
いか，との意見もでた．情報公開にしても，行政サイドでは予算の
関係で冊子にはできないものの問い合わせには対応するなど，体制
が整いつつある．民間でもデータを公開することによって企業イメ
ージが上がり周辺の信頼を得るなどメリットも多いことなどアピー
ルし共同調査を盛り上げるための社会的な土壌を創っていくことが
重要である，との意見が本セッション参加者の大勢の同意を得たよ
うに思われる．
山本裕之氏には当日突然座長の依頼をする羽目になり，討論を進

行していただいた．この場をお借りしてお礼申し上げる．
（内山美恵子）

●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）
●シンポジウム“地質汚染―地球環境の持続的開発と廃棄物最終処分場の閉鎖条件について”（46ページ，B5判，定価1,500円，
送料200円）

●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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総会ならびに例会のご案内

日本地質学会北海道支部1998年度総会・例会を下記の日程で開
催いたします．
多くの方々のご参加・ご講演をお待ちします．

日　時：1999年3月13日（土）13 : 00_13 : 30 支部総会
13 : 30_17 : 30 個人講演

会　場：北海道大学理学部S305教室
内　容：支部総会・個人講演

＜講演予定者リスト＞

あいさつ：小泉　格支部長（10分）

・新日本地質学会地層名命名規約について……能條　歩（北海道教
育大学岩見沢校・日本地質学会地層名命名規約策定委員会）
・造山帯かんらん岩中のかんらん石巨晶の産状と成因……新井田清
信（北大・地球惑星）
・オーストラリア東部ニューイングランド褶曲帯中のECLOGITE
……森田崇志・渡辺暉夫（北大・地球惑星）
・シベリア・キンバーライトの同位体岩石学……渡辺暉夫（北大・
地球惑星）・Aleksey Agashev (UIGGM, RAS)
・空知_蝦夷帯におけるアルビアンの火成活動……加藤孝幸（アー
スサイエンス）・鴈澤好博（北海道教育大学函館校）・植田勇人
（北大・地球惑星）・中川　充（地調北海道支所）・木崎健治・山
崎　誠・樋掛鉄也（アースサイエンス）
・北海道中軸帯南部三石地域における高圧変成付加体の上昇・陸化
─白亜紀沈み込み帯の変遷と中蝦夷地変─……植田勇人・川村信
人（北大・地球惑星）
・西南北海道，瀬棚地域に分布する中新統馬場川層の地質層序の再
検討と玄武岩質火砕岩類の産状記載……佐藤　明（北海道教育大
学札幌校）・野呂田　晋（信州大学）・岡村　聡（北海道教育大学
札幌校）
・北海道北部中川町周辺地域の中新統……阿部恒平（北大・地球惑
星）・疋田吉識（中川町郷土資料館）・長谷川四郎（北大・地球
環境）
・北海道歌登東部地域における新第三系の層序と古環境復元……内
田淳一・長谷川四郎（北大・地球環境）
・北海道宗谷丘陵北部に分布する中部中新統の底生有孔虫化石群集
に基づく古環境復元……小松秀倫・長谷川四郎（北大・地球環境）
・北海道東部阿寒地域に分布する第三系の有孔虫化石層序……石村
豊穂・長谷川四郎（北大・地球環境）
・オホーツク海における漂流岩屑と海氷変動の解明……坂本竜彦・
飯島耕一（北大・地球惑星）・池原　実・中塚　武・大河内直彦
（北大・低温研）・村山雅史・大場正道（北大・地球環境）
・海底堆積物の粘土フラクションの定量的分析とその応用……飯島
耕一・坂本竜彦（北大・地球惑星）
・北海道およびサハリンのデスモスチルス類の産出層準と生息環境
の変遷……八幡正弘（北海道立地下資源調査所）
・北海道阿寒町産（第2地点）Desmostyliaの分類……千葉圭子・
田守美枝子・木村方一（北海道教育大学・札幌校）
・穂別地域から産出した脊椎動物化石（その1）……櫻井和彦・地
徳　力（穂別町立博物館）

北海道支部 なお，講演要旨は，1999年2月19日（土）までに郵便（または
手渡し）で北大・坂本までお送り（お渡し）下さい．電子メールは
受け付けません．
要旨作成の詳細は12月号のニュースに掲載されています．
また，講演要旨集は当日配布します．講演順序は入れ替わる可能

性があります．

＜問い合わせ先＞
〒060_0810 札幌市北区北10条西8丁目
北海道大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻地球惑星進化科学
講座　坂本竜彦，または塩野正道
電話 011_706_2726 Fax 011_746_0394
E-mail : tats@cosmos.sci.hokudai.ac.jp

（坂本竜彦）

第4回　シーケンス巡検報告

昨年の12月5・6日の両日，日本地質学会関東支部では，茨城大
学，潮来町共催による町民公開講座とシーケンス層序学の野外巡検
を開催しました．
12月5日の午後，安藤寿男茨城大学理学部助教授による「シーケ

ンス層序学入門」からスタートし，夜は，3団体共催の町民公開講
座「海跡湖（霞ヶ浦・北浦など）とその地域環境」がありました．
公開講座は地元の新聞にも紹介され（写真参照），天野一男茨城

大学広域水圏環境科学教育研究センター長（理学部教授），潮来町
の今泉和町長（写真参照），日本地質学会関東支部の青木　滋支部
長のご挨拶がありました．
講義は以下の2つで，学会関係者，地元の方々をあわせて50名を

超える方々が熱心に参加しました

「利根川の東遷と下流域の環境問題」
講師：楡井　久茨城大学同センター教授

「ソコミジンコが語る湖の環境」
講師：菊地義昭茨城大学同センター助教授

翌日の12月6日はとても良い天気で，13名の参加者は安藤先生
のご案内による巡検にでかけました．
行方（なめかた）台地を構成する最終間氷期の堆積物をみて，堆

積構造や堆積環境，それらを基にしたシーケンス層序学の勉強を行
い，参加した方々には十分楽しんでいただけたものと思っておりま
す．
今回の企画は，大学・自治体といっしょになって，地質学の普

及・研究を拡大しようというねらいであり，支部活動の重要なテー
マであります．関東支部では今後ともこのような行事を企画してい
きたいと考えています．
最後に，今回大変お世話になりました茨城大学理学部の天野先生，
安藤先生，茨城大学広域水圏環境科学教育研究センターの楡井先生，
菊地先生，潮来町の今泉町長はじめご関係の皆様，潮来町大生原
（おおうはら）公民館や宿泊先の小松家ホテルの皆様に厚くお礼申
し上げます．

担当幹事　中山俊雄（東京都土木技術研究所）
青野道夫（（有）青野地質コンサルタント）
佐々木和彦（応用地質（株））

（佐々木和彦記）

関東支部

支部コーナー
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参加者感想
1998年12月5・6日の2日間にわたり日本地質学会関東支部，茨

城大学，潮来町の共催による巡検および講演会が行われました．
初日は，茨城大学の広域水圏環境科学教育研究センターの見学を

した後，安藤寿男助教授によるシーケンス層序学入門講座が実施さ
れました．本来ならば，大学院のゼミで半年～1年程度にわたって
行われる，非常にボリュームのある内容を1時間半程度にとりまと
めたもので，短い時間ではあったものの大変濃い内容でした．また，
その講義の際に配布された資料もまた，丁寧かつわかりやすく書か
れており，新しい文献なども挙げられているため，今後，同様の事
例に遭遇した場合に手引きとして大変役に立つと思われました．
続けて，夜19時より行われた町民公開講座では，楡井　久教授

による“利根川の東遷と下流域の環境問題”，菊地義昭助教授によ
る“ソコミジンコが語る湖の環境”という2つの講演が行われまし
た．楡井先生のお話では，長い年月をかけ，利根川の流下方向を変
化させてきた結果，引き起こされた下流部での弊害と，霞ヶ浦，北
浦および印旛沼等の水質汚染との関係について述べられました．そ
れは本来，“自然の流下する”というものを阻害した結果生じたも
ので，それら湖沼の水質を改善するための対策としては，水を流動
させるのがもっとも効果的であると指摘されました．
次に菊地先生は，ソコミジンコの生態や分布について講演されま
した．それによると，ソコミジンコは氷河時代の生き残りであり，
水の中だけでなくて，湿った土の中にも生息しているということと，
また，他の動物に食われるといった，食物連鎖の底辺を司っている
生物であることを説明されました．環境の変化によって，ソコミジ
ンコの生態が変化すると，他の生物も大きな影響を受けるというこ
とに触れ，現在の霞ヶ浦における生態系と，アシの前浜の有益性に
ついて講義されました．私は，ミジンコが陸にも生息しているとい
うことは知らなかったので，大変興味深く聞きました．
その後，夜は恒例のコンパが催され，開始時間が多少遅かったに

もかかわらず，講義内容についてほか，活発に意見の交換がなされ
ました．その結果，夜の更けるのも忘れるほどでした．
2日目は，安藤先生による案内で，行方台地の下総層群をシーケ

ンス層序学の観点から見学しました．幸いにも1日目の雨は朝には
上がり，遠く関東平野の向こうには，富士山も確認できるすばらし
い天気でした．実際に野外に出て，昨日受けた講義を思い出しなが
らもう一度，実際の露頭で説明を受けると，自分がよく分かったよ
うな気になれ，後の印象も深くなると思いました．しかし，いった
ん見解の違いから議論が熱くなったときには，難しいシーケンス層
序学の用語が飛び交い，やはり短い講義を受けただけでは，とうて
い理解できない奥の深さを感じました．
私は，シーケンス層序学と聞くと，学生の時のゼミを思い出しま

す．その当時は，今回の講義で使用されたような，優しく書かれた
参考書もなく，また，恥ずかしながらその概念の理解すらなかった
ため，意味一つ調べるのに大変手間取ったような記憶があります．
当然なのですが，実際の露頭についてその概念を用いて考える機会
など，ありませんでした．そして，現在もシーケンス層序学という
名前だけは聞くようになりましたが，専門家以外には，ふれる機会
がほとんどないのが実状だと思います．実際の参加者に，コンサル
タント関係者や先生がかなり含まれていたのは，やはり勉強する機
会が少ないことを表しているのではないかと感じました．今回，こ
のような巡検に参加できるよう，取りはからっていただいた関東支
部幹事のみなさんに感謝いたします．また，今後このような機会が
どんどん増えて，ますます盛況となるよう願っております．
最後に，講演・案内をして下さった各先生方および関東支部の幹

事・学会事務局のみなさま，潮来町の関係者の方々に感謝し，感想
にかえたいと思います．

神崎　裕（中央開発（株））

支部コーナー

新聞記事　

挨拶される

今泉潮来町長　

▼露頭の説明

をされる安藤

先生

＜専門部会コーナー＞＜支部コーナー＞＜各種委員会報告＞

の原稿について

原稿送付は，フロッピーあるいはメールで「ニュース誌委員
会」宛お送り下さい．その折り，指定文字がありましたら，打
ち出し原稿をファックスいただけますようお願いいたします．
1ページに3,600文字入ります．

25日までにお送り下されば，翌月掲載となります．
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院生コーナー

先の第3回定例評議員会で会員委員会の方から提示された会費値
上げの問題について，院生会員を中心に寄せられたアンケート結果
を報告する．アンケートに協力いただきましてありがとうございま
す．

基本的に院生は収入が無いことから，正会員との値上げに対する
理解に対し，較差があるものと思われるので，院生会員の会費値上
げに関する意識調査を行った．現状の学会の諸事情を提示したうえ
で，任意でのアンケート解答を18大学，142人から寄せてもらった．
アンケートに解答した階層は主に修士課程と博士課程の地球科学分
野を研究する学生から構成され，専門分野も多岐に亘っているので，
その結果はほぼ院生全体の意見を反映しているものと思われる．ま
た，潜在的な会員となる要素を持った地球科学系の研究に従事する
非会員の学生がなぜ地質学会に入会していないのかの理由の調査も
同時に行った．学会にもっとも加入する可能性の多い階層である院
生会員を会費の割安感から増やすことが可能であるかどうかを知る
ために院生会費を据え置いた場合に割安感をどの程度感じるかどう
かも調査した．以下に結果の概略を報告する．

学部生（18）・修士課程（58）・博士課程（44）・研究生（2）・PD
（12）・その他（8）

Q1 あなたは日本地質学会に入っていますか？

はい　92 いいえ　50

Q2 1ではいと答えた方におききします．会費の値上げについて
どう思いますか？

1． 学会の財政状況を考えると2,000円の値上げはやむを得ない．
(10,000円）（19）
2． 値上げは仕方ないが，正会員と院生会員の値上げ額に差をつ
けてほしい．
具体的に（院生会員9,000円　正会員　12,000円）（19）
3． 値上げには反対である．（8,000円）（50）
4． その他（4）

Q3 1でいいえと答えた方におききします．その理由は何です
か？（複数回答可）

1． 特に入る必要性を感じないから．（35）
2． 会費が高いから．（9）
3． 周りに入っている人がいないから．（5）
4． その他（これから入るつもり（6）

Q4 正会員12,000円，院生会員8,000円の場合，割安感を感じま
すか？

はい　67 いいえ　71 解答無し　1

1． 基本的には会費の据え置きを望む声が過半数である
当然の結果として会費据え置きを望む声が過半数を占めた．会費
の値上げはやむを得ないとする声は学会の経費削減などの条件付き
ではあるが全体の2割強を占め，割り合いとしては博士課程在籍の
学生からの解答として多かった．会費の値上げ幅に較差を設けるべ
きであるという意見も多く，その多くは正会員2,000円，院生会員
1,000円の値上げ幅が妥当であるとしている．つまり，半分弱の院
生会員は値上げに対して寛容的な態度を示していることも事実であ
る．
2． 非会員の地球科学系の学生は地質学会に入る必要性を感じてい
ない
会費が高いからという理由は全体の2割にも満たなかった．むし

ろ，地球科学に従事する学生，特に地球化学，惑星地球科学，地球
物理学，火成岩岩石学，鉱物学を専門とする回答者の殆ど，及び純
粋に地質学を専攻する回答者の一部にさえ「特に入る必要を感じな
いから」との理由から地質学会に入会していない人が多かった．こ
の結果は地質学関連分野の若手にとってまた地質学に携わるものさ
え，地質学会は魅力のある学会でないことを如実に物語っている．
このことは憂慮すべき事態である．
3． 正会員と会費の差額をつけることによる割安感に関しては意見
は半々
会費を据え置いた場合の（正会員12,000円，院生会員8,000円）

院生会費の割安感について調査した結果は，4,000円の差額に割安
感を感じる学生が少ないことがわかった．この理由として，地質学
会の会費自体が他の学会に比べて高いために8,000円で安いと感じ
ないことを意味する．つまり，会費を据え置くことによる院生会員
の大幅の増加はあまり見込めないものと考えられる

今後の学会への要望も多く集められた．要望としては，学会の必
要経費の削減，例えば雑誌の紙質を落とすや事務所移転などを求め
る声が多い．また，法人化して収益のあげられる企画・事業の展開
を望む声も多かった．会費値上げに見合うサービスの向上に関する
アンケートでは，論文誌及び論集等の出版物の充実を望む声が特に
高く，次いでニュース誌の充実が挙げられている．これらを総合す
ると，今後の地質学会は狭義の地質学のみならず隣接する地質関連
分野にとっても魅力的な学会となるべく，論文誌，論集等の出版事
業を拡大充実させる必要がある．そのためには地質学会の構造・財
政改革を含めた法人化を遂行すること必要がであり，院生会員の大
幅増加を見込めない現状を踏まえると，その過渡期においての”些
少”の会費値上げならば受け入れる用意があることも，アンケート
結果は示唆しているものと思われる．

（文責：芳野　極）

地質学会会費値上げに関する学生を対象としたアンケート結果の報告

芳野　極・真砂英樹

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．

先月号の研究室紹介「京都大学大学院理学系研究科地球惑星科学
専攻地質学鉱物学分野岩石学講座」の文中（ ）部分を以下に訂正
いたします．

誤 （．．．．，坂野塾なるものを開いて学生を指導する．．．．）

正 （坂野塾なるものを開いて学生を指導されていた）

訂　正
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東工大丸山研，早稲田大小笠原研を中心とした研究グループは
1997，1998年の二度にわたり，カザフスタン共和国南部に位置す
るコクチェタフ地域において地質調査を行った．去年の調査に関し
ては忘れた点も多い（忘れたくても忘れられない点も多いが）ので，
今回は今年の7月から8月にかけて行った調査について報告するこ
とにする．まず，コクチェタフ地域が地質学的にどのような意味を
持つ地域なのかを簡単に説明することにしよう．コクチェタフ地域
は世界の広域変成帯の中でも唯一，変成ダイヤモンドとコ－ズ石の
存在が確認されている地質帯である（Sobolev and Shatsky, 1990）．
そのため，この地域の岩石は現在地表に存在する中で最も地下深部
（＞120km）の条件下で変成作用を被った岩石であると考えられて
いる．そのため，世界中の変成岩岩石学者，さらには地球科学学者
の興味の的となり，憧れの的と言っても過言ではない．そのような
状況のもとで，私達のグループがこの地域を調査できたのは丸山，
小笠原両氏の努力実力の賜物であることは言うまでもない．
私達は7月10日，成田空港で集合した．メンバーは金子慶之（地

