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本年（1999年）1月の末，島根県の三瓶山北麓，大田市三瓶町
多根の小豆原（第1図）で埋没林が発見されたとの報道がなされ
た．水田の下1～2mのところに，太さ1.3m～0.6mほどの杉10
数本とトチの木一本が見つかり，「三瓶小豆原埋没林」と命名さ
れたというものである．
小豆原では以前から埋れ木があることは地元の人に知られてい

た．農耕に支障を来す場合もあって，必ずしも貴重なものという
認識はなかったようである．
昭和58年（1983年）の圃場整備の時，作業中にたまたま発見

された埋れ木の周囲を業者が掘ると，表紙の写真のような巨木が
あらわれた．この地域に，直立したままの長い巨木が埋もれてい
ることは，このときに初めて明らかとなった．樹種は杉で，上部
約5mが切り出された（写真1）．切り離した部分の直径は約
1.5m，表皮は部分的に残っていたが，掘り進む間に自然に剥落
したという．樹齢は不詳である．高値で木材業者に引き取られた
らしい．
筆者は平成2年（1990年）に写真1を見る機会があり，直立し

ていること，幹が長大であることに大きな感動を覚えた．同時に
成因や年代の解明，また，三瓶火山活動との関連において学術的
に価値の高いものであることを直感した．その後，島根県立三瓶
自然館（p.6_7参照）に写真を提示し，同館の企画で，地元の人

たちから聞き取り調査（写真2）を行った．その結果，この地域
には他にも埋もれ木があるとの見通しを得たので，掘り出すこと
を前提に，共同で野外調査を進めた．平成9年（1997年）からは
市道山口志学線道路改良工事にともなって，一時的に多くの露頭
が生まれ，これまで不十分だった北麓の火砕堆積物や土石流堆積
物についての知見が増え，これらが埋没林の形成に関与したこと
が確実となった．
この間に，三瓶自然館や島根県景観自然課などによって試錐や

物理探査など種々の調査が行われ，その結果をもとに部分的に表
土を除去する作業も行われたが，埋れ木を発見できなかった．そ
こで昨年秋からは，同県景観自然課が，かつての圃場整備を担当
した業者に表土除去作業を依頼し，その業者の執念ともいえる努
力の末，平成10年11月，写真3の巨木（A_1：直径1.3m）を発
見することとなった．その後一月あまりの間に，直立した10本
をこす埋れ木が発見され，埋没林であることが確認されるに至った．
埋れ木はすべて幹の途中で折れ，折れ口の標高はほぼそろって

いる．また，A_1のすぐ横で行った試錐（写真3）から，A_1は
地下約10mに根を張っているものと推定された（第2図）．A_1
の表皮部分はわずかではあるが焼けている．また，木質部は表面

写真1． 昭和58年に切り出された直径約1.5mの巨木（表紙と同一物）（新井建設提供）．

第1図． 小豆原埋没林の位置．

表紙・裏表紙解説

縄文の森「三瓶小豆原埋没林」
松井整司

写真2． 地元の人たちからの聞き取り風景（島根県提供）．
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に近い部分を除くと劣化は少ない．これらの点は，ほかの埋れ木
もほぼ同様と見られる．
本年1月30日には島根県主催（協力大田市）の現地説明会が開
かれ，約400人が見学に訪れた（写真4）．
長さ10mもの幹が立ったまま埋もれている埋没林は類例がな

いという．この埋没林の形成過程の解明は，多く今後の調査にま
つことになるが，現在のところ次のように推定される．
①三瓶火山が噴出した火砕流（炭素年代約4300年前）が，小豆
原川の下流部を埋積して堰き止めた．一部は小豆原川の上流域
にも少量が流下した．
②堰き止められた小豆原川は上流部が池となり，谷底に近い森林
の一部が水没した．
③池には周囲から火砕物などが流入して池底に堆積し，水中の樹
木を埋積した．
④水位の上昇した池（小豆原川）はやがて溢れ，堰き止め部分に
旧流路と異なる方向の新しい流路を作った．
⑤新流路は，本流の三瓶川に最短の方向で堰き止め部を下刻し，
卑近な基盤花崗岩の鞍部を遷急点として本流に注ぐものとなっ
た．鞍部の標高は旧河床より高い．
⑥新流路の形成によって池の水位は下がっていった．それにつれ
て池底の堆積物の最上部数mは浸食された．埋れ木の折れ口
の高さは，この段階で揃えられた可能性が高い．
⑦遷急点は堅硬な花崗岩からなるので浸食されにくく，したがっ
て，現小豆原川では，遷急点の標高以下には下刻が進まない状
況となっている．このため，埋没林は浸食を免れて保存された．

なお，①の火砕流の年代は松井が「三瓶多根火砕流の14C年代」
として島根県地学会会誌第9号（1994）で報告している．また，
A_1の表皮について行われた炭素年代は約3,400年前（島根大汽
水域研究センター測定）であった．両者の年代のギャップについ
ては，今後の調査に待ちたい．
過去がそのままパックされているこの埋没林は，いまは山奥に

しかない杉の天然林が，縄文時代には平地近くにあったことを実
証しており，当時の生態系が丸ごと観察できる．縄文の原風景を
よみがえらせ，縄文の自然に思いを馳せるという意味で教育効果
も期待される．
森林の土が残っている可能性があるので，杉以外にどんな植物

があってどんな植生が構成されていたかなどを含め，杉の自然状
態での生理生態の研究が進展する可能性がある．また，日本の木
工文化の中心をしめる杉の歴史を研究する糸口や，建築材の調達
ルートの解明につながる可能性もある．
年輪年代学では，埋れ木の一本一本が，文字のない時代の年ご

との気象や災害を記録している生き証人として貴重であり，現在
の測定限界である約3,300年前を，さらに過去に伸ばす新しい物
差しが得られるかも知れない．そうなれば，埋没林の形成にかか
わった三瓶火山の噴火が，暦年代で正確に割り出せるかも知れな
い．
三瓶小豆原埋没林の調査・研究は，埋没林の保存・公開も含め