調），寺林　優（香川大），山本啓司（鹿児島大），安間　了（筑波
大），クリスパーキンソン（東工大），石川正弘（横国大），中島洋
一（早大D1），真砂英樹（東工大D1），山本純平（東工大B4）そ
して私，片山郁夫（東工大M1）の男だらけの総勢10名である．成
田で集合した私達はまずカザフスタン共和国の旧首都アルマトイ
（去年に首都が移転し，現在の首都はアスタナ）に向かうべく飛行
機に乗り込んだ．今回利用した航空会社は韓国のアシアナ航空であ
りスチュワーデスは欧米の航空会社に比べ格段に美人であった．メ
ンバーの中にはこの美人スチュワーデスと接するため何度もドリン
クを注文する人物さえあった．アルマトイ国際空港についた私達は
通訳のアラウ氏に迎えられ，それまでの疲れをとるべくあるホテル
に向かった．しかし，このホテルでは私達はあまり熟睡することは
できなかった．なぜなら，深夜になると何度も知らない女性から電
話がかかってきたからである．しかしながら，私達は2人1部屋で
あったため深夜に1人でこそこそ動くことはできなかったであろう
（2人ならできたかもしれない？）．アルマトイから約500km離れて
いる目的地コクチェタフまでは列車で行くことになっていたが25
時間もかかるということは聞かされていなかった．その列車から見
る風景はテレビ朝日の「世界の車窓から」そのものでありすばらし
いものであった．しかし，それも1時間もたてば飽きてしまし，食
事だけが楽しみというメンバーがほとんどであったが，何人かの若
いメンバーはカザフ女性と知り合いになり夜更けまで騒いでいた．

そうこうしている内に列車の旅は終わり私達は遂にコクチェタフに
到着した．
次の日からすぐに私達は調査を開始した．この日から3週間，私

達は毎日同じパターンの生活を送ることになる．その1日の行動を
紹介することにしよう．まず，私達は山本純平（目覚まし係）の声
によって朝8時に眠たい目をさます．そして朝食をとり，9時にそ
の日の調査地に向かうべく車に乗り込む．その途中，買い物係の片
山と会計係の中島を中心にその日の飲み物と果物をバザールで買
い，穏やかな朝の散歩をカザフおばさんの威勢のいい声と伴にする．
買い物が終わった私達はいよいよ調査地に向かう．調査地までは約
1時間程度かかり，それぞれ足りない睡眠を取ったり，調査のモチ
ベーションを上げるべく音楽を聞いたり，爪を切ったりいろいろで
ある．1人1人の調査範囲は前日のミーティングにより決まってお
り，それぞれ1人ずつ食料と水を渡され担当の地域で車から降ろさ
れる．そして，ここからは再び車でピックアップされる夕方5時頃
まで約7時間の孤独な調査の開始である．しかし，今にして思えば
この時間だけが唯一自由な時間であった．ほぼ毎日，ピックアップ
の時間はおくれた．それは人数が多いためどうしようもないことな
のだが1人草原の中で待っていると，本当に場所があっているのか，
時計は狂っていないか，俺はこのままここに取り残されるのか，ど
うやって生きていけばいいのだろうかと不安になるのであった．そ
うしてる内に遠くに車の砂埃が見え，「ああ，今日も助かったのだ」
という幸せな気持ちで胸がいっぱいになった．車の中にはすでに調
査を終えたメンバーの満足な顔と疲れ果てた顔がいつも同居してい
た．そして，1時間程予定をオーバーして帰路につき，ホテルに到
着するのはだいたい7時頃であった．それから，1日の疲れをシャ
ワーで落とし，3パターン（ハンバーグ，チキン，ビーフストロガ
ノフ）しかない夕食をぬるいビールとともに口にするのであった．
その後，その日の調査の報告と明日の調査の予定を相談し，眠りに
つくのは早くても12時頃（平均2時）であった．夜遅くまで起きて
いるのにはそれなりに原因があり，それは太陽がなかなか沈まない
のである．夜11時頃まで明るいので夕方のような感覚でのんびり
しているといつの間にか時計は次の日を指していた．ステップ気候
のため雨などはほとんど降らず，この生活のパターンはほぼ崩され
ることはなかった．調査意外に楽しみなどほとんどなく，唯一ウェ
イトレスのカザフ女性とヘタクソなロシア語で話し喜ぶぐらいであ
った．約3週間，このような生活をくり返した私達はみな新境地を
切り開いた修行者のような趣であった．しかし，今になってみると
その生活が懐かしく，憧れる次第である．そうして，1か月間で合
計3,000試料（約4トン）の岩石を採取し，約1500 km2を地質調査
した今年の調査は無事に終了した．現在，メンバーはみなこの岩石
の処理に忙しい毎日を送っている．
最後に調査生活のことばかり書き，地質や岩石の報告ができなか

ったことを残念に思う．しかし，それらについてはこれから掲載さ
れる論文を参照していただければ幸いである．

院生コーナー

97年調査隊　左から山本，寺林，山内，太田，アラウ（通訳），丸山，
サーシャ（運転手），金子，中島．

コクチェタフ変成帯の風景，右手の小山はエクロジャイトからなる．

カザフスタン地質調査報告
片山郁夫（東工大）
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松本大会夜間小集会　若手研究者懇親会
特別招待講演

去る9月27日，松本大会最終日の若手研究者の夜間小集会で，東
京大学の木村　学教授を招いて「若手研究者にむけて－私の学生時
代」という題で講演いただきました．以下はその要約です．

激動の’69年
僕が北海道大学に入学した

1969年は学生運動の最盛期
で，勉強なんてできる環境で
はなかった．授業はなくて，
毎日クラス討論だった．政治
とは？　国とは？　毎日そん
なことを議論して過ごし，あ
っという間に夏休みになった．

’69年という年はアポロ11
号が月面着陸を果たした年で
もある．それは毎日政治や社
会の議論に明け暮れていた僕
に「夢」を与えた出来事で，こういう夢を与えてくれる地球科学に
憧れを抱くようになった．
1年は瞬く間に過ぎた．2年目には授業が再開されたけれど，1年

目がああだったからあまり勉強する気になれず，結局1年留年した．
留年して時間ができた時に「結局学生運動とは何だったのか」と考
えてみた．一言で言うならば「既存の価値観を全て疑え」というこ
とかなと思う．末期になると過激化して本来の趣旨から外れていっ
たけど，もともとの意義というのは既存の価値観に対する批判とい
うことだったんじゃないかと思う．
地向斜論末期との遭遇
アポロの影響で地球科学に魅せられていた僕は，地質学鉱物学科

に進学した．アポロと共にこの頃非常に感銘を受けたものがプレー
ト理論だった．’71年に岩波新書から出た上田誠也さんの『新しい
地球観』という本を読んで，ぜひプレートテクトニクスの研究をし
たいと思って学科に入ったが，実際入ってみると周りは地向斜論者
ばかり．教授達は口を揃えてプレートテクトニクスは嘘であると説
明していた．学部生時代はよく判らなかったが，院生になるとさす
がに疑問を憶え始めた．そこで，同様に感じていた院生達と自主ゼ
ミを開いて，当時最先端の教科書でもあった岩波『科学』の『世界
の変動帯』特集を原著論文にまで遡って勉強した．これが教授に発
覚して大目玉を喰らったりもしたけれど，学生運動で弾圧には慣れ
ていた僕らは，教授の目を盗んで夜中や早朝にゼミを開き，真剣に
議論したものだった．
学位申請の時は大変だった．指導教授はバリバリの地向斜論者で，
提出期限3日前になって「文中のプレートテクトニクス関連のsub-
duction, collisionなどの用語は認めるわけにはいかん．全部消して
しまえ」と言われて困った．ワープロのない時代に100ページのタ
イプ原稿を3日で直すことは不可能だった．絶体絶命の中で思い付
いたのが，問題となる用語に全部so calledという意味の“”を挿入
することだった．そのおかげで「非常に気に入らんが，今回に限り
認めてやる．」と言われ，学位を取得できた．この時の対応と判断
は今もって我ながら機転が利いたものだと感心してるよ．
次の問題は就職だったが，まだ地向斜論者が学界を支配していた

当時，プレートテクトニクスに基づいた学位論文を書いたやつなん
かどこも採らないと思っていたし，教授の推薦が得られないのは確
実．「研究者への道は完全に閉ざされたな」と思ったよ．「ここまで

自分の好きなことをやれて悔いはない」と思う一方，「妻子を路頭
に迷わせるわけにもいかないし…」という思いもあって複雑な心境
だった．余談だけど，僕は博士課程1年の時に8年間つきあってた
女性と結婚した．翌年には子供も生まれたから学位論文を書いてる
時は本当に大変だった．
ところが，たまたま香川大の教育学部で『プレートテクトニクス
に基づいた構造地質学のできる人』という公募があって，当時こん
な条件に該当する人間は少なかったから採用された．これはラッキ
ーだったよ．こういう経験から，今後就職を控えてる君たちには
「就職のために自分の思いを曲げるな」と言いたいね．
それから，研究者として早く独立するということも大切だ．いつ
までも指導教官の傘の下にいてはダメだ．例えば僕は，修士課程ま
では第四紀層序学をやっていたが，どうしても構造地質学がやりた
くて，博士課程に進学する時に「テーマも指導もいりませんから，
構造地質学をやらせてください」と言った．でも教官からの自立＝

喧嘩をしろということじゃない．僕が教官と対立
したのは時代背景の影響が強かったと思う．今な
らむしろ，教官の指導サポートと調和しながら自
立を図る，というのが望ましいやり方なんじゃな
いかな．
以上，僕が大学に入学してから就職するまでの

話をしたが，ここから先は最近の話につながり，生々しくなるから
このへんでやめておこうと思う．

………………………………………
このあと質疑応答のコーナーがあり，木村さんは院生から寄せら
れた質問に1つ1つ丁寧に答えてくださいました．
「昔の院生と今の院生の違いみたいなものを感じることはあります
か？」
昔よりも今の方が自立するのが難しくなってると思う．昔は強制
的に自己主張させられる時代背景があった．学生運動はその典型．
今はそういう外からの圧力によって自分のスタンスを変えざるを
得ないという状況はあまりない．だからどこで自分を変えるか，
そのきっかけが難しいと思うね．

「学生結婚をされたということでしたが，研究と家庭のバランスを
考えたことなどは？」
それは全く考えたことがない．僕の妻は非常に理解のあって，忙
しくて家族の為に時間を割けなくても文句一つ言ったことはな
い．そのあたりは非常に感謝してるね．特に地質屋というのは家
にいないことが多いけど，それで文句を言われたり，勘ぐられた
りしたことは1度もないね（と勝手に思っている）．

「地質屋になろうと思った一番最初のきっかけは？」
僕は北海道の生まれで炭坑の近くで育った．石炭は第三紀の地層
だからその下には白亜紀の地層があってアンモナイトなんかがご
ろごろしていた．そういうものを見て育ったから，科学に対する
興味は子供の頃からあったね．

木村さんは終止気さくにお話しくださり，とても和やかな雰囲気
で講演は進みました．時代背景の違いから想像し難い部分も多少あ
りましたが，共感できる部分も多く，また勇気づけられる内容でし
た．全体を通して強く感じたことは，昔は研究をするということが
命がけであったということです．必死で勉強し，議論し，時には教
官と激しく対立しながら真理を探究する情熱的な姿勢に感銘を憶え
ました．また研究のみならず，学生生活や結婚など我々の率直な関
心事にも話が及んだことで，話に彩りが添えられ，より興味深く拝
聴できたと思います．お忙しい中ご講演くださった木村さんに，こ
の場を借りて深く感謝いたします．

（文責　真砂英樹）

院生コーナー

「私の学生時代」

木村　学
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月は，両編集委員長に，The Island Arcへのお誘いと
いうことで，原稿を書いていただきました．英文論

文を書いたり投稿する際のこつや注意すべきことが書いてあり
ますので，The Island Arcへの投稿のみならず，英文論文を書
く際の参考になると思いますので，若い方々は是非ご一読くだ
さい．

The Island Arcは，日本地質学会および関連4学会の英文誌
として8年目を迎え，皆様のおかげで順調に編集・発行されて
います．編集方針や投稿へ向けてのお願いをいたします．

すでに，地質学会には，地質学雑誌という歴史ある月刊雑誌
があり，また特集号中心の地質学論集もありますが，The
Island Arcは，英文の，しかもオープンな（会員でなくても投
稿できる）という意義を持っています．毎年4号を発刊してい
ますが，最近は，特集号と一般の論文が平均すると半々を占め
ています．内容的には，地球科学の，特に地質学およびその周
辺の学問ならば，どのようなものでも歓迎します．雑誌のタイ
トルにあるような「島弧」に，必ずしも直接関連のないように
思えるものでも，全く無関係の現象は少ないと思われますので，
ぜひ，広い範囲の内容の投稿をお願いいたします．

制限ページが15ページである，という規約以外には，地域
や方法などの制限はありません．ただし，内容が国際レベルで
ある，という必要があります．内外の最低2人のレビューワー
から意見を求め，さらに編集部で内容や構成の吟味を行ってい
ます．最近は，投稿後，約半年から1年で印刷されるケースが
増えています．フルペーパー以外にも，ショートノート，コメ
ントアンドリプライも歓迎します．特に若い方々のフレッシュ
な感覚の，勢いのある，思い切った内容の論文を歓迎します．
必ずしも，大上段に振りかぶった，重たいものばかりでもあり
ません．

ここで，投稿される方へのちょっとしたアドバイスをいたし
ます．現在では，様々な場所で，外国雑誌への投稿の勧めや，
その時の注意などを見ることができますが，やはり英文論文は，
かなりの準備が必要です．日本語としての完成を待つ必要はあ
りません．全体の構想がたったら，そのスケッチ程度を頭に入
れ，最初から英語で書くことを勧めます．そのとき，絶えずそ
の分野の他の論文の筆の運びを学びつつ，自分の主張に説得力
を持っていく論調で，全体の筋や論旨といったものがはっきり
現れるように書き進めて下さい．論文は，データ，その研究手
段・方法，解釈などの議論などが，焦点を合わせられて，きち
っとまとまったときに，他の人に訴えるものを持つと言えます．
日本語では言えても，英語になると表現や，言い回しに苦労す
るのは，ほとんどの日本人研究者が一度は通らなければならな

The Island Arcへの投稿のお誘い

今 い関門です．語句の表現の他に，先ほど書いた論旨が最も重要
です．これは，他の論文を読むことと，自分で何度も書き直し
て身につける方法以外ありません．比較的早い時期に，自分の
書いたものを，指導教官か同僚に読んでもらい，適切なアドバ
イスをもらって下さい．投稿前には，ネーティブスピーカーの，
できればその分野に精通している方に，読んでもらうことをお
薦めします．編集部では，直接の指導はいたしませんから，投
稿すれば直してもらって返ってくる，という安易な考えはやめ
て下さい．また，図は工夫して，できるだけ訴えるものにして
下さい．

なお，しばしば1年ごとに見ると特集号が全体のかなりを占
める場合もありますが，平均して半分を越えないように，編集
をしております．また，すべての論文は受理順に掲載すること
にしておりますので，一般の論文を特に歓迎します．特集号の
アイディアをもっておられる方は，原案の段階で，編集委員長
にお問い合わせ下さい．特集号を組むかどうかの基準は，全体
の内容が本誌に合致するか，個々の論文の内容が国際的である
か，投稿者に偏りがないか，編集者が国際経験があるか，など
です．特集号の場合でも，制限ページは15ページであること
は変わりません．また，一つの特集号の総ページは原則として
150ページです．また，ゲストエディターを通過した全体に対
して，編集委員長が最後のチェックをいたします．

皆様の積極的な参加と応援をお願いいたします．

The Island Arc編集委員長
小川勇二郎
巽 好幸

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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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
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

3

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

○第 17回（通算 112回）化石研究会 1999年
総会

22日（土）～23日（日） 会場：埼玉県立自
然史博物館　講堂（講演など）・会議室（ポ
スターセッション・運営委員会）・科学教室
（展示・休憩） 埼玉県長瀞町長瀞1417_1
電話 0494_66_0407 Fax. 0494_69_1002 連
絡責任者：小幡喜一

○ 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）
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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

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/.
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1998年度　第13回執行委員会
1998年1月18日（月）13 : 30～17 : 30に日本地質学会事務局におい
て行われました．出席者は足立勝治執行委員長，磯u行雄・久保和
也・佐々木和彦・滝田良基・高橋正樹・各執行委員および水野篤行事
務局長でした．おもな報告・審議事項は以下のとおりです．
1． 日本学術会議より第18期の日本学術会議，団体登録に関する説
明会に対する出席要請があった．水野篤行事務局長に出席を依頼し
た．
2． 選挙管理委員会が12月25日に開催され，選挙広報の原稿を作成
した．評議員の立候補者は38名であった．
3． 地質学論集の刊行企画書フォーマットに関して，提案された原案
に基づいて検討し，一部修正のうえ，次回執行委員会で検討し決定
することになった．その際記入見本も併せて準備することとした．

4． 会計委員会の報告を元に今年度決算および来年度予算について検
討し，1998会計年度決算については次回執行委員会で報告するこ
と，1999年度予算案については現行の財政体制を前提に作成する
こと，等が確認された．
5． 第3回定例評議員会において，1999年度予算について，財政問題
検討委員会の結　論が反映されていないと指摘された点について意
見交換し，対応を検討した．
6． 名誉会員検討委員会委員候補者の人選を検討した．各人の内諾を
得た上で2月の執行委員会で決定して，次回定例評議員会で了承を
求めることとした．
7． 学術情報センターの電子図書館サービス事業への参加について，
第3回定例評議員会で承認されたので，近いうちに契約手続き等を
進めることにした．

執 行 委 員 会 だ よ り

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15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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1998年度第3回定例評議
員会議事抄録

1999年2月12日
日本地質学会評議員会議長　　小泉　格

日　時：1998年12月19日（土）12 : 30～18 : 30
場　所：北とぴあ　902会議室
出席者：小松正幸会長，坂　幸恭・徳岡隆夫

副会長，小泉　格評議員会議長
足立勝治，足立久男，赤羽貞幸，赤
羽久忠，秋葉文雄（代　吉田），天
野一男，飯川健勝，磯崎行雄，板谷
徹丸，上砂正一，氏家良博（代　赤
羽久），永広昌之，川辺孝幸，木村
学（代　丸山），菊地隆男，久保和
也（代　足立勝），公文富士夫，熊
井久雄，小井土由光，小出良幸，
佐々木和彦，佐瀬和義，斎藤靖二
（代　新妻），酒井治孝（代　磯崎），
柴　正博，柴崎直明（代　佐瀬），
嶋本利彦，田結庄良昭，田崎和江，
平　朝彦（代　天野），高須　晃，
高橋正樹，高安克己，滝田良基，徳
橋秀一，那須孝悌，新妻信明，楡井
久，野村　哲，堀川秀夫，真砂英樹，
丸山茂徳，別所孝範（代　足立久），
八尾　昭（代　熊井），吉田武義，
芳野　極　各評議員　斎木健一（古
生物専門部会説明）方違重治（傍聴）
水野篤行（事務局）

冒頭に小泉　格評議員会議長より傍聴希望
者（方違重治会員）の紹介があり，併せて傍
聴希望が提出された金井克明会員が都合によ
り傍聴を取りやめるとの連絡があったことが
紹介された．さらに要望書が提出された（臨
時評議員会議事抄録，ニュース誌，1, 11, p.
20参照）藤田至則名誉会員に対してその後
返書を送った旨の報告があった．また小松正
幸会長から，同名誉会員と意見交換を行った
結果の報告があり，小泉議長の要望書に対す
る返書を了解する，要望書は公表しなくても
よいが，対応は評議員会で決めて欲しい，と
いう同名誉会員の意向が伝えられた．評議員
会としては要望書の趣旨を尊重し，小泉議長
の返書の趣旨にそって運営を行うことを諒と
し，この要望書は公表しないことを了承した．
なお，小泉議長の返書にあった「事務上のミ
ス」について質問があり，事務局より調査中
である旨の回答があった．

報告事項

1． 執行委員会報告
足立勝治執行委員長より，下記のなかの要

点について報告があった．

（1）第一庶務委員会

1） 次の研究助成等の推薦依頼・募集があ
った．
（1）平成10年度（第20回）沖縄研究奨
励賞．

（2）1998年度朝日賞．
（3）第1回大学婦人協会守田科学研究奨
励賞．

（4）（財）日本科学協会「平成11年笹川
科学研究助成」

（5）（財）発明協会「平成11年度全国発
明表彰」．

2） 次の共催・協賛・後援等を承諾した．
（1）「第1回Newtonサイエンスセミナ
ー」の後援（6月22日付け）．

（2）「第24回リモートセンシングシンポ
ジウム」の共催（6月29日付け）．

（3）「都市地震防災地盤図に関するシン
ポジウム」の協賛（8月25日付け）．

（4）「第13回大学と科学公開シンポジウ
ム」の「セッション：生きている地球
の新しい見方―地球・生命・環境の共
進化」の後援（8月3日付け）．

（5）「IGBPシンポジウム：文化遺産と自
然災害」の後援（8月14日付け）．

（6）「第14回ESR応用計測研究会」の協
賛（9月22日付け）．

（7）「海洋調査技術学会第10回研究成果
発表会」の協賛（10月8日付け）．

（8）（財）日本アイソトープ協会第36回
理工学における同位元素研究発表会」
の共催（10月26日付け）．

（9）「21世紀の地学教育を考える大阪フ
ォーラム」の後援（10月29日付け）．

（10）日本ヒ素研究会主催「第9回ヒ素シ
ンポジウム」の協賛（11月17日付け）．

（11）「宇宙地球環境（衝突と球粒）国際
シンポジウム」実行委員会主催「同国
際シンポジウム」の共催（12月12日
付け）．

3） 次の転載等を許可した．
（1）植村　武会員に対して，地質学雑誌，
83，811～820，ほか同会員執筆の同
誌掲載の計4論文の図表類，地質学論
集，12号，43～49ほか同会員執筆の
同誌掲載の計2論文の図表類を，「構
造地質学要論」（仮題）（同会員著，愛
智出版発行）に転載（6月25日付け）．

（2）北村　信先生記念会大村一夫代表に
対して，地質学雑誌，102，1083，「名
誉会員北村　信博士を悼む（高柳洋
吉）」を「北村　信先生記念追悼文集」
に転載（7月13日付け）．

（3）吉田　勝会員（ゴンドワナ研究会）
に対して，地質学雑誌，103，1015～
1016（1997）と同，1016 ～ 1017
（1997）（何れも同会員執筆）の記事を

ゴンドワナニュースレター，No. 10に
転載（6月26日付け）．

（4）東京大学地理学教室大森博雄氏に対
して，地質学雑誌，67，79～ 96の
Fig. 2（松田時彦），Mem. Geol. Soc.
Japan, 18, 129～153のFig. 2（Huzita,
K.)を，M. A. Summerfield編「Geo-
morphology and Global Tectonics」第
8章（大森博雄著）に転載（9月4日付
け）．

（5）上福岡市教育委員会に対して，地質
学論集，20，21号掲載の図，計3図を，
「上福岡市史，資料編第 1巻（自然
史・考古）に転載（9月30日付け）．

（6）（財）深田地質研究所に対して，地質
学論集，30号，57，19図を，「深田研
ライブラリー，12」に転載（10月5日
付け）．

（7）（財）日立市民文化事業団に対して，
地質学雑誌，34，87の図を，「ひたち
市民双書，4，ふるさと探訪―日立の
再発見」に転載（11月2日付け）．

（8）滋賀県多賀町教育長に対して，地質
学雑誌，102，3，P. 264の第3図を多
賀町博物館の常設展示の解説パネルと
して使用（12月2日付け）．

4） 6月30日に文部省主催の平成10年度
学会法人等連絡協議会が行われ，水野篤
行事務局長が出席した．文部省による学
会行政全般に関する情報提供が主な内容
であった．
5） 地質科学関係学会懇談会が7月8日に
日本学術会議で開催され，八尾　昭評議
員，天野一男第一庶務委員長，水野篤行
事務局長が出席した．
6） 大森昌衛・黒田吉益両名誉会員より評
議員会宛に，「日本地質図大系（全8巻）
（朝倉書店刊）の刊行は非常に有意義な
ものであるので，その編集委員会に対す
る顕彰の実現を検討して欲しい」との要
望が提出された．本件に関して各賞検討
委員会に検討してもらうよう要請するこ
ととした．
7） 本学会より露頭保存に関し要望書を提
出していた岡山県大佐町長より7月21日
付けで，地質学会長宛に，「大佐産のひ
すい輝石・コスモクロアの保全及び観察
施設整備への協力依頼について」の文書
が届き，これに対して高須　晃会員と連
絡・協議の上，7月27日付けで会長名の
「協力承諾」の返書を送った．
8） 辻　隆司選挙委員長より9月13日付け
で執行委員会に対し，保留となっている
「選挙委員の現行の推薦方式について検
討して欲しい」との要望が提出され，組
織運営検討委員会に検討を要請すること
とした．

学　会　記　事
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9）（財）日本アイソトープ協会より第36
回理工学における同位元素研究発表会に
対して運営委員の派遣が要請され，角井
朝昭会員を運営委員に依頼することとし
た．
10） 第3回定例評議員会に対する傍聴申
込が次の会員より提出され，傍聴を了
承した．方違重治会員（12月2日付け），
金井克明会員（12月7日付け）．

（6）第二庶務委員会

1） 地質学論集の売上状況（1998年11月
末現在）

2） 地質学論集の刊行について
（1）第50号（狩野謙一ほか編）：21世紀
の構造地質学に向けて　7月に刊行さ
れた．

（2）宮下純夫ほか編：付加体形成におけ
る緑色岩の意義（1997年度第4回定例
評議員会で刊行企画承認）1998年度
第4回定例評議員会で最終刊行計画承
認を求める目標で作業中．

（3）木村克己ほか編：ジュラ紀付加体の
起源と形成過程（1998年度第2回定例
評議員会で刊行企画承認）1999年6月
に編集完了の計画．木村連絡責任者よ
り，表紙に論集の内容を示すような写
真を掲載したいとの要望があり，執行
委員会で検討の結果，「モノクロ」で
掲載し，それに伴う表紙のデザインの
一部変更を検討することとした．

（4） 下記論集の刊行企画案が提出され
た．
加々美寛雄ほか編：本州弧下部地殻と
酸性マグマの生成・活動システム（議
題へ）

（5）新規刊行の企画提案書のフォーマッ
トを作成することとした．

（3）会計委員会

1） 1998年1月～11月の会計報告
収支共，ほぼ例年並み．運用財産の支出

計 5,585 , 449 円，これに対して収入計

1,512,200円，収支差額は－4,073,2149円で，
運用財産現在高は1,824,393円である．
12月10日現在の運用財産額は極めて僅

少となっており，職員に対して所定期日に
期末手当を支給できない状況となった．こ
の状況は新年度会費の入金があるまで解消
できない見込みである．職員に対しては，
従来から指摘されている財政構造上の問題
に起因した，極めて厳しい会計状況を説明
して理解と協力を求め，期末手当と12月
分給与について，それぞれ10日程度，1週
間程度の遅配を了承してもらった．
2） 1998年度の決算見込みをたてた．
3） 1999年度予算案を作成した．（議題へ）
4）「預金口座振替による会費等の引き落
とし払い込み」について7月14日付けで，
本学会会長と（株）三井ファイナンスサー
ビス社長との間で契約書を交わし，以降
ニュース誌上で広報を行ってきた．利用
申し込みがまだ少なく，今後も広報を引
き続いて行っていく．
5） 文部省より，7月22日付けで本年度科
研費補助金（学術定期刊行物）に関する
交付決定通知（292万円）と同（研究成
果公開発表B）に関する交付決定通知
（110万円）があった．
6） 11月末日付けで各支部宛，1998年度
支部補助金を送付した．
北海道支部　45,000円
東 北 支 部　47,800円
関 東 支 部　94,000円
関 西 支 部　60,100円
西日本支部　52,600円

（5）会員委員会

1） 会員の動静（11月末現在）

2） 次の入会承認を行った（敬称略）．
計107名
正会員 （32）：古江良治，黒島善和，永
井誠二，水野俊兵，高野　仁，加藤
晶子，高橋美穂，松影香子，土井康
裕，人見美哉（以上7.13），中野啓
二，岩下　篤，杉山満利，古川義雄，
藤崎浩孝，藤岡比呂志，Christopher
J. Nicholas（以上9.14），伊豆倉正
隆，横井大作，山田恭司，太田　宏，
吉岡　正，袴田亜希子，池上一誠，
藤崎　忍，柿元良行，中原竜二（以
上10.19），出口清悦，岡本　研，吉
川博章，原　晴彦（以上11.16），水
上香奈江（12.12）．

院生会員（52）：坂本多恵夫，石田直人，
Hasibateer，西　奈保子，中澤知哉，
黒田智子，大蔵恒太，片山郁夫，鈴
木七重，大野源広，松山朋代，内田
守亮，佐々木智之， Juan Carlos
Loapez Aviles，内山美恵子，三池

力，高梨　将，阪本龍馬，山崎静子，
伊藤民平，石浜佐栄子，水野耕平，
Choi Tad James，宮原伐折羅，須田
裕子，寺井康文，紀岡秀征，大石い
ずみ，田中小満，伊計秀明，稲垣静
枝，山本定雄，草野高志，中田恒介，
池津大輔，田辺　晋，伊豆隆太郎，
富永英治，大塚隆司，関谷典恵（以
上7. 13），藤谷佳史，堂満華子，藤
井理恵，宇都宮　敦，大戸剛志（以
上9. 14），Li Zilong，島津康行，今
井秀治，太田雅人，西村幸一，山本
順司（以上10. 19），鵜飼宏明（11.
16）．

学生会員（23）：渡辺恭太郎，阿部健太
郎，安部美佐，河合政岐，清原永子，
佐々木直哉，長谷川香織，金丸龍太，
浅田恵里（以上7. 13），秋山美代，
梅本研吾，田原惇一，森山義礼，筧
光喜，小山雅通，斎藤史門（以上
9.14），原田明敏，池田恵介，菅沼
悠介，横山芳春（以上10. 19），金
子真弓，米倉栄子（以上11. 16）．

3） 逝去者（敬称略）計7名
名誉会員（1）：野田光雄（1998. 10. 11）
正会員（6）：佐藤任弘（1998. 6. 19），原
田哲朗（1998. 8. 1），野村松光
（1998. 8. 8），山田哲雄（1998. 8. 15），
斎藤良二郎（1998. 9. 28），貝塚爽平
（1998. 11. 13）．

院生会員（1）：Adasivan Bindu R.
4） 次の退会承認を行った（敬称略）．計
41名　　　　　　　　　　　　　　　　　
正会員（41）：加藤公人，牧野　裕，新

城竜一（以上7. 13），古屋義二郎，
伴　慎介（以上9. 1）渥美恭史，五
月女玲子，森岡瑞恵，塩原幹治（以
上10. 19），荒木直也，芦谷武司，
石原　寿，飯島　東，石坂恭一，石
川茂雄，上野麗子，梅木美妙，大野
恵一郎，奥村　清，小倉　敬，乙部
憲彦，河原佑郎，河田清雄，小林正
昭，白井政幸，島崎光清，須田賢一，
鈴木峰史，菅井敬一郎，陶山一也，
空地公二，立花直子，田辺芳宏，西
尾潤一郎，野村利里，林　恵，前島
正道，森田宏明，山岡一雄，渡邊陽
巳，渡辺裕文（以上12. 12）

5） 芳野　極・真砂英樹両評議員より，12
月11日付けで，評議員会宛に「院生会
費の会費値上げに関する意識調査」のア
ンケート結果の報告が寄せられた．
6） 名誉会員候補者として，現行内規と支
部からの推薦に基づき次の6会員を推薦
することとした（順不同）．藤田和夫，
早川正巳，深田淳夫，北川芳男，諏訪兼
位，倉林三郎．（議題へ）
なお，関東支部より10月22日付けで，

「名誉会員の位置付けについての基本的
考え方，名誉会員の義務・権利などを，
またそれらを踏まえた現行の推薦基準が

No.30 No.31 No.32 No.33 No.34 No.35 No.36
(1988) (1988) (1989) (1989) (1990) (1990) (1990)

1500 1000 1100 1000 1000 1500 1000

1380 778 938 773 828 973 891

No.37 No.38 No.39 No.40 No.41 No.42 No.43
(1992) (1992) (1992) (1993) (1993) (1993) (1994)

1000 1000 1000 1000 1000 1000 1000

793 791 656 653 720 736 767     

No.44 No.45 No.46 No.47 No.48 No.49 No.50
(1995) (1995) (1996) (1997) (1997) (1998) (1998)

1000 1500 1000 1000 1000 1000 1000

495 1251 538 327 498 403 690

No.51
(1998)