て，今後，島根県が専門家による調査保存検討委員会を組織して
総合的に進める予定である．

第2図． 埋没杉A_1の推定断面図（島根県資料
の図を参考に描画）． 写真3． 昨年秋発見された杉の巨木A_1の先端と基盤深度確認の試錐作業（島根県提供）．

表紙写真：竹内哲夫氏提供（1983年撮影）

裏表紙写真：三瓶自然館提供

南東から見た三瓶山
正面が主峰「親三瓶

（1126）」，左手が「子三瓶
（961）」．右下の草地部分は
「太平山（854）」のスキー
場斜面．中央窪地の水域は
「室の内池（685）」．三瓶小
豆原埋没林は親三瓶の向こ
う側（北方）になる．

写真4． 現地説明会風景（1999.1.30）．機械の手前，行列の内側が埋没林
（三瓶自然館提供）．
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はじめに
1999年2月17日（水）21時50分ごろ，

横浜市南区中村町5丁目のマンション（7
階建て183世帯入居，昭和62年建設）の裏
の斜面で崩壊が発生した．崩壊土砂は，崖
とマンションの間の隙間に山をなすように
堆積し，マンションの2階付近まで達した
（写真_1，2，3）．このため，1・2階の20
戸が土砂により一部破損し，男子高校生が，
軽いけがをした．
本報告は，20日に撮影した空中写真と，

18・28日の現地写真や遠望観察をもとに
速報するもので，崩壊現場に立ち入った調
査の報告ではない．
概　要
崩壊のあった場所は，横浜市の南の本牧

台地の西縁で，台地上は米軍根岸住宅とな
っている（写真_3）．崩壊した崖は，モル
タルで覆われた，傾斜70_80度の人工斜面．
崩壊は，高さ約30m，幅約60mにわたっ
ており，推定体積約600立方メートル（第
1図）．がけ崩れがあった17日朝には，モ
ルタルの表面が膨らみ，幅10 cm程度の亀
裂がはいり，土がこぼれているとの前兆現
象が報告されている．崩壊の発生した斜面
は，防衛施設庁が民間の土地所有者から借
り上げて米軍に提供し，施設庁が管理して
いた．国が管理している斜面であるため，
神奈川県では，急傾斜地崩壊危険区域の指
定は行っていなかった．
崩壊直後より，防衛施設庁が土砂の取り

除き作業を行うとともに，現在応急対策工
事を実施中．また，横浜防衛施設局では，

3月 4日，今後の恒久対策を行うために，
専門家による対策委員会「根岸住宅隣接が
け地崩落対策委員会」を設置し，崩れた原
因や長期の安全策の検討を開始した．
地形地質
横浜市南区にある本牧台地は，表面が平

坦な標高50mほどの海成段丘で，今から
約15万年前に形成された海食台が隆起し
たもので，典型的な下末吉面である．この
付近の本牧台地はほぼ水平な構造をもつ上
総層群が基盤となり，シルトや砂の互層で
構成される．岡（1991）によれば，この付
近での不整合面の高度は標高35m程度で
ある．その上位には，下末吉層，下末吉ロ
ーム層，新期ローム層が累重する．これら
のローム層中には下位より，klp降下軽石
群，OP，TPなどの降下テフラが挟在され
る．
楔型崩壊
モルタル壁のはがれた範囲は幅約60m

と広いが，斜面が大きく崩れたのは，ほぼ
中央部分のみである．崩壊は，モルタルで
覆われた斜面の古い崩壊跡の凹みに隣接す
るやや尾根状の部分に位置する．この中央
部の崩壊は，その特徴的な形状から，不整
合面直下の上総層群のシルト層中に存在し
た2方向の節理に沿うように発生した，典
型的な楔型崩壊と考えられる．正面からの
写真では，その2方向の節理面がV字型に
見えている（写真_4）．
垂直写真から
不整合面より下位の上総層群の構造はほ

ぼ水平で，上部にシルト層が，下部に砂層

が露出する．シルト層中には，2枚の白色
凝灰岩の挟みがあり，東西走向北傾斜60
度程度の正断層でずらされている．この小
断層は節理面Bと交錯するが，節理面Bは
変位していない．
上部のシルト層中にはさまざまな方向の

節理が密に発達する．節理は大きく3つの
グループに分けられる．AグループとBグ
ループは，NW_SE系とNE_SW系でほぼ
直交する走向をもち，いずれも傾斜は西に
60-70度程度である．CグループはほぼNS
走向の垂直傾斜である（写真_3）．
崩壊はこれらの節理グループのうち，節

理面Aと節理面Bと斜面で構成される，頂
部を欠いた逆三角錐の楔型ブロックが滑り
落ちたものである．不整合面より上位の下
末吉層以上の地層は，基盤の崩壊に引きず
られ，載った状態で崩壊したと思われる．
このような，楔状ブロックの崩壊は，通常
の風化による小崩壊と異なり，大きなブロ
ックで崩壊することがあり，危険である．
楔状ブロックの存在は，岩盤内部の節理や
断層の発達状況を精密に測定し，ステレオ
ネット上で解析するなどして，はじめて明
らかにすることができる性質のものであ
る．崖の表面がモルタルで覆われているよ
うな場合，割れ目の方向やその発達程度を
把握することはきわめて困難であると考え
られる．
面の走向傾斜は直接測定すべきものであ

るが，危険で立ち入れないため，いくつか
の角度からの空中写真と遠望写真を総合し
推定を試みた．楔状ブロックの面のうち，

速報 1999年2月横浜市南区の急傾斜地崩壊
千葉達朗＊・屋木健司＊（アジア航測株式会社防災部）

写真_1．崩壊地の正面写真（2月28日千葉撮影）．
緊急対策工事が進行中で，斜面上方の樹木は伐採され，伸縮計が設置されている．崩壊の北側半分には金網が取り付けられ，ローム層部分の整形
中．マンションの屋上には取材中のマスコミが見える．
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A面はN40 W゚65 W゚程度，B面はN60 E゚70゜
　

S
程度と推定される（第2図）．節理面Aと
節理面Bの交線の方向がすべり方向にな
る．おおよそ斜面の最大傾斜方向に一致し，
しかもやや緩いので，流れ盤の関係になり，
不安定であることがわかる．
崩壊のタイミング
崩壊の直接的な原因（トリガー）につい
ては，直前に降雨も地震もなかったわけで，
不明な点が多い．いくつかの前兆的な現象
も報告されており，今後の調査が待たれる．
今回，ある意味で，モルタル吹き付けの崩
壊防止効果への信頼が揺らいだことにな
る．
しかし，楔状ブロックの下方へのすべり
圧力に抵抗して，モルタル中の金属網が，
マスクのような位置関係で，引っ張り力に
よって前面から支える効果を発揮し，崩壊
の発生を遅延させた可能性はある．前兆と
なる亀裂や小崩落が，崩壊の北縁付近で見