1000

202

1 号数の下の（ ）中は発行年度
2 第1段は発行部数
3 第2段は総売上部数

賛助 名誉 正会員 院生 学生 合計

1998. 5.31 55 56 4599 556 47 5313

1997.11.30 53 55 4668 621 67 5464

増・減 －2 －1 ＋69 ＋65 ＋20 ＋151
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今後も適切であるかどうかを評議員会で
検討して欲しい」との要望が提出された．
執行委員会ではこれらの検討のために第
3回定例評議員会に名誉会員に関する検
討委員会の設置を提案することとした．
（議題へ）
7） 1995年度以降の会費未納者（58名）
を会則第6条の規定により除籍すること
を第3回定例評議員会に提案することと
した．（議題へ）
8） 1998年度版会員名簿を作成，12月15
日頃に刷り上がり・納品の予定となって
おり，完成次第直ちに会員に発送する．
1998年11月20日現在とした．印刷部数
5,100部．従来と異なる主な点は次のと
おりである．（1）配列を氏名の読み優先の
50音順とした．（2）住所欄を「連絡先住
所」とした．（3）個人の電子メールアドレ
スをそれぞれの欄に掲載した．（3）専門分
野と所属支部を削除した．

（6）編集委員会

1） 地質学雑誌の編集状況（12月12日現在）
104_12 論説　5 短報　0（校正中）
105_1 論説　6 短報　0 総説　0
（入稿済み）
手持ち論文　論説　18 短報　5 ノー
ト　1
査読中論文　57
投稿数（1998年） 論説（和文　71 英
文　17）総説（和文　2） 短報（和文
18 英文　6） ノート　1 5）合計
115（昨年比　＋8） 口絵　10
印刷原稿は105_4まで確保されている．
3） 地質学会ニュースの編集状況

順調であるが，今後とくに諸情報を分
野ごとに積極的に集める努力が必要であ
る．
4） 地質学雑誌およびニュース誌の用紙の
変更について
印刷経費の削減，発送費（重量）の削

減の観点から具体的に両誌の用紙の変更
を検討してきた結果，1999年1月号以降
下記のように用紙を変更することとし
た．これにより300万円弱の経費を節減
できる見込みである．
（変更後）
地質学雑誌　
本文　Npiコート（40.5） ＠140円
表紙　Npi特アート（86.5） ＠160円
口絵　Npi特アート（57.5） ＠160円
地質学会ニュース　
本文　エナジーソフト（28.5）＠135円
表紙　Npiコート（57.5） ＠140円

（7）行事委員会

1） 第105年（1998年）松本大会について　
参加者計約1,200名であった．行事委

員会を最終日に開催し，大会の進め方，
セッションの区分，問題点等について意
見交換し，行事委員会としての総括を行
った．その内容をニュース誌1_11に掲
載した．今回のセッション企画について

はいろいろ問題点はありながらもおおむ
ね好評であったといえそうである．プロ
グラムと要旨集の編集については使い勝
手が悪いという批判があるので，今後改
善することを検討した．
2） 第106年総会・シンポジウム（1999年
3月26～27日，早稲田大学）
シンポジウムについて，これまでに下

記の6件の申込があった．
「カザフ共和国コクチェタフ超高圧変成
帯研究の最近の進展とその地球科学的
意義」（世話人：小笠原義勝・丸山茂
徳・J.G. Liou）

「首都の地質環境的立地適正―東京都お
よび首都移転候補地を例として」（世
話人：楡井　久ほか）

「クリーンナップ・ゴールを獲得できた
有機塩素系溶剤地質汚染現場」（世話
人：鈴木喜計ほか）

「日本の地質特性と地層認定のパラダイ
ム」（世話人：日本地質学会地層名命
名規約策定委員会［代表　天野一男］）

「21世紀の地球科学と深海掘削」（世話
人：平　朝彦・木下　肇・木川栄一・
玉木賢策・斉藤実篤）

「21世紀の地質学界と日本地質学会」
（世話人：研究企画委員会・事業計画
委員会［代表　木村　学］
1日目は午前中特別講演（小松会長に依

頼中）と総会を行い，午後は「21世紀の
地質学界と日本地質学会」のシンポジウム
を行う．
3） 第106年年会（名古屋大会，1999年10
月9～11日，名古屋大学）
・準備委員会の構成：委員長　足立　守，
プログラム　榎並，巡検　鈴木，会場
延原・田中・加藤・西本．
・10月9日（土）は，シンポと企画展示の
み，一般講演は行わない．会場は，市内
の中央部の公会堂と市科学館ホール．
・10日（日）と11日（月，休）は全日一
般講演にあてる（名古屋大学東山キャン
パス，11会場，200人規模3室と100人
規模8室）．
・9日のシンポは名古屋大学で企画し，一
般からの公募はしない．別に一般市民向
けのものを用意し，科研費の申請を行う．
・展示企画　地調と共同で中京圏の地質
・巡検　3月末までにコース決定の予定．
4） 第107年総会・シンポジウム

2000年春，つくば市，筑波大学にお
ける開催が決定されている．
5） 第107年年会　2000年秋，松江市，島
根大学における開催が決定されている．
6） 第108年年会（2001年秋）金沢大学に
開催の可能性を打診中．
7） 遠隔地の大会準備委員会からの行事委
員会への参加旅費について
標記について，これまで恒常的なシス

テムがなかったので，執行委員会で討議
の結果，準備委員会から“正式な行事委

員”として行事委員会に参加してもらう
のがよい，旅費の支払については準備委
員会の裁量に任せることとし，学会から
準備委員会に出されている大会開催費，
要旨売り上げなど，計約350万円のなか
から支出してもらうこととした．
8） 古生物部会設立準備会代表平野弘道会
員より11月24日付けで評議員会宛，同
部会の組織と規約案を添えた「日本地質
学会古生物部会設立趣意書」が提出され
た．（議題へ）

（8）国際交流委員会　とくになし
（9）その他

1）学術情報センター電子図書館サービス
事業への参加について
10月29日に佐々木和彦会計委員長と

水野篤行事務局長が学情センターを訪問
し，参加に関する具体的な条件を中心と
して資料を入手し，参加の申請に伴う著
作権使用料等の原案を作成した．（議題
へ）
2） 事務局移転問題について

10月3日に事務局移転問題WGの第1
回会合を開催した．以降大洋商会への折
衝の結果，財政上の問題から1999年2月
末に契約切れに際して契約更新を行わな
いことを決め，その旨12月3日に会長名
により足立執行委員長と水野事務局長が
大洋商会に申し入れた．一方，複数の不
動産業者を介しての多数の事務所移転先
の候補物件を検討し，財政の節減，候補
物件の面積・賃料・環境・交通等の条件
を総合的に検討して，候補をしぼり込む
ことができた．執行委員会では，その後
の太洋商会との折衝結果を含めたWGの
報告と提案を了承し，移転問題について
第3回定例評議員会に諮ることとした．
なお，この評議員会直前に第1候補の物
件が複雑な抵当権の設定下にあることが
わかり，それを候補から外すとともに，
改めてそれとほぼ同様な条件にある候補
を早急に探す必要が生じ，事務局移転問
題WGでさらに検討を進めることとし
た．（議題へ）
3） 地質科学連合に関する検討委員会につ
いて
第16期の地質科学総合研連が世話役

となって“地質科学連合”の結成が論議
された．今期の地質科学総合研連では改
めてその問題を議論している．近く同研
連委員長より，呼びかけがある見込みで，
呼びかけ後に直ちに対応できるように，
あらかじめ“地質科学連合に関する検討
委員会”を設けることを第3回定例評議
員会に提案することとした．（議題へ）
4） 平成11年度科学研究費補助金，研究
成果公開促進費「学術定期刊行物」の計
画調書を12月1日に提出した（要求額：
5,047千円）．
5） 平成11年度科学研究費補助金，研究
成果公開促進費「研究成果公開発表（B）」



日本地質学会News 2 （ 2） 29

に対して，下記の内容による計画調書を
提出した．
表　題：中部地方の生い立ちと大地震
開催日：平成11年10月9日9時～12時
会　場：名古屋市公会堂
内　容：中部地域の活断層と地震（名古
屋大学　山岡耕春）
中部地方の恐竜化石が語る日本列島の
生い立ち（名古屋大学　小澤智生）
申請額：1,130千円
主　催：日本地質学会（事務連絡先：名
古屋大学　足立　守）

6） 環境地質研究委員会藤井昭二会長名で
評議員会議長・執行委員長・組織運営検
討委員会委員長宛に「研究委員会のあり
方」に関する意見書が提出された．

2． 研究委員会報告
（1）地学教育研究委員会

堀川秀夫委員より6月20日に開催した委員
会に関し，次の報告があった．
1． 地学教育委員会と普及研究委員会につ
いて合同会議を行った．今回だけでは結
論を出すに至らなかった．
2． 松本での夜間小集会について
大地のつくり――小林祐一（長野，岡谷
小学校），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
小学校）の両氏に発表してもらう．
3． 3学会合同シンポジウムについて
4． その他　新潟県では，高等学校教育研
究会理科部会で地学教員採用依頼につい
て検討した．

（2）南極地質研究委員会

本吉洋一委員より，第24回南極地質研究
委員会（平成10年9月26日，信州大学理学
部開催）に関する次の報告が提出された．
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，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．

（3）環境地質研究委員会

香村一夫委員より環境地質部会と兼ねるも
のとして次の報告があった．
下記シンポジウムを開催した．
（1）1998年8月22日（土）

シンポジウム「上総掘りと自噴井」
千葉県君津市上総公民館　講演数　8題
参加者　約150名

（2）1998年10月28日（水）
国際シンポジウム「環境保全と鉱物資

源の活用―無害地質素材による地質汚染
などの環境浄化」（日本学術振興会題
111委員会と共催） 東京，住友海上リ
スク総研大ホール　講演数　15題　参
加者　約80名

（3）1998年11月28日（土）～29日
「第 8 回環境地質学シンポジウム」

（日本情報学会・日本鉱物学会と共催，
日本土壌環境学会・日本応用地質学会の
後援） 大阪市立大学　講演数　68題
参加者　約120名　
その他 「上総掘りと自噴井の記念碑」建
立に際して，建立委員会と協力して事業
を進めている．

（4）女性地球科学者の未来を考える研究委員

会

藤林紀枝・田崎和江両委員より次の報告が
あった．
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，保育室と究
交流会についての話し合いが行われた．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, p 27）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った．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，地震学会と保
育室設置の波が広がっているところである．
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の非常に大きな協力
により実現した．保育室の確保，シッター会
社との契約・連絡，利用者募集がすべて準備
委員会（庶務係）で行われた．今回は3名の
利用者（子供数も3名）があり，夜間小集会
ではさまざまな感想と要望が出された（ニュ
ース誌，2巻1号の掲載記事「地質学会で初
めて保育室開設」参照）．また，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, p 27参照），これからも野
外巡検を積極的に開くことが合意された．
（5）第一次地質基準策定委員会

新妻信明委員長より次の報告があった．
委員：足立勝治，天野一男，服部　仁，早
川俊之，岩松　暉，神尾重雄，皆川　潤，
宮島吉雄，水野篤行，籾倉克幹，新妻信
明（委員長），楡井　久，坂　幸恭，酒
井　彰，滝田良基，宇田進一，上砂正一，
山元孝広
1． 1996年12月の評議員会で設立以来，
13回の委員会を開催し，第一次地質基
準(案)の策定作業を行った．委員会で検
討された内容・基準案・連絡などはE-
mail（Fax）による「委員会通信（No.
1_21）」によって委員に送付された．
2． 本委員会で策定途上の「第一次地質基
準（初案）」を1997年12月の評議員会に
おいて配布し，意見を聴取するとともに，
1998年3月号のニュース誌に掲載し，会
員からの意見を広く聴取した．また，同
案を各専門部会に送付し，意見を聴取し
た．
3． 国際基準として対応すべきであるとの
谷会員の意見に従い，国際基準化のため
に，調査の方法を規定せず，調査によっ
て得られる成果を規定する「性能基準」
を策定することとした．
4． 性能基準化を試みた最初の「第一次地
質基準（中間案）」は，1998年9月の松
本大会で配布するとともにポスター発表
において会員の意見を広く聴取した．
5． 性能基準化を済ませた「第一次地質基
準（最終案）」を策定し，全国地質調査
業協会連合会と建設コンサルタント協会
との「地質基準懇談会」（1998年11月28
日14 : 00_16 : 30；深田地質研究所）に
おいて配布し，意見を交換するとともに
今後の推進の方策について討議した．
6． 本委員会終了に当たり，「第一次地質
基準（最終案）」（事前配布）を答申する．
ただし，「地質基準懇談会」における討
論において，地質体ごとにランクの付け
方が統一されていないとの指摘があり，
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今後，地質調査業界で実際に調査を受注
する場合を念頭に置いてランクを付け直
す必要がある．
7． 今後の計画：「第一次地質基準」の骨
格と主要部を策定することができたが，
実際に社会で使用されるように細部の検
討が必要である．また，「第一次地質基
準」を満たすための調査法を記述した
「説明書」の出版が必要であるために，
2001年1月1日に「第一次地質基準」の
発効を目指し，1999年1月から2000年
12月の期限で本委員会を引き継ぐ新委
員会「地質基準委員会」の設立を答申す
る．
8． 地質学会の組織について：地質学が社
会に貢献するとともに責任を持てるよう
に地質学会は脱皮することが要請されて
いるが，本学会の「第一次地質基準」が
制定され，国際基準化も検討される段階
に入れば，責任主体として地質学会内に
「地質基準部」を設ける必要があるので，
その線で組織改革を進めることを答申す
る．さらに「第一次地質基準」の国内で
の使用を広めたり，国際的に影響力を及
ぼすためには，地質学会が「社会的に認
知された法人格」を持つことが必要であ
り，ぜひ「法人化」の積極的な検討をお
願いしたい．（地質基準委員会の新設置
については議題へ）

（6）Tectonic Map of Asia（CGMW）研究委員
会

渡辺暉夫委員より次の報告があった．
1996年の北京IGC直後に渡辺が日本列島

の陸上部分の私案をMoscowに送り，e-mail
でも連絡したが，返事はまったくない．出版
計画についての話も一切ない．委員会の発足
時に，出版費要求に配慮をという発言もあっ
たので，不必要な連絡はこちらからは取らな
いことにして，様子を見ている．連絡があり
次第状況はお知らせしたい．
（7）ヒマラヤ地質研究委員会　報告なし
（8）テクトニクス研究委員会　報告なし
（9）「地質学と地震」研究委員会

嶋本利彦委員から次の報告があった．
企画調査・科研「震源域物質研究プロジェ

クトの準備」（代表：小松正幸）を用いて，
新潟県と福島県で断層見学会をおこなった
（新潟県（［世話人：豊島剛志］：日本国マイ
ロナイト類，蒲萄花崗岩体・五頭花崗岩体中
の断層および脆性断層岩類，福島県［世話
人：大友幸子］：双葉破砕帯，畑川破砕帯）．
合計約50名の参加があり，断層の研究が広
がりつつあることを感じさせた．来年度は，
2000年の「地質学と地震」特集号の刊行に
向けて，合同学会と地質学会でシンポジウム
とセッションを開催する予定である．
（10）地層名命名規約策定委員会

天野一男委員長より，日本地質学会地層名
命名規約（案）を作成し，評議員会への答申
を作成したとの報告があった．（議題へ）
（11）研究企画委員会　報告なし

（12）各賞問題検討委員会

嶋本利彦委員長より，国際賞の名称等に関
する検討を行い，委員会としての成案を得た
ので，議題として提案，審議をお願いしたい
と述べられた．（議題へ）
3． 日本学術会議報告
斎藤常正日本学術会議会員より文書を通じ

て次の報告があった．
1） 第4部会（夏部会，1998年7月2日）
（1）国立研究機関の見直し問題：国研（文
部省直轄を除く）は92機関，17,000人，
4,600億円の大組織で，行革法で法人化
が決定している．しかし現状でうまく行
くか疑問．法人化で直接利益の上がらな
い部門が切り捨てられるとすると問題．
第4部としては，法人化の目指す効率化，
合理化，競争的，等の方向が理学になじ
むか，突っ込んだ検討が必要である．

（2）地域に関する研究について：第1部は
地域を綜合的に研究する視点で，第5/6
部は何らかの研究に関連して，地域研究
を目指す．地域関連研連を発足させる方
向で検討中．

（3）第4部関連付置の小委員会申請：地球
物理データ問題小委，地磁気観測小委，
陸上掘削小委などの設置を承認．

（4）科研費の時限付き分科細目の推薦：申
請された3件について部会後の郵便投票
の結果，第4部としては「生物多様性」
を推薦することとした．採択されると，
平成12年度から3年間の時限付き細目と
なる．

2） 日本学術会議第129回総会（1998年10
月28･29日）
（1）各常置委員会・特別委員会，その他の
委員会報告：特記事項なし．

（2）学術研究団体の登録に関する規則の一
部改正：これまで一旦登録を認めると，
その団体が登録の要件を欠くことがわか
った場合でも登録を抹消することができ
なかった．それをできるように改正する．
ただし，その団体に弁明の機会を与える．
また，団体の登録に際し，推薦管理会が
学術会議の意見を聞くことができるとい
う規則があるので，それをもっと活用で
きるようにした．