られたことや，崩壊したモルタル壁の北端
面が直線的形状を示すことは，そのことを
示唆している．
謝　辞 群馬大学教育学部早川先生には，
テフラの認定に関してご教示いただきまし
た．京都大学防災研究所千木良先生には，
崩壊の原因に関して，現地調査のコメント
をご教示いただきました．
なお，ここに示した写真のカラー版は，

以下のURＬで参照できます．
http://www.ajiko.co.jp/topics/ct/yoko-
hama/yokohama2.html

文　献

岡　重文，1991，関東地方における中・上
部更新統の地質．地調月報，42，553_

653．

写真_3．崩壊地の拡大画像（写真_2の拡大）．
崩壊したのは中央やや南側の部分で，そこから北
側約50m南側約10mに渡って，モルタルがはが
れ落ちたように見える．北側の縁が直線状になっ
ているのは工事の境界で，北側は県の管轄．

第1図．崩壊地周辺の1/2,500地形図．
東側の本牧台地の崩壊地直上は56m．マンションの地盤は5m程度な
ので，標高差は50m．

第2図． 節理面と斜面の関係（ウルフネット
下半球投影）．
実測値ではないので，走向傾斜の値には10度
程度の誤差を含む．

写真_2．崩壊地とその周辺（2月20日アジア航測撮影）．
東側の本牧台地上に広がるのが米軍根岸住宅地．南北にうねるように続
く帯が，高度差50mの段丘崖．西側には沖積低地が広がり，住宅密集
地にマンションや倉庫が点在している．

写真_4．崩壊地ステレオ写真．
崩壊部分には2つの節理面が広く露出し，楔形をなしていることが明瞭である．
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三瓶フィールドミュージアムは島根県の
中央部に位置し，大山隠岐国立公園三瓶山
地区にあります．三瓶フィールドミュージ
アムは，1991年10月にオープン，三瓶山
全体を生きた自然の博物館の発想のもと，
さまざまな施設が広がっています．三瓶自
然館は三瓶フィールドミュージアムの中核
施設で，その他にオートサイトやケビンの
用意されたキャンプ場，サイクリングコー
ス，芝生広場，自然探勝路，三瓶山登山コ
ースなどが整備されています．

＜三瓶自然館＞
三瓶自然館は国立公園のビジターセンタ

ーの機能を持った博物館類似施設です．
1F展示室では中国山地に棲んでいる動

物たちや斐伊川河口に集まるカモたちの姿
をジオラマで再現しています．また，故伊
達源一郎氏により収集された414種1,630
体にのぼる鳥類標本を収蔵し，トキやシマ
フクロウなどを間近に見ることもできま
す．野外観察コーナーでは四季折々の草花
や水場に集まる小鳥たちを双眼鏡で観察す
ることができます．
2F展示室は洞窟内の雰囲気の中で，三

瓶火山の噴出物の展示や三瓶火山のおいた
ちを紹介する「地底劇場」，さわったり匂
いを嗅いだり五感を使って三瓶の自然を体
験することができる展示のほか，自然につ
いての知識を試す「Q＆Aコーナー」は子
供たちに大変人気があります．また，ヒト
と自然のコーナーでは，人間の生活が自然

にどのような影響を与えるかをわかりやす
く説明し，環境問題について考える展示と
なっています．
ビジュアルドームでは直径20mのドー

ム型スクリーンに，島根県の自然，三瓶の
自然を臨場感あふれる映像で紹介する全天
周映画のほか，四季の星座や天文の話題を
プラネタリウムで上映しています．

＜イベント＞
三瓶自然館では年40回にものぼる特別

展示，観察会等のイベントやビジュアルド
ームを利用したコンサートを実施しており
ます．たとえば，1998年の人気のあるイ
ベントのいくつかを拾ってみると，「木イ
チゴでジャム作り」「いさり火登山」「歩く
スキーを使ったアニマルトラッキング」な
どです．また，いままで実施した地学関係
の企画展示のテーマは，「三瓶山と火山展」
「美保関隕石から見た太陽系」「化石が語る
生物の歴史」「太陽とそのエネルギー」な
どで，今年の夏は雪氷関係の企画展を予定
しています．企画展示では単に写真や解説
パネルを見せるだけでなく，実験や観察，
スタッフによる演示などを取り入れる工夫
をしています．平成9年度より柳生　博氏
が名誉館長に就任し，毎年，講演会や自然
林の観察会をとおして多くの人とふれあ
い，フィールドミュージアムのイメージア
ップに多大な貢献をしております．

＜インタプリターの制度＞
三瓶自然館のイベントで大きな役割を果

たしているのが「インタプリター」です．
インタプリターは，三瓶を訪れた人たちが，
生きた自然に触れ，自然の不思議さやすば
らしさを感じたり，育んだりすることを手
助けするボランティアとして平成4年度よ

三瓶フィールドミュージアム
（島根県立三瓶自然館）
Sanbe Shizenkan Open Field Museum

島根県立三瓶自然館　福岡　孝

島根県立三瓶自然館全景

野外観察コーナー 2F展示室「おちばのプール」

博物館紹介⑱
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り設置されました．現在約60名ほどが登
録していますが，具体的な活動としては三
瓶山北の原一帯の自然観察指導やイベント
でのグループごとの個別指導などで，一般
の参加者にも好評です．今年4月からは毎
月2回，インタプリターの資質を高めるた
めの研修会も予定しています．

＜その他の博物館活動＞
現在，生物3名，地学2名の専門職員が

自然保護，普及啓発を中心に活動していま
すが，調査・研究活動は県などからの委託
業務以外，時間的にも設備的にも不充分な
のが実状です．これまでは限られた時間で
標本を収集したり，県内在住の関係者に依
頼または共同で調査・収集活動を行ってき
ました．地質関係では三瓶火山の露頭調査
を実施している他，坂之上一氏寄贈の第三
紀中新統・布志名層を中心とする貝化石コ
レクションを収蔵し，目録や解説書等を発
行しましたが，本格的な調査・研究活動は
後述，再整備後になると思われます．