（3）これからの学術研究の方向，あり方に
ついての自由討議を行った．第3常置委
員会から「新たなる研究理念を求めて」
の基調報告，吉川会長から「俯瞰的な視
点を重視した学術プロジェクトの推進」
が話題提供され，討論が活発に行われた．
吉川会長は，学術研究と科学技術政策に
は一貫性と統一性が要求される，また科
学技術会議で総合的な科学技術政策をた
てるのに学術会議として協力すべきと主
張し，大方の合意を得た．

3） 第4部会（1998年10月27，28日）
（1）太平洋学術研連の委員として新たに斎
藤常正会員が加わった．

（2）地域に関する研究を振興させるために

これに関する研連または専門委員会を新
たに発足させるべきとの結論に達した．

（3）第4部関連の研連からの対外報告とし
て，「21世紀に向けた原子力の研究開発
について」，「わが国の測地基準系の改訂
について」，「天文学関連分野における国
際共同観測事業等の支援体制の整備につ
いて」の3件を提出することとした．

（4）研連の見直しについて第4部長から概
括的報告があり，生物科学，地質科学，
地球物理学の各分野から発言があった．
地球物理学では研連を1つだけ減らすの
はきわめて困難であること，生物科学で
はいくつかの案を検討中であることなど
が紹介され，今後は具体案を詰めていく
こととなった．

（5）国立研究機関のあり方につて，研究機
関の法人化問題について，科学者として
の理想像を打ち出すべきとし，和田部長
がまとめることとなった．

4． 各研究連絡委員会報告
（1）地質学研連
天野一男研連委員より，第17期第4回地質
学研究連絡委員会に関して次の報告があっ
た．
日時：平成10年度11月9日13 : 30_17 : 00
（日本学術会議第4部会議室）
出席者：斎藤常正，青木謙一郎，足立　守，
岩松　暉，小玉喜三郎，佐倉保夫，高島
勲，徳岡隆夫，新妻信明，西脇二一，廣
井美邦，八尾　昭，天野一男　欠席者：
小川勇二郎，木村　学
議題：
（1）第3回委員会議事録の確認．
（2）研連の見直しに関する第4部会長から
の諮問について：斎藤委員長より第4部
会長からの諮問内容が紹介された．それ
の主たる内容は，『第4部から3研連を
「空き研連」をつくり，そのうち1つは
会長留置研連，2つを第4部留置研連と
する．3つの空き研連は，生物科学関連
研連，地質科学関連研連，地球物理関連
研連から1つずつ出す』である．青木委
員から従来の経過について解説を受けた
後，検討を行った．その結果，現在の研
連見直しの動きをそれぞれの学会で報告
し，意見を集約することとした．ただし，
18期学術会議会員選挙については従来
通り実施されるという指摘が委員長から
あった．

（3）IUGSの役員推薦について：佐藤　正
氏を会長候補として推薦することとし，
本人に打診することとした．

（4）国際会議代表派遣について：斎藤委員
長と廣井委員が申請する事とした．

（5）地質科学の普及に向けた活動につい
て：文部省学術用語集（地学編）改訂版
を地質学研連が作成することとした．そ
の準備のため各学会での協力体制を組む
よう働きかけることとした．なお，来年
度，用語集編集のための科学研究費を申



日本地質学会News 2 （ 2） 31

請する方向で検討する．また，現在，地
質学会で進んでいる「地質基準」と「地
層名命名規約」策定の進展状況が報告さ
れた．特に，地質基準については，将来
的に地質学研連として協力する必要性が
確認された．

（6）21世紀を担う地質学「地質学の現状
と展望」について：地質科学の必要性を
一般市民や他分野の研究者に理解しても
らうための，position paperを作成する
必要性が確認され，具体的な検討を進め
ることとした．

（7）第2回理学総合会議（12月3日）につ
いて：この会議では研連の見直しが議論
されると予想されるため，それに向けて
意見の交換を行った．
報告・その他：
（1）第17期日本学術会議第129回総会およ
び部会（10月27日_30日）の報告が青
木委員および斎藤委員長よりなされた．

（2）陸上科学掘削計画（ICDP）小委員会
の設置が認められた．構成員は，青木謙
一郎・荒牧重雄・斎藤常正・池田隆司・
浦辺徹郎・新妻信明・佐藤　正各氏であ
る．

（3）Episodes誌への投稿の要請がIUGSよ
りあった．委員長より積極的に対応する
ことが要請された．

（4）地質科学系学会連合（地連協）の組織
化についての動き：この件にについて天
野委員より従来の経過説明がなされ，斎
藤委員長からは地球物理学系学会連合の
動きについて情報が提供された．その後，
自由に意見の交換がなされた．なお，
「地連協」については，地質科学総合研
連での前期からの申し送り事項の一つに
なっている．地質学研連としては地質科
学総合研連の検討結果を待って，本格的
な検討をすることとした．

（5）日本情報地質学会シンポジウム「現場
でのGISの高度利用と課題」（11月13日）
を共催する．今回は時間がせまっていた
ので委員長の判断で共催を承認したこと
が報告され，事後承認された．今後は，
この種の緊急を要する件についてはイン
ターネット会議により結論を出すことと
した．

（2）鉱物学研連

高須　晃研連委員より第17期第4回・第5
回鉱物学研究連絡委員会に関して次の報告が
あった．
第4回研連
日時：1998年7月24日（金）13 : 30～17 : 00
（日本学術会議第7部会議室）
出席者：青木謙一郎，末野重徳，高須　晃，
高橋栄一，藤野清志，豊　遥秋，山中高
光，渡辺　隆
報告事項
（1）学術会議第4部会報告
（1）地質科学総合研連報告
審議事項

（1）第17期鉱物研連の実践的な活動計画
について：各研究機関の現状と改組・改
編に関するアンケートについて，WGの
河村，高須，藤野より，アンケートを各
研究機関の便覧的な内容紹介と改組・改
編に伴う問題点の2つの面について行う
との説明があった．意見交換の結果，次
回までにもっと踏み込んだ質問にする方
向で再度アンケート項目を検討すること
となった．

（2）2006年IMAの日本での開催誘致につ
いて：末野委員長からこれまでの経過が
報告され，用意されたIMA開催誘致用
の資料が説明された．それに盛り込む内
容が種々議論された後，本年度のトロン
トのIMA総会で日本誘致が認められた
場合には，本年10月に誘致委員会を準
備委員会にすることが了承された．本年
度のトロントの総会には，末野委員長の
外，大谷栄治，藤野清志，豊　遥秋，松
井正典，山中高光の6名が日本代表とし
て参加することが了承された．

第5回研連
日時：1998年11月20日（金）15 : 30～17 : 00
（日本学術会議第7部会議室）
出席者：青木謙一郎，荒井章司，金田博彰，
北村雅夫，末野重徳，高須　晃，藤野清
志，豊　遥秋，山中高光
報告事項
学術会議関係ほか
審議事項
（1）第17期鉱物研連の実践的な活動内容
の検討
各研究機関の現状と改組・改編に関す

るアンケートについてWGが再検討した
改訂版の説明がなされ，細部にわたる議
論がされた．これらを踏まえて次回委員
会でアンケート文書を最終的に決めるこ
とになった．なお，国公立研究機関向け
のアンケート文案については豊委員が
WGに協力することとなった．

（2）次回は1999年2月22日（金）．
（3）鉱物学研連鉱床学専門委員会

石渡　明専門委員会委員より第17期第4回
鉱床学専門委員会について，文書を通じて次
の報告があった．
日時：1998年11月20日（金）15 : 00～16 : 45
（日本学術会議第3部会議室）
出席者：島崎英彦（委員長），溝田忠人，
石渡　明，中嶋　悟，根建心具，上野宏
共，渡辺　洵，松枝大治（以上8名，欠
席：千葉　仁）
鉱物学研究連絡委員会・鉱床学専門委員会

合同会議に引き続いて，鉱床学専門委員会が
行われた．
報告事項
1） 島崎委員長より，先の資源地質学会誌
で募集したオーストラリア メルボルン
大学プライマー教授に対する義援金が総
額約257,000円に達し，それを救援基金
本部宛てに送金した旨の報告があった．

また，ご本人からの礼状が届いたとのこ
とである．
2） 日本語版「鉱床学」関係の教科書の作
成計画に関して，資源地質学会の評議員
会に提案したところ，学会としては歓迎
の意向であり，専門委員会で編集・アイ
デアおよび全体構想などを進めて欲しい
との要望があったとのことである．また
これに関連して，最近出版された『地球
鉱物資源入門』（飯山敏道著）に関する
簡単な紹介もあった．
審議事項
1） 来年英国ロンドンで開催のIAGODに
対する学術会議からの派遣申請書類（旅
費支給の見込み薄）は，島崎委員長が作
成することになった．
2） 島崎委員長より対外報告（案）修正版
の提示があり，それに関して意見交換が
行われた．その主な内容は以下の様であ
る．
a） 本文の長さと構成はこの程度で良い
（千葉委員よりのコメント）．
b） 諸外国では，鉱床学関連分野の学
会や学生数も多く，活発な研究活動が
行われてるなどの内容を盛り込むとよ
い（青木学術会議会員よりのコメン
ト）．
c） 具体的に，金属・非金属などについ
てもう少し詳しく言及した方がよい．
d） 海外派遣に関しては，科研費で可
能になってきた実状があるので内容か
ら削除する．
e） 提言の中味をもう少し整理して，判
りやすく簡潔にした方がよい．
f） Scienceの部分をもう少し強調した
らよい．
g） 鉱床学が地質学の諸現象の中の一
基礎分野であることを意識し，それを
強調すべきである．
h） 今後の修正作業に関しては，委員
長から早めに改訂版を各委員に電子メ
ールで配送し，修正等をメールでやり
とりして行う事とした．
i） 次回（来年2月）までに検討を行っ
た上で，専門委員会としての原案を次
回の鉱物研究連絡委員会に報告し，意
見を求めることになった．

3） 今期の活動内容について，以下の検討
を行った．
a） シンポジウム「資源と環境」（仮題）
の企画について意見交換を行い，今後
さらに検討を続けて行くことになっ
た．主な意見は以下の様である．
1．「環境問題」は対象が広く（放射
性廃棄物，地下水汚染，鉱山公害問
題，地球温暖化など）なるため，
「資源問題」に絞った方がよい．
2． エネルギー資源に対する危機感は
強いが他の資源に対する危機感が薄
いので，新材料（Mg資源など）の
重要性を指摘する必要がある．
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3．このほか企画内容として「廃棄物」
や「再利用」などの案も出た．

4） その他
a） 東京大学理学系研究科における地球
科学分野の改組の進行状況について紹
介があった．
b） 岩鉱学会―鉱物学会雑誌統合に関
わり，新雑誌名の検討内容などが紹介
された．
c） 核燃料サイクル機構においては，海
外ウラン探査業務から撤退する方向で
あることが紹介された．また，深地層
研究所（幌延など）や東濃鉱山などは
実習鉱山としての対象になり得る旨の
紹介があった．
d） 新材料資源としてのMg資源，ゼオ
ライト資源やREE資源などの利用と
探査・開発についての話題が出され
た．
e） 総合科学としての「鉱床学」のアイ
デンテイーについて意見交換があり，
特にその研究対象である「拡散と濃集」
機構の解明が全地球史解明に大きく貢
献していることが強調された．
f）「産廃問題」に関して，今や資源の
「入り口」ではなく「出口」が大きな
問題となって来ている現状が話題とな
った．
g） Resource Geologyへの最近の投稿
論文で，炭坑における坑口からの排水
を取り扱った論文がある旨の話題が出
され，情報公開の問題をどのように考
えて行くべきかなどについての意見交
換もなされた．

5） 次回の鉱床学専門委員会は，平成11
年2月22日（月）の合同会議後に開催予
定である．

（4）鉱物学研究連絡委員・鉱床学専門委員会

合同会議

高須　晃鉱物研連委員より第17期第4回合
同会議に関して次の報告があった．
日時：1998年11月20日（金）13 : 30～15 : 30
（日本学術会議第7部会議室）
出席者：青木謙一郎，荒井章司，石渡　明，
上野宏共，金田博彰，北村雅夫，島崎英
彦，末野重徳，高須　晃，中嶋　悟，根
建心具，藤野清志，松枝大治，溝田忠人，
山中高光，豊　遥秋，渡辺　洵
報告事項
第17期日本学術会議第129総会，連合部

会，部会等
審議事項
1） 2006年IMAの日本での開催内定につ
いて：末野委員長よりトロントで開かれ
た第17回IMA総会で2006年の日本開催
が内定したこと，日本の分担金が480ド
ルとなったことが報告された．開催につ
いては鉱物学会を中心に準備をお願いす
ることとした．
2） 合同委員会の活動内容について：以下
のことが確認された．

（1）高校の地学教育について，研連の場
でも検討すべきものとして，12月4日
の学術会議の第4部の委員会の討議事
項にしてもらうことになった．

（2）全国10大学理学部長会議で出た教
育・研究環境の整備に関連して，野外
科学の問題を研連または学術会議で取
り上げて欲しいとの意見が出され，同
様の立場から大学の教室のスペースを
増やす要求を出せないかなどの意見が
出された．

3） 高須委員より2001年に国際エクロジ
ャイト会議を企画しているので，学術会
議の国際会議開催支援の申請に際し推薦
して欲しいとの要望が出され，了承され
た．
次回は1999年2月22日（金）

（5）地球化学・宇宙化学研連

矢内桂三研連委員より第17期第4回研連
（1998年11月10日13 : 30～17 : 00，日本学術
会議）に関して，文書を通じて次の報告があ
った．
1） 科研費審査委員候補者の推薦方法が次
回から多少変更される予定．
2） 研連削減が求められ，地球科学系研連
は大研連―専門委員会方式が検討されて
いる中で，本研連の対応について議論し
た．結論は，残すこと，とくに地球化学
者から存続について強い意見が出され
た．研連で研連削減の方向性はでないの
ではないか．
3） 地球環境研究所の設立について，地球
化学系の部門が弱体化との意見が出され
た．
4） 地球化学・宇宙化学の推進について，
当分野の研究・教育について議論した．
研究者の問題意識の低下，学会（日本地
球化学会）での発表数に大きな偏りがあ
る．学生は基礎学力が著しく低下してい
る．教官はぬるま湯的存在，無駄：計測
器の稼働率が低いなど，研究・教育の根
本的な点の指摘があった．また一部には
マスコミ受け（とくに環境がらみ）に走
るきらいもあり，本研連としては10年
先，20年先の同分野の在り方，進むべ
き方向を真剣に検討することが今一番求
められていることであろう．

（6）海洋科学研連　報告なし
（7）国際学術協力事業研連

土　隆一IGCP専門委員会委員長より，本
年9月17日に開催された第17期第3回の委員
会に関して，文書を通じて次の報告があった．
1． 第18期に予定されている研連の見直
しに向けて，本研連のあり方，あわせて
日本の国際協力事業に関する研究体制に
ついて意見を交換し，ひき続き検討を進
めることとした．
2． 次回は平成11年2月または3月に開催
の予定．

（8）古生物学研連

井本伸広研連委員より第17期古生物学研

究連絡委員会第4回会議（1998年11月13日
（金），日本学術会議）に関して，文書を通じ
て次の報告があった．
出席者：斎藤常正・池谷仙之・井本伸広・
小笠原憲四郎・小泉　格・棚部一成・西
田治文・野田浩司・長谷川善和・平野弘
道（敬称略）
Ⅰ． 報告
A．第129回総会・連合部会
B．第4部会
Ⅱ． 審議事項
1． 平成11年度国際会議代表派遣候補
者として，第1位に小笠原憲四郎委員
（第7回CPNS，メキシコ，10月3～6
日）を推薦することとした．
2． 動物命名法小委員会に本研連からの
委員の追加を申し出ることとした．
3． 古生物模式標本カタログの作成につ
いて　池谷・小笠原・平野・棚部・西
田各委員から出された試案や資料に基
づいて，目的・対象・収録形式・古生
物学タクサ区分・収録担当世話人等に
ついて検討し，具体案の詳細について
は池谷委員長，平野・小笠原両幹事に
一任することになった．なお，2000
年夏頃までに脱稿の予定で作業を開始
することを確認した．
4． 平成12年度概算要求にIPC（2001
年9月，札幌），IPA，INQUA等の開
催経費補助を盛り込むことを確認し
た．
5． 次回は1999年3月8日（月）に開催
予定．