＜縄文の埋没林について＞
松井整司氏の記事にもあるように，今年
1月にマスコミ発表された縄文の埋没林
は，5年ほど前から，松井氏をはじめ，三
瓶自然館や島根県がアンケートや聞き取り
調査，試掘やボーリング，物理探査などを
続けてきたもので，当時の関係者の記憶を
たよりについに発見に至りました．発表を
受けて，三瓶自然館では急遽，埋没林に関
する速報展を開催するなどの対応を行いま
した．埋没林は保存のための工事に入るの
で，しばらくの間現地での一般公開はあり
ませんが，当館では「埋没林コーナー」を

設置し，見学者の便宜を図っています．埋
没林の調査，保存，利用については，今後
検討委員会を設置して進められることにな
ります．

＜再整備計画について＞
現在，島根県は2002年春のリニューア

ルオープンを目指して，三瓶自然館の再整
備計画を進めております．計画では，縄文
の埋没スギを目玉とした展示室の拡充，暗
い星空を生かした天文観測施設の新設，収
蔵庫や研究室の充実など自然系博物館機能
が強化されることになっています．また，
埋没林の現地保存や三瓶火山噴出物の見ら
れる露頭を，サテライトミュージアムとし
て位置づけることも検討しております．

＜利用案内＞
開館時間：午前9時30分～午後5時
休 館 日：月曜日，祝日の翌日，年末年始，

臨時休館日（夏休み期間は無休）
観 覧 料：2F展示室/大人200円，小中生100

円　ビジュアルドーム/大人610
円，小中生300円（団体は20名以
上で2割引）

交　　通：JR大田市駅より車で30分
JR出雲市駅より車で70分
中国自動車道三次I.C.より車で90
分

所在地：〒694_0003 島根県大田市三瓶町多
根1121_8 電話 : 08548_6_0216
Fax : 08548_6_0217
E-mail : sanbe@joe2.pref.shimane.jp
URL/http://www2.pref.shimane.jp/sanbe/

柳生　博名誉館長との自然観察会
縄文の埋没林現地見学会

三瓶火山噴出物と三瓶山
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いわゆる“第四紀展”として同時代の古環
境の変遷を中心テーマとした企画展です．し
かし第四紀という用語は一般の方にはほとん
ど知られていません．そのためなじみのある
氷河時代というタイトルにしました．そこで
初めに氷河関連について説明します．次に同
時代の古環境の変遷という内容となり，最後
に現存する氷期からの動植物という構成で
す．

1．氷河─現在と過去 現在の氷河と過去に
日本にも存在した氷河．その氷河と各地の周
氷河現象等についても主にパネルでの紹介を
します．福島県関係では氷河そのものは過去
にも確認されていません．そのため周氷河現
象等に限定せず多雪による地形・氷雪現象に
ついても取り扱います．展示できる“実物”
が少ないテーマですが南極の氷，氷河擦痕の
ある岩石，風食礫，草棒等を展示します．ま
た氷河性海水面変動を模型で実演予定です．

2．氷河時代の動植物 第四紀の動植物の変

遷を展示します．特に動物化石については化
石とそれに対応する復元骨格や現生資料など
とともに展示します．植物化石は主に福島県
関係の故鈴木敬治コレクションを展示しま
す．旧石器についても合わせて展示します．
主な展示資料 栃木県葛生関係動物化石，野
尻湖関係資料，マチカネワニ全身骨格（複製），
ナウマンゾウ（各種部位），プリミゲニウス
ゾウ（マンモス，各種部位），アケボノゾウ
全身骨格（複製），ニッポンサイ全身骨格
（複製），オオツノジカ全身骨格（複製），ハ
ナイズミモリウシ，オオカミ（剥製），ブラ
ジルカイマン（剥製），福島県洞窟堆積物か
らの動物化石，七折坂層，塔寺層，段丘堆積
物からの植物化石　その他

3．氷期の生き残り 現在でも高山等の寒冷
な場所には氷期からの生き残りと考えられて
いるさまざまな動植物が生息しています．今
回はライチョウ（雷鳥），高山チョウ（蝶）
や風穴植物，ナキウサギを展示します．展示
資料は予定です．

休館日は月曜ならびに祝日の翌日．ただし
5/3は開館．
企画展料金：大人　260（210）円，高校生
150（120）円，小・中学生100（80）円．
（ ）内は20人以上の団体
学校や公民館等の団体は事前の申請（約1

週間前）により料金が減免されます．くわし
くはお問い合わせ下さい．
企画展担当者　
主任学芸員　香内　修（こううちおさむ）

博物館だより�博物館だより�
福島県立博物館 平成11年度第1回春の企画展

企画展 「氷河時代」─タイムトラベル100万年
期　間　4月17日（土）～6月13日（日） ふくしまにゾウがいたころ─

3月27日よりオープン

滋賀県の湖東地方に位置する犬上郡多賀町
で，1993年に古琵琶湖層群蒲生累層（上部鮮
新統）よりアケボノゾウの全身骨格化石が発
掘されたことをきっかけに準備が進められて
きた多賀町立の博物館「多賀の自然と文化の
館」が3月27日（オープン当日のみ午後1 : 00

開館）よりオープンします．
展示では，全身の骨がほぼ体の中の骨の配

置を保ったまま産出したアケボノゾウの産出
状況の復元，組み立て骨格復元のほか，ほぼ
すべての実物化石を見ることができます．ア
ケボノゾウと共産したシカ類化石の骨格復元
や貝化石，植物化石など，古琵琶湖層関係の
展示のほか，美濃帯のペルム紀石灰岩より産
出する三葉虫などの無脊椎動物化石の展示に
も力を入れています．また，多賀町久徳付近
の芹川河床でこれまでに13個発見されている
ナウマンゾウの臼歯の化石や，白亜紀後期に
バイアス型カルデラを形成していたといわれ
る湖東流紋岩類の展示も含め，多賀町内に見
られる地質現象を幅広く紹介しています．
さらに，石灰洞内の生物を含む現生の動植

物や，多賀町の人々の歴史など，多賀町とそ
の周辺の自然と文化を総合的に紹介してお
り，展示を見た人が，人と自然のかかわり方
を考えたり，自分もフィールドに出て自然に
触れてみようとするきっかけになることをめ
ざしています．

開館時間：午前9 : 30分～午後5 : 00
休館日：月曜日　火曜日　祝日の翌日　年末

アケボノゾウの復元骨格

展示室（手前はアケボノゾウの実物化石）

多賀の自然と文化の館（多賀町立博物館）

年始　他に臨時休館日
観覧料 16歳以上　200円（16歳未満の方及

び多賀町内在住・在勤の方は無料）
団体（20名以上）150円

交通・JR東海道線　彦根駅下車　近江鉄道バ
ス③番乗り場より「工業団地経由　多賀町役
場前行」で，「あけぼのパーク多賀」下車
（バス乗車時間約20分）・名神高速道路彦根I．
C．から国道306号で京都方面へ約5kmびわ
湖東部中核工業団地内
〒522_0314 滋賀県犬上郡多賀町大字四手
976_2 あけぼのパーク多賀内　多賀の自然
と文化の館

（文責　大島　浩）
電話 0749_48_2077 Fax 0749_48_8055
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昨年の12月と本年1月の二回，筆者の
都合で休載してしまい，申し訳ありませ
ん．今回は前回に続いて略語と記号と中
心に述べる．

4． エトセトラなど
我々は「等，など，その他」な＿ど＿の表

現が非常に好きなようである．そして不
必要な使い方も多いのではなかろうか？
筆者も自分で書いた文章を後で読み直し
て，この「等」は不要だ，な＿ど＿と思うこ
とがしばしばある．この「など」等＿は，
英語では人間以外の物については，極め
てなじみの深い，“etc.”であり，人間に
ついては“et al.”であることは今更いう
までもない．“Etc.”はラテン語の“et
cetera”の略であり，“and the rest, and
other (例えば minerals)”な＿ど＿と英訳して
いることは，ご承知の通りである．
また“et al.”は同じくラテン語の“et

alibi”もしくは“et alii ”の略であり，前
者はあまり使われていないが“ and else-
where”な＿ど＿と英訳して場所の「など」で
あり，後者は“and others”な＿ど＿と英訳し
て，通常我々が使っている人間に関する
ものであることも，今更述べるまでもな
い．ちなみに，前者の“elsewhere”は不
在証明のアリバイの語源である．
我々が「など」を必要以上に使うよう

に思えると上に書いたが，英語国人も，
日本人ほどではないにしても，“etc.”を
使いたがるようである．“Suggestions”で
は，第5版と7版には全く同じ文章・例文
で，「用法」は書いてなく，「使うな」の
みを述べている，6版では全く触れていて
いない．
この誤った用法として記載されている

ものを引用すると；
“Deposits of this type occur in several
mines― for example, the Telegraph,
Commercial, (and) Old Jordan, etc.”
“The solution contained mineralizers, such
as fluorine, (and) boron, etc.”
“The glacial features that give variety to
the surface, such as moraines, kames,
(and) eskers, etc., are described.”

このような文章を1958年頃（5版）と
1991年頃（7版）のUSGSの連中が書きた
がっていたようである．すなわち“for
example”や“such as”には，「多くの中
から例として取り出せば」との意味が既
に含まれているので，“etc.”を入れるの
は，不要で無教養さを曝すのみならず間
違いであるという．例文中のカッコ内の
“and”を入れて“etc.”を削除せよと指示
している．この点は，日本語でも「例え
ば」の後に事象・物質・人間などを列挙
し，最後に「など」で結ばない方が良い
であろう．
“et al.”については，ご承知の通りで筆
者が此処で特に述べることはない．これ
以外に地学関係の文書で比較的よく見か
けるラテン語の略語に，“e.g., exempli
gratia, (for example)”，“ib., ibidem (as
above),”や“i.e., id est, (that is)”等があ
り，便利に使われている．また，これら
を使う場合はイタリック字体で書くこと
がしばしばある．しかし，USG S の
“Suggestions”には，どうも英語純血主義
みたいなところがあって，ラテン語など
使うなと指示している．例えば“the
gangue consists of quartz etc.,”は“quartz
and other minerals”とし，ごく普通に世
界中で使われている文献引用の際の多数
著者も“Damour, Hirsch et al.”ではなく
“and others”と書けと言う．また略語で
はないが，便利に良く使われている“in
situ”も“in place”と書けと明確に指示
している．これらについては，筆者は比
較的使う方だと思っているが，最終的に
は編集者の意向に従うしかなかろうと思
っている．

5． パーセント
パーセントは本文中では，数値を伴う

場合のみ使い，“percent”と書き，略字
“pct”や記号％は用いない．略字と記号
は，表示するときに使うのが普通である．
記号の％は，非常に細い活字を使うとき
は判別し難いことがあるので“pct”と略
語で書けと“Suggestions”では指示して
いる．また，本文中に％記号を使うこと

は珍しくなく，何も目くじらを立てるこ
ともないとは思うが，英文の文章中に記
号を使うことは他にはほとんど例がなく，
この点はUSGSだけではなく英語国人は
比較的良く守っていると思うのでできる
限り注意してしかるべきであろう．ただ
し分析値を数個以上記述するときなどは，
記号を使った方が読みやすいので，この
辺は柔軟に考えては如何かと思っている．
なお“cent”は100であり，“20 percent”
は「100分の20」であるから，決して複数
形で“20 percents”とはならない．わざ
わざ述べるまでもないこととも思うが，
まれに混乱が起きているのを見るので，
あえて記した．
数値を示さない場合は，“percent”では

なく，“percentage”と書く．これは比
率・割合であって，“proportion”とほぼ
同義語として用いている．“a small per-
centage”のように使う．しかし比率では
なく一部分を示すときは“a small part”
などと書く．ただし“percentage point”
の時は数値に付随する．これは例えば
“The salt content of the 10 percent solution
rose 2 percentage points (to 12 percent) by
evaporation.”で，10パーセント溶液が蒸
発によって，12パーセントに濃縮された
との意味である．この場合は“...rose 2
percent....”ではない，10パーセントの2
パーセントは0.2パーセントであるから，
10.2パーセント溶液に濃縮した時にはこ
の表現になる．「パーセンテージ」を略し
て，単にポイントということも多い．45
パーセントと35パーセントの差は10パー
セントではあるが，45パーセントから10
ポイント減少したものが35パーセントで
あり，10パーセント減少した数値は40.5
パーセントである．地学ではそれ程多く
使う表現ではないかも知れないが，ポイ
ントとパーセントの区別は明瞭に把握し
おく必要があると思う．