（9）第四紀研連　報告なし
（10）地質科学総合研連

鎮西地質科学総合研究連絡委員会委員長よ
り，文書を通じて次の報告があった．
最近の地質科学総合研連における主要な討

議事項は，次のの3件で，いずれも継続的に
討議してきた．
1） 地質科学関連学協会連絡協議会（地
連協）に関する件
2） 研連主催のシンポジウムに関する件
3） 研連の見直しに関する件
第17期第3回の研連は平成10年6月11日

に開催された．
1） 地質科学関連学協会連絡協議会（地連
協）について
委員長より地連協の活動試案として，そ

の目的，組織，活動，運営，等について明
文化したたたき台が示され，それを中心に
意見交換を行った．試案では，地質科学に
対する社会的要請が大きいことに対応し，
その目的は多数の学会の力を結集すること
にあるとし，加盟学協会は，自由意志で問
題ごとに活動に参加することになってい
る．この試案に対しては異論もあったが，
この協議会の結成は前期から引き続いてこ
の委員会の活動計画の一つとして討議され
てきたこともあり，今後さらに議論を続け
ることとした．
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2） 研連主催の「大学における地質科学の
教育に関するシンポジウム」について
大学の地質科学関係学科の再編が進むな
かで，純粋科学としての，また諸応用科学
の基礎としての地質科学教育，特に野外調
査などの教育がどのように行われているか
についてシンポジウムを開いてはどうか，
という提案が委員長よりあり，その目的，
内容，時期等について意見交換があった．
討議の結果，この問題についてシンポジウ
ムを開くのは意義があるので，その方向で
具体化を図ることとし，各研連でも検討を
進めることとなった．
第17期第4回の研連は平成10年12月4日

（金）に開催された．
1） 地質科学関連学協会連絡協議会につい
て
冒頭で地球物理学界，生物科学界など他
分野における学界連合結成の動き，その他
の状況について委員長より報告があった．
討議では学協会の協力と情報交換は意義が
あると言う点で賛同する意見が多かった
が，これまでの結成準備の進め方，協議・
連合のあり方についての議論における問題
点が指摘された．これまでの学会連合案
（地連協案）を白紙に戻し，改めて各学協
会が最初の一歩から対等，平等に協議を進
めることの必要性を強調する発言が多かっ
た．そして，そのためには地質科学総合研
連が中心となってまとめ役となり，発足さ
せるのがよい，という方針が確認された．
2） 研連主催シンポジウムについて
委員長提案の「大学における地質科学教
育に関するシンポジウム」の提案に対し，
この段階で先に提案されたような主旨のシ
ンポジウムを行うことは時期尚早であると
する見解や，今やるべきだと言う意見など
が紹介されたが，地質科学がどのように教
育されているかの情報を交換することは，
それぞれのカリキュラムを全国的な視野か
ら見直す参考になると期待されるので，話
題提供者，開催時期等について更に検討を
すすめることとした．
3） 研連の見直しについて
前日の12月3日に開かれた第2回理学総

合会議における議論で，第4部における研
連の見直しと再編は，学術会議の組織を審
議している第1常置委員会や他の部の研連
見直し論議の進展に合わせて進める，とい
うムードであったことを踏まえて，地質学
総合研連としては，当面，第4部における
見直し検討の推移を見守ることとした．
4） その他の討議
a） 平成11年度代表派遣国際会議，同
候補者選出：本研連としては太田陽子
委員のINQUA総会への出席が第2区
分（役員の出席旅費）で認められなか
った場合，第1位で推薦することとな
った．また今後の調整を学術会議会員
に一任することとした．
b） 放射性廃棄物の地層処分にかかわ

る基礎研究の振興について：動力炉核
燃料開発事業団の後継機関が実施しよ
うとしている標記の基礎研究に関する
提言の賛同者を募ることについての協
力依頼があり，関係他研連・学会に連
絡することとした．

（11）IGCP専門委員会
土　隆一IGCP専門委員会委員長より，9

月11日（金）に開催されたIGCP専門委員
会・小委員会合同会議（第17期第3回）に関
して，文書を通じて次の報告があった．
1． 来年度から発足を希望する下記2件の
新しいIGCPプロジェクトの提案がなさ
れたので，それについて審議し，日本
IGCP国内委員会としてIGCP理事会に
推薦することとした．
1） 筑波大　小笠原憲四郎氏
“Cenozoic Events and Paleoenviron-
ments in the Pacific”
2） 早稲田大　平野弘道氏
“Land-Ocean Interactions during the
Cretaceons in Asia”

2． 本年11月30日（月）・12月1日（火）
2日間，IGCP特別シンポジウム“文化
遺産と自然災害”を，IGCP_383「西太
平洋・アジア地域の古応力・ジオダイナ
ミクス・ネオテクトニクス」代表者　地
調　佃　栄吉氏と，IGCP_425「文化遺
産と地すべり災害予測」代表者　京大防
災研　佐々恭二氏の協力により東京カナ
ダ大使館で開催することとした．（これ
については日本地質学会に後援して頂
き，ここに謝意を表します．）
3． 次回は平成11年2月22日（月）に開
催の予定．

5． 各種委員会報告
（1）科研費問題検討小委員会
天野一男委員（八尾　昭委員長代行）より

次の報告があった．
1． 委員会の構成
1997年度臨時評議員会（1997年10月：

九州）で，本小委員会の委員構成は次のよ
うに決まった．八尾　昭（委員長：留任，
大市大），斎藤靖二（世話人：留任，国立
科博），足立　守（留任，名大），田崎和江
（留任，金沢大），吉田武義（新任，東北大），
天野一男（新任，茨城大），公文富士夫
（新任，信州大），波田重煕（新任，神戸大），
以上8名．このうち留任の4委員は，1998
年度前半で退任するという条件も承認．
2． 委員会における検討
科研費獲得にむけての学会としての取り

組みについて，次のような意見交換がなさ
れた．
（1）科研費の基本方針の決定，配分審査
等に関してよくわからない点が多く，
引き続き情報収集を行う．また，他の
分野の学会では科研費獲得にどのよう
に取り組んでいるのかについても情報
収集を行う．

（2）地質学関連分野の科研費獲得につい

て．
a） 地質学関連分野の特性から個人な
いし小グループ研究が重要なウエイ
トを占めているという現状を考慮す
ると，まず，地質学関連分野全体の
科研費申請件数を多くする努力が必
要である（従来の主張の確認）．そ
のためのキャンペーンの充実化を検
討する．
b） 大型プロジェクトをどうするか
についての検討が重要である．この
点を今後の重要検討課題として取り
組む．

3． 1999年度科研費審査委員候補者の選
出
定まったルールに基づいて1998年度

第2回定例評議員会（6月20日）に候補
者リストを提出した．この評議員会で投
票により候補者が決定された．
4． 科研費申請への積極的な取り組みのア
ピールを，地質学雑誌ニュース誌9月号
に掲載した．
5． 科研費に関する地質学会ホームページ
を1998年版に更新した．

（2）The Island Arc編集委員会
徳橋秀一編集事務局長より次の報告があっ

た．
1． Vol. 7（1998）の論文構成（添付資料
参照）
特集号（計3件）関係：39
一般論文：7
Comment and Reply：各1
Vol. 7の特徴：大部の特集が2件（特に

Issue 3の1件が大きい）あり，年間の総ペ
ージ数が制限の600ページをかなり越えて
しまった（664ページ）．Vol. 8（1999）は，
その分年間総ページ数が少なくなる見込
み．財政と一般論文両方への圧迫が大きい
ので，財政的処置なしに大部の特集を持ち
込むことは今後原則として断る方針（原則
として印刷時1件150ページ以内）．年間2
冊までが特集号で，他の2冊は一般号（個
別論文用）が原則的方針．
2． 購読者状況（地質学会会員）
1998年（Vol. 7）のThe Island Arc購読
者数：370名
1999年（Vol. 8）のThe Island Arc購読
者数：380名（’98. 12. 3現在）
（1999年からの新規購読者12名，1998
年購読者で’99年キャンセル2名，合計
380名）
早急に400人を越すべく，評議員諸氏には，
99年新規購読者拡大に向けて周りの人に購
読申込を薦めて欲しい（申込用紙は，9月号，
10月号のニュース誌巻末に添付されていま
す）．いわゆる研究者で購読されていない人
が多い．’99年からの新規購読を申し込まれ
た人は地方の一般の会員がほとんど．地質学
会の評議員でまだ購読をされていない人は，
評議員たる自覚をもって，是非この機会に，
地質学会（及び関連4学会）の旗を掲げて世
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界の大海で奮戦しているThe Island Arcを購
読し，支援してほしい．
（3）地質学普及教育実行委員会

高橋正樹委員長より次の報告があった．
1） 生涯教育普及啓発WGは学校教育WG
の協力を得て，7月25～29日に科学技
術館（東京，竹橋）で行われた「’98青
少年のための科学の祭典全国大会」に
「日本地質学会後援・協力」として，参
加し，「太古の地球への招待」のテーマ
のもとで，「鉄とマンガンのひみつ」，
「石灰岩のひみつ」，「化石のレプリカを
つくりましょう」の3コーナーを企画，
実験・講義等を行った．一般参加者・主
催者から好評を得て，来年も是非にと要
望され，今後その方向で具体的検討を進
めていく．主催者側からは，地方大会に
も協力を要請された．
2）「基礎地質学講座（仮称）」（野外地質
学を中心とする教科書）の編集作業進行
中である．
3）「中学校理科2分野の教師用指導書
（地方版資料）」の編集方針確定のための
作業進行中（中学校理科教員に対する普
及書）．
4）「地震列島日本の100不思議」の編集
方針確定のための作業進行中（一般に対
する普及書）．

（4）インターネット運営委員会

天野一男委員長より，順調に進行中である
との報告があった．
（5）会則・運営細則等検討小委員会

天野一男委員長より，1997年度第4回定例
評議員会において合意された項目について検
討を行っているとの報告があった．
6． 外部関連委員会報告
（1）学校科目「地学」関連学会協議会

水野篤行協議会委員より次の報告があっ
た．
第2回定例評議員会以降，第14回（6. 23），

第15回（9. 8），第16回（12. 15）協議会が開
催された．
第14回協議会では，教育課程審議会の審

議のまとめ（6. 22発表）中の理科に関する
紹介とそれに関する意見交換，地学教育に関
する情報交換システム，協議会の方向等に関
する意見交換が行われた．第15回協議会で
は，引き続き関連学会間の地学教育に関する
情報交換システムの進め方，連絡協議会の今
後の進め方に関する意見交換が行われた．後
者については，10年後に行われる教育課程
改訂を大目標として，新指導要領に関する議
論，それの基礎として現行の指導要領下の小
中高の教科書のレビューを進めていくことと
した．また，これまでの協議会の活動内容を
整理して非参加学会への参加呼びかけを行う
とともにホームページを活用して対外的な広
報も行っていくこととした．協議会議長の交
代については，地学教育に関する中心的な学
会である日本地学教育学会に対して議長の推
薦を要望することとした．

第16回協議会では，次の議事が行われた．
1）協議会議長を，従来の磯部議長から，高
橋典嗣議長（日本地学教育学会）に交代する
こととなった．2）阿部国広（川崎市立西有
馬小学校；地質学会推薦），相場博明（慶応
義塾幼稚舎；地学教育学会推薦）両氏より，
小学校理科C領域に関する現行指導要領と教
科書，新指導要領（12月14日文部省告示第
175号）の内容が詳しく紹介され，とくに新
指導要領に関する主な問題点が指摘された．
これらについて質疑，意見交換が行われたほ
か，中学校理科の新指導要領も関連して紹介
された．3）次回は1999年3月15日（時刻，
会場未定）．近く公示される高校地学の指導
要領を含み，引き続き，指導要領に関する討
議を行うこととした．
（2）自然史学会連合

斎藤靖二委員より文書を通じて次の報告が
あった．
1． 7月11日に国立科学博物館新宿分館に
おいて臨時総会が開かれた．日本プラン
クトン学会の連合への参加が全会一致で
了承されたほか，科研費「自然史科学」
配分委員候補者を決定した．全学会を4
分野に分け，4分野での討議と全体での
調整を通じて，12名に順位をつけて候
補者とした．
2． 10月24日に同上場所において総会と
シンポジウムが開かれた．総会において
は斎藤常正・鎮西清高両氏を含む7氏に
2年間，顧問をお願いすることが決定さ
れた．また，日本昆虫分類学会の連合へ
の加盟が審議・承認された．総会後に行
われたシンポジウム「干潟の自然史」に
は約100名の参加があり，4名の講演者
の話をめぐって，活発な議論の場となっ
た．
3． 11月26日に，運営委員会事務局より
科研費「自然史科学」配分委員候補者に
ついて，次の連絡があった．すなわち，
日本学術会議から文部省と協議した結果
として，既存の審査委員3名を継続で残
し，新規に3名の2倍分の6名を推薦し
て欲しいとの要請があった．時間的猶予
がないために運営委員会と速水代表が協
議して，その方針を受け入れ，現在の審
査員の上位3名に残ってもらい，7月11
日の臨時総会で決めた候補者のうち，上
位6名を候補者として文部省に提出する
こととした．このことについて各学会に
了承して欲しい．

（3）地球惑星関連学会連絡会

磯崎行雄連絡会委員より次の報告があっ
た．
11月上旬に1999年度合同大会開催校であ

る北海道大学でプログラム作成委員会が開か
れ，地質学会から連絡委員の新井田清信氏が
参加した．その場で開催要領が決定された．
その後，開催要領全文を記した地球惑星科学
連絡会ニュースNo. 17（1998年12月発行）
が送付されてきた．主要部分をニュース誌，

1_12に掲載する．なお，詳しくは次のホー
ムページにも掲載されている．合同大会ホー
ムページ（http://mc-net . j tbcom.co. jp/
earth99/）
（4）地球環境科学関連学会協議会

新妻信明協議会委員より，次の報告があっ
た．
参加学会：日本気象学会（幹事学会），日

本化学会，日本地質学会，日本海洋学
会，大気環境学会，日本地球化学会，
地球電磁気・地球惑星圏学会，日本雪
氷学会，日本農業気象学会，日本地学
教育学会，日本生態学会，日本砂漠学
会，日本土壌肥料学会，日本第四紀学
会，日本分析化学会，日本地理学会，
水文・水資源学会，日本陸水学会，海
洋理工学会（地質学会代表：新妻信明）

活動状況：地球環境に関係する学会が，緩
い協力の基に活動を協議するために
1997年に設けられた協議会であり，
一般向け講演会や出版などの活動を行
うことを検討している．12月15日に
第3回目の委員会が気象庁で開催され
た．地球環境学についての本格的な教
科書の出版について具体的検討が始め
られており，本協議会とは別に出版企
画検討特別委員会を設けて対応するこ
とが前々回の委員会（1998年7月27
日）で承認された．

議　題

冒頭に小泉　格評議員会議長より，順序を
変えて古生物専門部会の規約案に関する審議
を最初に行うこと，説明者の斎木健一会員の
紹介があった．
1． 古生物専門部会の規約案について
斎木健一会員（平野弘道古生物部会設立準

備会代表の代理）より下記の古生物部会規約
案が説明され，異議なく了承された．
規約案　
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．
なお，本部会の設立を次回総会に諮ること

はすでに本年度第2回定例評議員会において
了承されている．設立の趣旨は次の通りであ
る．古生物学の研究目的は大別して，化石に
代表される古生物学的資料・試料を用いて，
①生物進化について究明する，②古環境を復
元する，③年代を決定する，の3点に要約さ
れる．これらはいずれも地質学と不可分の関
係にある．現今の領域別専門部会の設立状況
に鑑みて，日本地質学会会員である古生物学
の研究者も当学会に於いて一定の役割を果た
したいと考え，本部会を設立する．
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2． 日本地質学会各賞受賞候補者の選考につ

いて

日本地質学会各賞選考委員会の天野一男委
員（八尾　昭委員長代理）より報告と提案が
あり，審議の結果下記のように承認した．
1． 経過
（1）6月20日の1998年度第2回定例評議員
会において，1998年度日本地質学　会
各賞選考委員会委員として，吉田武義・
丸山茂徳・板谷徹丸（以上，岩石系），
天野一男・木村　学（以上，構造地質系），
八尾　昭（層位堆積古生物系），田崎和
江・楡井　久（以上，応用地質環境地質
系），徳橋秀一（前編集委員長），鳥海光
弘（編集委員長）の10名（以上，日本
地質学会各賞選考に関する内規，第2条
に基づく）が選出された．

（2）9月24日の臨時評議員会において，天
野一男執行委員会第一庶務委員長の招集
によって，今年度の第1回各賞選考委員
会が開催され，各賞選考委員会委員長と
して八尾が選出された．

（3）9月30日以降，委員間で電子メールを
用いて意見を交換し，選考の段取りや選
考のルール及び国際賞の扱いを決めた．

（4）10月9日に各賞推薦依頼状を日本地質
学会会長（1），副会長（2），評議員（50），
専門部会（12），支部（5）に発信した．

（5）11月20日に推薦を締め切った．委員
および3部会（層位，岩石，古生物）か
ら，論文賞に8件，研究奨励賞に10件，
小藤賞に5件，及び評議員から日本地質
学会表彰に1件が推薦された．日本地質
学会賞には2件の推薦があった．

（6）以上の各賞に関して電子メールを用い
て意見を交換し，2回の投票を通じて受
賞候補者を決めた．
2． 選考結果
1） 日本地質学会賞候補

推薦された勘米良亀齡氏「日本列島
における付加型造山運動の研究」（酒
井治孝氏推薦）と板谷徹丸氏「K_Ar
年代の微量・迅速測定法の開発と日本
列島の地質年代学」（西村祐二郎氏推
薦）を日本地質学会賞受賞候補者とし
て決定．
2） 論文賞候補
（1）香村一夫・楡井　久「東京湾埋立
地域で観測される微動と表層地質」
地質学雑誌，1996，102巻，8号，
715_729．

（2）Isozaki, Yukio「Anatomy and gen-
esis of a subduction-related orogen:A
new view of geotectonic subdivision
and evolution of the Japanese
Islands」 The Island Arc, 1996, vol.
5, 289_320. 

3） 研究奨励賞候補
梅田真樹「高知県横倉山地域のシル

ルーデボン系横倉山層群」地質学雑誌，
1998，104巻，6号，365_376．

4） 小藤賞候補
阪本志津枝・高須　晃「青海_蓮華

帯青海地域のひすい輝石岩からのコス
モクロウの発見」地質学雑誌，1997，
103巻，11号，1093_1096．
5） 日本地質学会表彰は今回，選考を保
留する．本賞の選考のルールや授与の
段取り等に関して早急な検討が必要で
ある．
ただし，日本地質学会表彰に関して，

博物館関連のものについては各賞問題
検討委員会に第4回定例評議員会まで
の間にあらためて検討することを依頼
することとした．また，日本地質図大
系（朝倉書店刊）の編集委員会に対す
る顕彰（臨時評議員会議事抄録，ニュ
ース誌，1, 11, p. 19参照）については，
地質学会表彰とする方向であらためて
各賞選考委員会に検討を依頼すること
とした．

3． 国際賞の名称等について
嶋本利彦各賞問題検討委員会委員長より，

「国際賞」を中心とした検討の経過の説明が
行われた上，運営細則の一部改正を含む，国
際賞の名称変更等の提案があり，意見交換が
行われた上，原案について一部修正，保留を
した上，次のように承認した．
［「国際賞」について］
1．「国際賞」を「都城賞（Miyashiro
Medal）」に変更する．（都城秋穂氏の研
究は国際的に大きなインパクトを与え，
また抜群の知名度がある；国際的には優
れた研究者の人名をつけたメダルが圧倒
的に多い；「日本賞」の提案があったが，
この名称は大きすぎるので，将来の目標
にしたい；ナウマン賞の提案があった
が，地質科学全体において国際的なイン
パクトを与えていない）
2．「都城賞」は「日本地質学会賞」と同
列の，地質学会の最高の賞とする．
3．「日本地質学会賞」は会員を対象とし，
「都城賞」は非会員（外国人とは限らな
い）を対象とする．
4． 当面「都城賞」は地質科学の研究と日
本の地質学界に貢献のあった人を対象と
する．
5．「都城賞」は当面3年に1回とし，地質
学会の財政状況が改善し，適切な候補者
が増える状況になれば，賞を出す期間を
短縮する．
6．「都城賞」は，地質科学において世界
的に重要な貢献をした人を選ぶべきであ
る．日本に頻繁にきただけでは授賞の対
象にならない．選考委員会，選考基準に
ついては継続審議とする．
7．財源は，寄付に依存することが望まし
い．

［運営細則の一部変更］
上記に伴って，運営細則第9条1と7を次

のように改正する（下線部は改正部分）．
第9条1．本会は地質学に関する優秀な研

究業績をおさめた会＿員＿に日本地質学会賞
を授与することがある．
第9条7．本会は地＿質＿科＿学＿の＿研＿究＿に＿お＿い＿て＿重＿
要＿な＿貢＿献＿を＿し＿，＿か＿つ＿日＿本＿の＿地＿質＿学＿界＿の＿発＿
展＿に＿貢＿献＿の＿あ＿っ＿た＿非＿会＿員＿に対し，都＿城＿賞＿
を授与することがある．

［都城賞授賞関連行事に関する内規］
関連行事につて下記の内規を定める．
1． 国際交流委員会を窓口とする．ただし
推薦者が協力するものとする．
（1）招待状は会長が会長名で出す．（2）旅
費・航空券の手配など，費用にまつわる
問題は国際交流委員会が行う．（3）推薦者
は特別講演の内容，受賞者の受賞記念記
事の準備などにおいて最大限の協力を行
う．
2． 授賞式などの行事・賞状・賞金などの
概要
(1)都城賞の授与は総会の各賞授与の最
初におく．（2）メダル・賞状（日本文と英
文併記）・賞金（日本地質学会賞と同額）
を授与する．（3）都城賞・日本地質学会賞
受賞者の特別講演会を開催する．（4）両賞
の受賞記事をニュース誌に掲載する．（5）
外国人受賞者の招聘費用は学会が負担す
る．日本人受賞者の旅費は負担しない．
（6）希望があれば夫妻を招待する．ただし
格安航空券を利用する．（7）国内滞在費は
公務員旅費規程に準ずる．（8）歓迎食事会
（来日時），懇親会，歓迎夕食会（帰国前）
における受賞者（夫妻）の費用は日本地
質学会が負担する．
そのほか，これまでの評議員会で議論され

てきた，各賞受賞者に対する賞状の授与等に
関して，「賞状は筆頭著者だけでなく該当者
全員に授与する．メダルも該当者が希望すれ
ば購入できるものとする．また，受賞者であ
ることを履歴書に書けるものとする．」こと
が承認された．
さらに，継続審議中の諸問題が，意見を聞

いた上，改めて提案するとして，文書で紹介
された．
4． 地質学論集の刊行企画について
足立執行委員長（久保和也第二庶務委員長

代行）より下記論集の刊行企画案が説明され，
審議の結果原案通り承認された．ただし，編
集委員会に，少なくとも350部の早期販売の
積極的な協力を要請することとした．また，
重要な論集に関しては，publication charge
制をとっても出版すべきとの意見が出され
た．
表題：本州弧下部地殻と酸性マグマの生
成・活動システム
世話人（編集委員会構成）：加々美寛雄
（連絡責任者），藤林紀枝，志村俊昭，土
谷信高，周藤賢治
刊行主旨：平成7～9年度基盤研究（A）
（1）「本州弧における下部地殻の形成と
進化」の研究成果をまとめて論集として
刊行する．
総ページ数：360p.（26論文）印刷部数：



36 日本地質学会News 2 （ 2）

700部
概略見積：700部，1,820千円（印刷単
価：2,600円）（消費税別）
備考：現在すべての原稿が集まり査読中．
刊行企画が認められた時には3月末を目
標に編集作業を行う．

5． 会員の除籍について
滝田良基会員委員長より，会則第6条によ

り下記の1995年度分以降の会費未納会員57
名を除籍することが提案され，審議の上，了
承された．なお，会則によれば，1年度分の
会費未納により除籍されるとなっており，除
籍については会則違反を続けており，会則の
再検討が必要であるとの指摘があった．以下，
（院）以外は正会員である．
阿部雄宏，荒川真司，安藤英之，石川賢一，
石本秀亀，伊藤光雄（院），井戸永恵，稲井
信雄，稲垣成哲，岩尾雄四郎，上松昌勝（院），
打木昭広，内館　彬，大岡和俊（院），小栗
一将（院），桂　雄三，柏木　修，北川博也
（院），城戸秀夫，小池　渉（院），小白井亮
一，小林まどか，佐光本徳，鈴木理裕，高木
照正，高橋治之，滝川義治，田口一男，谷川
拓也，玉木　敦，鄭　重，恒石幸正，Tin
Maung Aye，徳山　明，中島経夫，中塚賢一，
中村千絵，永田佳充，永野統宏，仁科克一，
西村智志，西山雪夫，樋口素子（院），平野
宏志，平山琢一，舞島　修（院），松尾広靖，
Maun Myo Myint，三苫　敏，宮下和久，籾
田　学，安田　守，山田和宏，山田泰広，横
関　晶，李　仁雨，Andrey Rezanov
6． 名誉会員の推薦について
滝田良基会員委員長より次の6会員を名誉

会員候補者として総会に推薦することが提案
され，異議なく了承された．倉林三郎・北川
芳男・諏訪兼位・早川正己・深田淳夫・藤田
和夫会員．
7． 名誉会員に関する検討委員会の設置につ

いて

滝田良基会員長より，名誉会員の基本的考
え方，支部推薦の基準と会則・内規の関係，
名誉会員の権利・義務，名誉会員の増加と会
費収入への影響等を検討する必要があるの
で，「名誉会員に関する検討委員会」を設置
し，1999年度第3回定例評議員会までに答申
を出してもらうことが提案された．また，委
員会構成については設置決定後に執行委員会
で原案を作成したいと述べられ，これらが了
承された．
8． 学術情報センター「電子図書館事業」へ

の参加について

佐々木和彦会計委員長より，登録の図書類，
著作権使用料の原案とともに，本年度第2回
定例評議員会において「参加する方針」が了
承されている電子図書館への参加について，
改めて提案され，審議の上，了承された．な
お，登録図書類は，地質学雑誌，地質学論集，
年会講演要旨，総目録とし，開示時期は各種
ごとに指定，著作権使用料は1ページあたり
の価格とし，かつ会員・非会員によって違い
を付ける．なお，会員無償配布のものについ

ては会員の利用価格は無料とする．詳細につ
いては，学術情報センターへの手続き終了後，
早い機会にニュース誌上で広報する．
上記に関して審議の結果，原案通り承認さ

れた．
9． 地質科学連合に関する検討委員会の設置

について

天野一男第一庶務委員長より，地質科学連
合について近く地質科学総合研連委員長より
検討依頼がある見込みなので，依頼があり次
第検討に入れるようにあらかじめ次の委員候
補者による委員会を設置しておきたいと，提
案があり，異議なく了承された．委員：天野
一男・平野弘道・石原舜三・小松正幸・水野
篤行・向山　栄・佐藤　正・高橋正樹・吉田
武義（アルファベット順）
10． 日本地質学会地層名命名規約案につい

て

天野一男地層名命名規約策定委員会委員長
より，同委員会のこれまでの活動経過が報告
され，今後の計画の紹介と，併せて関連した
2件の提案があった．今後の計画としては，
（1）早稲田総会の際に地層命名法に関するシン
ポジウム「日本の地質特性と地層認定のパラ
ダイム」の実施，（2）「International Strati-
graphic Guide」の日本語訳本の出版（出版
予定：2000年の総会以降），（3）日本地質学会
地層名命名規約の最終案策定（最終案は
1999年の6月ないし12月の評議員会に提案
して議論，修正後に案を2000総会に提案，
決定された場合には2001年1月1日より実
施）．以上の計画実施のために，（1）現行委員
会を2年間継続すること，新執行体制のもと
では地層名命名規約に関する常置委員会を設
けて欲しいこと，（2）「 I n t e r n a t i o n a l
Stratigraphic Guide」の訳本出版（民間出版
社による）の了承を得たいことが提案され，
異議なく承認された．
11． 第一次地質基準案について
新妻信明第一次地質基準策定委員会委員長

より，会則第8条6項および運営細則第4条
に基づき下記研究委員会を設立したいと提案
され，質疑応答の上，原案通り承認された
（経緯については「報告」を参照）．
1． 研究委員会の名称：「地質基準委員会」
2． 設置期間：1999年1月1日_2000年12
月31日
3． 目的：第一次地質基準の2001年1月1
日からの発効を実現するための諸作業を
行う．
4． 委員の構成：第一次地質基準の策定に
当たってきた「第一次地質基準策定研究
委員会」の活動を継承するものであるの
で，「第一次地質基準策定委員会」委員
を主体に構成する．
5． 活動計画：
1） 1999年4月までに委員会活動計画の
決定するとともに構成委員の決定を行
う．
2）「第一次地質基準」の検討を行うと
ともに名古屋大会におけるポスターセ

ッションの企画を行う.
3） 性能基準である「第一次地質基準」
を満たすための調査法を記述する「地
質基準説明書」の企画・執筆分担を行
い，分担執筆の依頼および執筆を開始
する．
4） 1999年6月に活動計画と委員会構成
を評議員会に報告する．
5）「説明書」の執筆の進行に合わせて，
「地質基準講習会」を企画・開催する．
6） 専門部会および全国地質調査業協会
連合会や建設コンサルタント協会など
の意見を聴取して「第一次地質基準」
最終案を策定する．
7） 地質基準に関係する学協会および官
庁・業界からの委員によって構成され
る委員会を創設することを働きかけ
る．
8） 1999年10月の名古屋大会において
特別ポスターセッションを開催し，広
く会員の意見を聴取する．
9）「第一次地質基準」の国際基準化を
目指し2000年のブラジル万国地質学
会の際に配布する英訳を作成．

10） 1999年12月の評議員会に「第一次
地質基準」の最終案を提出し，2000
年春の筑波総会にて承認を得る．

11） 2000年には，「説明書」を刊行する
とともに地質体ごと調査方法ごとに順
次「講習会」を開催して，「第一次地
質基準」発効のための準備を行う．

6．申請者：足立勝治，天野一男，服部
仁，早川俊之，岩松　暉，神尾重雄，皆
川　潤，宮島吉雄，水野篤行，籾倉克幹，
新妻信明（代表），楡井　久，坂　幸恭，
酒井　彰，滝田良基，宇田進一，上砂正
一，山元孝広

12． 事務局の移転問題について
足立勝治執行委員長より事務局の移転問題

の経過と今後の進め方について下記のように
説明があり，審議の上，了承された．なお，
タイミングの問題が関係するので，移転問題
ワーキンググループとして独自に活動を進め
て欲しいとの要望が出された．
移転問題検討WGでは不動産業社2社に候

補物件の依頼を行い，現場検討を行うととも
に，一方太洋商会に対して値下げの可能性を
打診し，随時執行委員会・財政問題検討委員
会とも連絡をとり，移転の是非，移転する場
合の候補物件について検討を進めてきた．そ
の結果，本学会の財政問題の上から移転が必
要と結論し，移転先候補を2ヶ所にしぼり，
さらに業者を通じて賃料その他の諸条件の折
衝を行ってきた．結論として，現太洋商会ビ
ルの契約更新を3月1日付けで行って，1999
年4月末に契約解除し，第1候補と第2候補
を最終的に選定し，本評議員会において移転
を提案し，了承を求めるとともに，第1候補
と契約を行う準備を進めてきた．太洋商会に
対しては契約更新・解除等の問題についてさ
らに折衝が必要である．移転により年間130
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万円程度の経費節減が期待されるとともに，
面積の約1．7倍の増加により事務処理の効
率化，諸図書・資料類の整理，有効活用を図
ること等ができる．ところが，本評議員会の
直前に不動産業者から上記の第1候補の物件
が複雑な抵当権設定下にあるとの情報が連絡
され，執行委員会としては，候補を白紙に戻
し，改めて第1候補とほぼ同等の条件を持つ
新候補を探すために，引き続きWGに検討を
依頼することとなった．
13． 1999年度予算（暫定）案について
佐々木和彦会計委員長より，1998年度の

収支決算見込みと，それに基づいて立案され
た1999年度の暫定予算案が説明され，審議
の上，原案が承認された．質疑応答のなかで
は，財政問題検討委員会の結論が予算案にど
のように反映されているかとの質問があり，
それに対して財政計画がまだ承認されていな
いという前提で作成したものであると回答さ
れた．
1998年度決算見込み：収入102,221,000円

（うち，前期繰り越し21,442,942円），支出
10 2 , 2 2 1 , 0 0 0 円（うち，次年度準備金
14,272,000円）．1999年度予算案．
1999年度予算案：収入97,640,000円（うち，
前期繰り越し14,272,000円），支出97,640,000
円（うち，次年度準備金9,580,000円）．1999
年度予算案には，雑誌印刷費と送本費のコス
ト減，事務所移転に伴う賃料のコスト減，一
方では関連した出費増，財政難による人件費
の据え置き等が考慮されていると説明され
た．
14． 財政改善計画について（財政問題検討