次回は数値の表現などを中心に述べた
いと思っている．

地学英語雑感⑪　略語と記号について
嶋D吉彦



Prentice Hall，1999年発行，A4変形判，
361ページ，＄68

近年多くの大学で進行している地質学科と
地球物理学科の統合・再編に代表されるよう
に，地質学と（固体）地球物理学の関係はま
すます密接になってきている．また地質調査
業界や石油業界をはじめとして，地質学関連
教室の卒業生が専門知識を生かして働く職場
では，物理探査に関する基礎知識は不可欠で
ある．このように現在では地質学専攻の学生
に対しても，地球物理学に関する基礎的な教
育が必須のものとなりつつある．
しかしながら，地質学専攻の学生に適した

地球物理学の教科書はそれほど多くない．従
来の教科書は物理学のバックグランドを持つ
地球物理学専攻生のために書かれており，地
質学関連分野の学生にとっては容易に理解で
きるものではない．また，地球物理学的手法
で得られたデータの解釈を担当することの多
い地質学者にとっては，データの取得や解析
手順に関する詳細な解説よりも，手法の基礎
的な原理とデータの有効性や制約に関する解
説の方がより重要である．
この度，地質学専攻の学生を主な対象とし

た地球物理学の教科書が出版された．著者の
Robert J. Lillieは米国オレゴン州立大学地球
科学科教授で，地質学や地球物理学を専攻す
る学生に対して固体地球物理学や物理探査の
講義を行っている．この本は彼の講義ノート

から発展したものである．本書が従来の伝統
的な地球物理学の教科書と異なるのは，主な
対象を地質学専攻生に置き，地球物理学的手
法が地球の構造を理解するのにどのように役
立つのかに焦点をおいて解説していることで
ある．同様な目的で書かれた本にはFowler
（1990）があるが，本書は地震探査や重力探
査などの応用地球物理学により重点が置かれ
ている．筆者が自ら作成したイラストレーシ
ョンを豊富に使うことにより，基礎的な概念
を視覚的に理解できるように工夫されてい
る．また数学的解説は最低限にとどめられて
おり，大学教養レベルの数学の知識があれば
読みこなすことができるようになっている．
以下の章構成でもわかるとおり，固体地球

物理学の各分野をほぼ万遍なくカバーしてい
る．
1．Introduction
2．Plate tectonics
3．Seismic waves
4．Seismic refraction interpretation
5．Seismic reflection: acquisition, process-
ing, and waveform analysis

6．Structural and tectonic interpretation of
seismic profiles

7．Earthquake seismology
8．Gravity and isostasy
9．Magnetic interpretation
10．Heat flow
各章では基礎的な原理とともに，得られた

データの地質学的解釈について詳しく解説し
ている．一方，実際に観測や測定に使われる
機器や調査手順についてはほとんど述べられ
ておらず，これらについては各章の末尾の文
献リストにのっているような，より専門的な
教科書や論文を参照する必要がある．しかし
ながら，本書程度の基礎知識があれば，より
進んだ学習も比較的容易に進むはずである．
また各章ごとに演習問題が収録されており，
この中には計算問題も数多く含まれている．
本書は筆者の講義ノートから出発している性
格上，時間をかけて読む（作業する）本であ
って，レファレンスとして活用することには
あまり適していない．
欲を言えば項目によって取り扱いに精粗が

あるのが残念である．例えば屈折法と反射法
地震探査については，3章から6章で詳しく
解説されており，本書を読むことによってこ
れらの手法で得られたデータを解釈するのに
十分な基礎知識を得ることができる．同じこ
とは重力（8章）についても言える．一方，
7章・9章・10章で扱われる地震学・地球電
磁気学・地球熱学については，基礎的なこと
に絞って解説されており，読者の多くは他の
教科書等で補完する必要性を感じるかもしれ
ない．
いずれにせよ，本書は従来とは異なった視

点で書かれた，優れた固体地球物理学の入門
書として高く評価できる．構造地質学やテク
トニクスを専門とする大学院生，物理探査デ
ータと接する機会の多い地質調査業界の方々

をはじめとして，固体地球物理学の基礎を学
びたい方に広くお勧めしたい．
（京都大学大学院理学研究科　堤　浩之）

東京大学出版会　1999年2月25日初版
発行．B4判，174ページ，カラー付図
4/6全判5葉　定価28,000円（税別）

東海地方に巨大地震が発生する危険性が叫
ばれて久しい．この間，国家的レベルでその
防災強化策が講じられてきたが，実効性の高
い対策をとるためには震源域と予測される東
海沖深海底の地学的情報が欠かせない．この
ような要請に応えるように，このたび，この
海域の最新の資料が東京大学出版会から上梓
されたのでここに紹介したい．
東海沖深海底の最初の本格的な調査は

1984年にスタートし，1997年まで3期にわた
って実施された日仏協力日本海溝調査計画
（第 1期 1984_86 年 KAIKO計画，第 2期
1987_90 年 KAIKO-Nankai 計画，第 3期
1993_97年KAIKO-Tokai計画）によるもので
あった．この計画は海溝沈み込み帯の地学現
象を総合的に捉えようとしたいわばプレート
テクトニクス理論の総仕上げ的な意味をもっ
ていた．その初期の成果は東海沖南海トラフ，
日本海溝などのナロービーム調査による精度
の高い深海底微地形・構造の把握，潜水艇調
査による沈み込み活構造や深海生物相の観察
など，多くの先端的な貴重資料の集積となっ
た．なかでも，天竜海底谷から銭洲付近の活
構造の存在が注目された．これらの構造は当
時から東海地域の地震問題との関連で関心が
寄せられ，更に精度の高い調査の必要性が求
められていた．それは，第 3 期の日仏
KAIKO-Tokai計画に引き継がれたのである．
本書は1993_1997年の5年間に実施された

上記海溝調査計画の成果を基に，海底活断層
の認定と評価を中心にとりまとめたものであ
る．本書の執筆は，徳山英一（東大海洋研究
所）・芦　寿一郎（東大理学系研究科）・徐
垣（九大）・倉本真一（地質調査所）・池田安
隆（東大理学系研究科）の各氏が担当してい

東海沖の海底活断層

東海沖海底活断層研究会
（代表　徳山英一）編
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る．次に本書の内容構成を示しておこう．
最初に17ページにおよぶカラーの口絵写

真があり，「1 海底活断層」，「2 東海沖の
テクトニクス」，「3 東海沖の海底活断層」，
「4 まとめと今後の問題点」，の順に記述さ
れている．また，付図として，各20万分の1
（4/6全判約77cm×108 cm）の東海沖海底地
形図，海底音響画像図，三次元海底地形図・
海底音響画像図，地磁気・重力・熱構造図，
海底活断層図など，5葉を添付している．口
絵には，80万分の1東海沖海底地形と活断層
図，天竜海底谷付近の三次元地形図，線状・
塊状のコロニーを作ったり，孤立分散したシ
ロウリガイの多様な生態，白色，パッチ状の
異様なバクテリアマットなど，いずれも非常
に印象深い図や写真が取り上げられている．
先ず，第1章の「海底活断層」では，海底

活断層の調べ方を多数の図や写真を駆使し
て，懇切丁寧に解説している．とくに，音響
地殻断面や海底音響画像の解析法は分かりや

すく，初学者に参考になろう．
第2章の「東海沖のテクトニクス」では，

南海トラフ，駿河トラフ，銭洲海嶺，南銭洲
トラフ，前弧海盆である遠州トラフなどの地
形，構造，堆積物層序，御前崎周辺の陸域の
層序・構造などの一般的な特性が記述されて
いる．さらに，地殻熱流量，重力・地磁気異
常からみた海底深部地下構造，地震活動とテ
クトニクスなどの解説が続いている．とくに，
想定される東海地震震源域のテクトニクスの
解説は興味深く，参考になる．
第3章の「東海沖の海底活断層」は，本書

の中心をなす．KAIKO-Tokai計画で新たに得
られたマルチナロービーム，Izanagi海底音
響画像，マルチチャンネル音響地殻断面，潜
水観察結果などに基づき，海底活断層の認定，
その変位量・活動度の評価，さらには活動史
とテクトニクスの考察を行っている．ここで
取り上げられた断層群は，陸側から遠州断層
系，小台場断層系，東海断層系，前縁断層系，

銭洲断層系など，5系統である．いずれも70
ページにわたる精度の高い音響断面図上で，
活断層の見方を教えてくれる．最後に156編
の文献リストが収録されていて，参考になる．
なお，3ページにわたる英文要旨が付いてい
る．
以上のように，本書は最新の探査法によっ

て得られた高精度の資料で東海沖の海底構造
の全容を明らかにしている．これは，深海底，
とくに海溝域研究に関して世界に誇れる一つ
の到達点を示している．本書はまた地震防災
対策にも欠かせない第一級の基礎資料を提供
している．ただ，惜しまれる点としては，本
書でカバーされた海域と近接陸域との構造的
関係を示す資料が欠如していることである．
これこそ誰もが関心を持つ点であり，防災対
策上も不可欠である．将来，この空白が埋め
られることを強く望むものである．

（岡田博有）
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地質調査所　1998年 3月発行，B5判，
126ページ，定価3,700円

このたび，九州と中国地方をつなぐ重要な
地理的位置にある小倉図幅が発刊された．西
側の折尾・福岡両図幅に続いての刊行であ
り，これで福岡県北部の地質図幅が，最新の
知見に基づいてかなり整備されたことにな
る．本図幅は，東側の宇部図幅と北側の安岡
図幅の一部を含むことで，企救半島全域と藍
島周辺の地質図を示すことが可能となってい
る．
本図幅内に分布する最も古い地層である呼
野層群は，明治以来度々調査されている．有
名なウミユリのほか，サンゴやフズリナある
いは直角貝の産出により，呼野層群が上部石
炭系_二畳系であることは判っていた．しか
しこれらの化石は全て緑色岩や石灰岩からの
もので，砕屑岩やチャートの年代については
不明であり，当然のことながらその層序につ
いてもよく判っていなかった．本図幅におい
ては，秩父帯や美濃_丹波帯等で確立された
プレート収束領域で形成された地質体の調
査・解析の手法が初めて適用されており，こ
の地域の呼野層群の全貌が明らかになったと

考えて良い．特に柳瀬・磯崎（1993）が報告
した中期二畳紀の放散虫化石の年代資料に加
えて，新たに中期_後期二畳紀の放散虫・コ
ノドントの産出を5地点報告している．呼野
層群が深成岩類の貫入により広く熱変成作用
を受けていることを考えると，これらの微化
石の新たな発見は貴重である．さらに層序を
検討するに際し，詳細な上下判定と岩相の詳
しい観察を行った上で，化石年代と地質構造
の特徴を加味することにより構造層序区分を
行い，海洋プレート層序の復元に成功してい
ることが注目される．これにより，呼野層群
が3種の構造層序単元で成り立っており，全
体として海洋プレート上の海山とその周辺の
海洋堆積物が海溝域で陸源性砕屑岩と混合し
た堆積物でることが明らかにされている．以
上のことから，呼野層群が中国地方の秋吉帯
に属する地質体であることが明確になり，我
が国の基盤岩類の構造発達史を考える上で重
要な資料となっている．またこの成果は，九
州・中国地方に分布する大規模断層の1つで
ある小倉断層の活動を考察する上でも大きな
貢献である．
北部九州・山口地域は関門層群の模式地で

もある．本層群下部の脇野亜層群の模式地は，
本図幅南東方の直方図幅内にある．脇野亜層
群は古くからの研究により非海成層であると
されており，場所による岩相変化が大きく，
模式地の層序が必ずしも適用できるとは限ら
ない．今回，本図幅内に分布する脇野亜層群
の模式地を新たに指定し4層に区分したこと
で，この地域の脇野亜層群の特徴を理解でき
るようになった．同時にSeo et al.（1994）に
代表される近年の堆積システム研究の成果も
取り入れられている．これにより，本図幅内
および周辺地域から多数報告され，化石愛好
者や北九州市民の注目を集めている魚類化石
の産出層準が明確になるとともに，生息環境
に関しても示唆を与える成果となっている．