委員会中間答申）

上砂正一財政問題検討委員会委員長より，
臨時評議員会以降に行われた財政問題に関す
るアンケート結果が紹介され，さらに地質学
会の財政状況はこのままで推移すれば近い将
来には破綻することが明らかであり，早急に
健全な財政状況となるように対策をとるべき
である，平成12年よりの正会員の会費を
12,000円にすることを承認してもらい，106
年総会で会則変更の議題として欲しいと述べ
られた．値上げの規模，事業の内容，法人化
した場合の問題を含めて，さまざまな意見が
活発に出され，審議の結果，2,000円の正会
員会費の値上げ案を総会に提案することとし
た．併せて，財政改善計画の重要な基礎であ
る，会費は学会の基本的活動に使用し，それ
以外の活動に対しては受益者負担の原則，独
立採算性の原則を適用すること（財政問題検
討委員会中間報告，地質学会ニュース，1,
10, p. 2_3）を再確認し，また関連して，事
業拡大を具体的に検討すること，会員各層，
とくに評議員が事業拡大の必要性を理解する
ことが必要であることがおおよそ合意され
た．
15． 組織運営の改善について（組織運営検

討委員会中間答申）

徳岡隆夫組織運営検討委員会委員長より第
2回定例評議員会での委員会の発足以後の検

討状況，会員への広報の状況等が報告され，
検討中の個々の課題についての中間答申をも
とに，それを一部修正した提案と問題点が説
明され，活発に意見交換が行われた．組織運
営検討委員会としては，今回出された意見を
参考として，第4回定例評議員会での本答申
に向けて，さらに検討を進めていくこととし
た．検討課題は次のとおりである．

・委員会としての見解をまとめ，具体的な
形で評議員会へ提案する課題
会長・副会長の被選挙権者：院生の被選
挙権は現行どおりとする．ただし，院
生を正会員に含めるという会則変更案
を検討する（会費は現行どおり）．こ
れは，被選挙権者は正会員に限るとい
うことで，学生会員については認めな
い．
会長・副会長の評議員会での位置付け：
小松委員会の改正案と同じ会則変更案
とする．これに対しては，会長・副会
長は評議員とは立場が異なるので，ま
た，会長と副会長とが意見が異なると
不都合が生ずるので，採決には加わら
ないようにする方がよいという意見が
出された．また，提案に賛成の立場か
ら，その任にあたる人が独裁的である
としても，仕事をやりとげ，その責任
をとるのが真の民主主義であるという
意見があった．

地質基準に関する恒常的組織の設置：新
たに常置委員会としての地質基準委員
会の設置を提案する．

・委員会としての考え方を示し，評議員会
での審議を求める課題
地質学雑誌の編集体制：委員長は評議
員・執行委員という会則を改めるなど
の案の説明．
支部のあり方：これまでの支部活動の実
績と自主性を尊重することを前提とし
て支部区割りの見直しの審議を行う．
とくに，関東支部の中部圏（関西支部
の関係地域の一部を含めて）を支部と
して独立させる方向についての意見が
出された．また，支部評議員枠を設け
る案の説明がなされた．
研究委員会のあり方：今後の研究委員会
のあり方について，新しい委員会のた
ち上げ方式，責任体制，研究委員会と
専門部会の仕分けに関する検討必要．
なお，既存の研究委員会については，
成立の過程や活動の経過，自主性等を
尊重しながら検討を進める．
総会開催時期：春，秋両意見があり，評
議員会では秋とする意見が多く出され
た．秋の場合には会則・細則の改正と
ともに役員選挙の時期について検討す
る必要がある．何れにせよ，本年度中
に一定の方向性を決め，2001年から
の実現を計りたい．

・その他の今後引き続き検討すべき課題

ニュース誌のみの会員制度の検討；
支部の組織体制と活動，緊急災害対応
体制との関係，関連学会，地方地学会
との交流，地域地質貢献者への顕彰な
ど；学会の将来の発展のための周辺の
アマチュア層への働きかけの必要性，
などが説明された．ニュース誌のみの
購読会員については慎重な検討を求め
る意見が出された．
・今後の日程：委員会としては，討議内
容を含めて中間答申をニュース誌に掲
載し，あと2回の委員会を開き，1999
年3月に最終答申をまとめるとした．
なお，3月最終答申のあと，1999年の
総会にかけるようなことがあるのかと
いう質問が出され，委員長より，1年
後の総会で決定するのがよいとの回答
があった．

16． 法人化問題について（事業計画委員会

中間答申）

坂　幸恭事業計画委員会委員長より，9月
臨時評議員会以降の活動と今後の計画につい
て次のような説明があった．
松本大会において社団法人化に関するポス

ター展示を行ったほか，法人化を検討してい
る学会から事情聴取等を行った．また，すで
に作られている定款案についてその後の諸検
討結果を踏まえて現段階で可能な範囲で一部
改訂を行った．この中には新たに，院生会員
を正会員とする案（ただし会費等については
現行どおりとすることを細則に明記する）が
含まれている．文言の細部を含めてさらに全
体的な見直し・検討が必要である．
1999年度においては，（1）組織運営検討委

員会の最終答申を踏まえて，上記事項も含め
て定款案および細則案の最終見直しを行う．
（2）名古屋大会の際に開催が予想される臨時評
議員会で社団法人化の推進に入ることの是非
を予備的に審議する．（3）第3回定例評議員会
で同上審議．（4）会誌等を通じて，想定してい
る法人像，定款案などを公示する．（5）2000
年度総会で法人化推進に入ることの是非を審
議する，ことが必要である．以上の今後の計
画については第4回定例評議員会までに，さ
らに委員会で検討を加えることとする．
17． 第106年（1999年）総会議事について
足立勝治執行委員長から，第106年総会議

事を下記のようにすることが提案され，承認
された．
期日・会場：1999年3月26日（金）10 : 15～
12 : 00，早稲田大学国際会議場
議事：
1．開会　2．議長選出　3．報告事項

1998 年度事業報告　役員選挙結果報告
日本学術会議報告　4．承認を求める事項
評議員会議決事項　1998年度決算・財産
目録および会計監査結果報告　5．学会賞
等各賞授与　6．審議事項　名誉会員の推
薦について　古生物専門部会の設立につい
て　1999年度事業計画および予算案につ
いて　会費値上げ案について（会則第6条
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の一部変更）本部住所の変更について（会
則第10条の一部変更） その他　7．その
他　8．閉会
18． その他
1） 今後の評議員会の日程について

1998年度第4回定例評議員会：1999
年3月25日　12 : 30～18 : 00 北とぴあ
902会議室
1999年度第1回定例評議員会：1999

年 3月26日　12 : 00（総会終了後）～
早稲田大学国際会議場
1999年度第2回定例評議員会：1999

年6月26日（土）12 : 30～18 : 00 北と
ぴあ　902会議室（はじめ6月19日が提
案され，決定されたが，第2または第4
土曜日にして欲しいとの発言があり，26
日に変更された．その後，本年になって
同日に関して会場を予約した．）
3） その他
科研費検討小委員会の構成について
天野委員より，8名の委員のうち半数

交代となるので，1999年3月までに4名
の交代委員候補を決定したい，また，委
員長は天野委員に交代したいと提案があ
り，了承された．

………………………………

組織運営検討委員会からの報
告─98年12月の評議員会討
論を踏まえて─

委員長　徳岡隆夫

委員会の検討状況については地質学会
News（Vol. 1, No. 10）と昨年9月の信州大学
での年会で開催されたポスター展示でお知ら
せし，意見をいただきました．これらを踏ま
えて検討を行い，98年12月の定例評議員会
に中間答申を提出し，討議がなされました．
昨年度までの執行体制整備委員会が積み残し
た，すなわち評議員会でまとめるに至らなか
った課題の検討が本委員会の任務ですので，
いずれも簡単に片がつくということではあり
えませんが，この評議員会ではいくつかの重
要な課題に方向性が見い出せたように感じて
います．それらについて，議事抄録を解説す
る形で，上記Newsに述べたところから少し
だけ“進んだ”点を中心にお知らせします．
1999年3月の定例評議員会に最終答申を提出
する予定ですので，さらに会員各位からの意
見をお待ちしています．

1． 会長・副会長の被選挙権者
被選挙権者を正会員に限る（すなわち院

生・学生をはずす）という提案をしてきまし
たが，院生によるアンケートでこの問題がと
りあげられ，院生をはずすことについてはほ
とんどの院生が反対との結果がでました（院
生会員608名，98年12月現在，解答者142人，
内会員約6割強）．アンケート資料では「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
次々とはく奪される事態を憂慮する意見が多
数を占めた」と説明されています．自主的に
参加する学会の運営で，後半に書かれている
ようなことはあり得ないことですが，院生が
そのように受けとめているとすれば，それは
広く大学や学界全体のこれまでの流れや現在
の状況を反映していることと判断されます．
上記の提案は院生を外すことに主眼がある

わけではなく，現実に合わせた規則の整備を
したほうがよいとの考え方からの提案でした
ので，院生会員の被選挙権を従来どおりとす
ることで今後の検討を行うことにします．た
だしこの際，院生を一般会員に含め（会費に
ついては従来どおりの扱い），被選挙権は一
般会員とすることで，規則の改訂を行っては
どうかと考えています．現行の正会員，院生
会員，学生会員の種別は，1992年の会費値
上げのための会則変更の際に，院生会費の設
置が要望され，実現したものです．院生はそ
れまでは正会員（当然会費は一般と同じ）で
したが，一般（正）会員から分離することに
なりました．これを決める時の評議員会では
さまざまの議論がありましたが，権利は正会
員と同じくするということで決着したもので
す．従って，この際，院生はそれぞれの希望
によって正会員（会費は一般と同じ）あるい
は学生会員（会費に差を設ける，ただし被選
挙権を与えない）のどちらかを選択するとい
う案についても，検討の余地があると考えて
います．なお，学生会員についてはこれまで
ふれませんでしたが，被選挙権者からは外す
という提案になります．

2． 会長・副会長の評議員会での位
置付け

中間答申では討論に参加し，議決に加わる
という趣旨での規則の改訂を提案しました．
評議員会では会長・副会長が各種の委員会に
係わることについては，すでに1998年6月の
評議員会で判断がなされていることもあっ
て，これを問題視する意見は出されませんで
した．しかし，会長・副会長が議決に加わる
ことについては，評議員との選出方法が異な
ること，指導的な立場から討議と活動に参加
するが，採決には加わらないほうが評議員と
は違った地位にあることを示すことになり，
むしろ良いのではないかとの意見が出されま
した．会長・副会長が学会の運営に責任をも
って参加するのならば議決に加わるのは当然
という考え方で中間答申の提案を行いました
が，このような討論を踏まえて，以下のよう
に変更してはどうかと考えています．
（現会則） 会長および副会長は評議員会に

出席し，意見を述べることがで
きる．

（新提案） 会長および副会長は評議員会の
活動および討論に参加すること
ができる．ただし，評議員会の
議決には加わらない．

この問題は学会のあり方についての根本的

な問題を含んでいますので，これまでどのよ
うに扱われてきたかについて解説しておきま
す．
1947年までの会則では評議員は総会で選

挙，会長は評議員の互選となっていましたが，
実際には会長（あるいは前会長）の指名であ
ったようです．1946年第53回総会の記事で
は，「…評議員選挙を行はんとせしも，会長
より評議員の選挙を省略し，恒例に依り会長
指名に一任せられんとの動議あり，会員一同
之に賛し，下記の諸氏会長の指名により新年
度評議員に就任せり…．
次に新年度の評議員会を開催し，新会長及

び常務委員の選挙に移らんとするや評議
員・・君より新会長及び常務委員を前会
長・・君の指名に一任せんとの動議を提出
し，評議員一同異議なく，下記の諸氏会長及
び常務委員に就任せり」（地質学雑誌，53，
622_627号）とあります．会長の権限が大変
強かったことがわかります．なお，名誉会長
と前会長も評議員会に出席し，議決に加わる
ことができることになっていました．
会長および評議員について会員の直接投票

による選挙になったのは55年総会（1948）
の会則改正によるもので，第二次世界大戦へ
の反省と学会民主化運動の高揚のなかでなさ
れたものです．現在とほぼ同じ選挙形態です．
この改訂では会長の役割は会務の「管理」か
ら「監理」と書き換えられました．会長が評
議員会で議決に加わっていたかどうか，実際
にどこまで権限があったかはわかりません
が，それ以前のあり方への反省から，象徴的
な存在であったと思われます．このことは現
行の運営細則の評議員会について規定した第
2条5項で，「評議員会は毎回その結果を会長
に報告する」と書かれていることからも伺い
知ることができます．
1963年には80条からなる会則を12条に整

理する大きな変更がなされました．会長およ
び評議員の選挙者ならびに被選挙者が准会員
（学生会員）にまで拡大されたのはこれ以降
のことです．なお，会長については任期を2
年とする（それ以前は1年）と書かれている
のみで，とくに規定はなされていません．そ
の後，1977年の第84年総会で「国際交流等
で会長の代行として任務を遂行」のために副
会長制度が設けられ，この機会に「会長およ
び副会長は評議員会に出席し，意見を述べる
ことができる」という現行の条文が成立しま
した．「会長は本学会を代表し，会務を総括
する」との規定もこの時からのことです．な
お，当時の評議員にお聞きしたところでは，
その前年の総会直前の評議員会で副会長2名
を置くこと，会長・副会長の任期を1年とす
る提案があったが見送られ，次年度の評議員
会で再審議，提案となった，その際の議論は
会長・副会長が評議員会に加わるのは良い
が，議決権を持たない方がよいという意見が
採り入れられて現行規約の表現となったとの
ことです．この変更はそれまでの象徴的存在
（実際には評議員会で発言もできなかった）



から，任務を明確にすることになったといえ
ます．今回の改定案は，この考え方を踏まえ
ながら，現在の学会の方針を検討するために
は，会を代表する立場の会長・副会長が率先
して行う必要があり，その役割をさらに明確
にしようとするものです．

3． 支部のあり方
近い将来に通常の行政区分に合わせた再編
成を目指すことを提案してきましたが，西日
本支部をはじめとしてこれまで支部活動を活
発に進めてこられた方々からは強い反対の声
があります．実際に西日本支部では伝統に裏
付けられた活動が続けられていて，その主張
は理解できるところです．しかし，これから
の学会の組織運営を全体として考えるなら
ば，その再編は必要であると考えます．現行
の支部区割りは新しい会員名簿（1998）に載
っていますが，関東以西の区割りを異様に感
じる会員は多いのではないでしょうか．支部
制度は1948年に札幌，仙台，東京，京都，
福岡の5支部が発足，1950年には現行の北海
道，東北，関東，関西，西日本に名称変更さ
れました．またこの時に，岡山は関西支部か
ら西日本支部に移りました．その後，沖縄が
西日本に加わりましたが，その他は変わるこ
となく，現在に至っています．発足当時の地
質系の学科や研究室の地理的分布を色濃く反
映したこの区割りは，もちろん大きな役割を

果たしました．当時の会則には，年1回の本
部主催の年会とともに，年6回以上の支部主
催の例会を行うと書かれていて，地質学雑誌
のニュース欄には，盛んに例会の記事が載っ
ています．当時は研究発表の機会に乏しく，
また地質学雑誌への投稿は，事前に年会ある
いは例会で発表することがルールとなってい
たようです．1950年代までの殆どの掲載論
文では，執筆者名の下にそれが明記され，現
在でも脚注に「・・年会で講演」と書かれて
いるのは，このルールがいまでも生きている
ことの証拠です．しかし，時の経過とともに，
支部活動の輪の内にいる会員以外にとって
は，支部とは形式的なもの，自分には必要な
いと思わせてきたことは否定しがたいところ
です．
評議員会では現行の支部活動を尊重する一

方で，とくに中部地方を中心とする支部設立
を検討してはどうかということになりまし
た．したがって，3月の最終答申に向けては
中部地方（現在の関東支部，および一部関西
支部に関連する）を中心とした支部区割りの
見直しをまず検討することにしたいと思いま
す．なお，評議員の支部枠を設けることにつ
いては検討を継続中です．

4． 総会開催の時期について
委員会としては秋がベターであるとの考え

を出しましたが，昨年までの評議員会での議

論でも決め難かったことから，中間答申では
春あるいは秋の両論併記で意見を求めること
にしました．現行の会計年度を前提してもっ
とも重要な予算の審議を総会で行うには秋と
なること，それとともに春の場合にはどうし
ても参加が困難な階層（会社関係）が存在す
ることが，秋が良いとする大きな理由です．
それに対しての反論は，秋は他学会と重なる，
これまで春で定着している，というのが大き
な理由です．今回の評議員会の討議では大方
の意向としては秋でよいではないかというこ
とでしたので，今後はこの方向で検討し，意
見を求めることにします．なお，これに関連
して年2回大きな行事を行う必要があるのか
という意見もありましたので，このことにつ
いては．別途検討することにします．
仮に秋に行うことになるにしても，1999

年と2000年の年会は秋に名古屋，松江に決
定済みですので，それ以降のことです．また，
諸規則の改訂も必要ですので，実現するにし
ても，早くとも2001年以降のことになりま
す．秋開催に役員の就任の時期を合わせると
すると，選挙の日程についての検討も必要に
なります．従って，2001年からの実施を目
指すとすれば，遅くとも1999年3月の総会ま
でには少なくとも方向性だけでも決めておく
必要があると考えています．
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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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