上部の下関亜層群の模式地は，本図幅内の
下関市彦島周辺にある．下関亜層群の層序を
最初に確立した植田（1957）を尊重しつつも，
主体をなす北彦島火山岩類について新たに模
式地を指定した上で4層の新称を設定してい
る．市街化が急速に進んでいるため，今回の
新模式地の指定は，今後の関門層群の研究の
進展に寄与すると期待される．
小倉図幅内でも，西南日本内帯の例に漏れ

ず白亜紀の深成岩類の活動が活発であった．
従来，本図幅内には長府花崗岩と平尾花崗閃
緑岩のみが分布するとされていた．しかし近
年，帯磁率の違いや化学組成の違い等から，
平尾花崗閃緑岩から香春花崗閃緑岩が識別さ
れた．本図幅にはその成果が反映され，各岩
体の分布が示されるとともに，岩相の多様性
が指摘されている．
小倉図幅内の古第三系は，上部始新統_下

部漸新統大辻層群・幡生層と下部漸新統芦屋
層群に区分されている．大辻層群と幡生層に
関しては，過去の炭田開発との関係で詳細な
調査が実施されている．本図幅では当時の資
料から得られた知見を詳述するとともに，自
動車専用道路建設時に実施されたボーリング
柱状図を掲載して層序・構造を記載してお
り，貴重な資料となっている．大辻層群と幡
生層における層序の類似性の指摘は，小倉断
層の運動像を考える上で重要である．芦屋層
群に関しては，最近のシークエンス層序学に
基づいた堆積相解析の成果が取り入れられて
いる．そして化石年代・フィッショントラッ
ク年代・柱状図が詳細にまとめられ，芦屋層
群に関する最新の理解が得られるように施さ
れている．
玄武岩は小倉図幅内に5つの岩体が認めら

れる．それらは時代により，鮮新統と更新統
に区分され，さらに主成分化学組成が示され
ている．
第四系については従来の地形区分との関係

小倉地域の地質
地域地質研究報告

（5万分の1地質図幅）

中江　訓・尾崎正紀・太田正道
籔本美孝・松浦浩孝・富田宰臣



を明示した上で，中部更新統を高位段丘堆積
物に，上部更新統を中位段丘堆積物と低位段
丘堆積物に区分して対比している．特に中位
段丘面上に分布する阿蘇4火砕流堆積物が，
八女軽石流と鳥栖オレンジ軽石流に対比され
ることを示し，これを用いて段丘の形成年代
を決定し広域対比を行っていることは重要で
ある．
さて小倉図幅のもう1つの大きな特徴は，

応用地質的な利用価値が高いことにある．本
図幅地域は，海陸の交通の要衝であるととも
に重要な工業施設が集積された人口密集地で
もある．市街地では現在，社会資本の整備が
精力的に進められているが，本図幅では市街
地の地下地質が詳細な各柱状図で示され，基
盤を覆う第四系の分布が層序区分ごとに図示
されている．しかも小倉断層・二島断層を代
表とする地質断層や，小倉東断層・福知山断
層・頓田断層等の活断層について，その性格
や変位量が詳しく記述されている．これらの
成果が，市街地での土木工事や防災計画，あ
るいは環境保全のために活用されることが期
待できる．同様のことが丘陵地や山地でも言
える．丘陵地の多くは現在宅地となっており，
今なお開発が進められている．山麓の花崗岩
地域に分布する厚い崖錐堆積物の存在や，下
関亜層群の安山岩地域に地すべり地形が多く
認められることなどを，地質図に示した上で
指摘したことは注目すべきである．さらに山
地は，ダムやトンネルなどの施工対象となる
ことが多く，このような場合，土木地質学的
に重要なことは「構造物の安全性に影響を与
える地質要因を明らかにする」ことである．
大規模土木工事にともなう地質調査は，比較
的狭い範囲で集中的に実施されることが多
い．このような調査では，限定された範囲を
詳細に調査することは出来るが，その広域的
な地質背景を知ることは困難である．そして，
施工対象の地層や岩石がどのような広域的地
質体に属するかを明らかにして，はじめて地
質工学上の判断ができる場合も多い．この観
点からも本図幅は，狭い範囲で高精度に調査
された地質性状を広域的に位置づける上で，
大変役立つと考える．また環境影響評価を実
施する上でも，土地分類基本調査「小倉」の
内容と併せて参照することで，利用価値の高
いものとなっている．
小倉図幅は基本的な地質記載の上で最新の

資料を提供するとともに，社会資本集積地に
おける応用地質的な利用や，環境保全対策を
立案・実施する面からも価値あるものとなっ
ている．

（西園幸久）

地質調査所　1998年 3月発行，B5判，
72ページ，定価3,200円］

地質調査所から西岡芳晴・尾崎正紀・山元
孝広・川辺孝幸著「名張地域の地質図幅と地
域地質研究報告」が刊行されたのでここに紹
介する．本地域は三重県，奈良県にまたがる．
本書は図幅中央部_東部が三重県の名張市，
上野市などで，図幅西部_南部が奈良県の御
杖村室生村などからなる地域の地質について
の報告書で，5万分の1地質図幅1枚と地域
地質研究報告からなる．地質図は，国土地理
院発行の5万分の1地形図「名張」にあたる．
72頁からなる報告書本文は， I 地形，II 地
質概説，III変成岩類及び深成岩類，IV下部中
新統（山粕累層），V中部中新統（曽爾累層），
VI鮮新統（古琵琶湖層群），VII第四系，VIII災
害地質，IX資源地質，X人工改変地（古墳）
に分けて記述し，露頭写真を含む47枚の図
から構成されている．
本地域の地形は，中央部の名張盆地とそれ

を取り囲むように位置する山地で特徴づけら
れる．名張盆地の北側は上野盆地につながり，
東に布引山地，南に室生山地，西に大和高原
と三方が山地で囲まれている．
領家変成岩類は主として泥岩砂岩起源変成

岩から構成され，チャート源変成岩を伴う．
変成岩類がまとまって分布するのは本地域中
央部の名張市青蓮寺湖周辺である．泥岩砂岩
起源変成岩は再結晶化が進み，原岩の特徴が
わかりにくくなっており，しばしば珪長質の
部分と雲母質の部分とが縞状をなす片麻岩と
して産する．肉眼で白雲母，ざくろ石が認め
られ，花崗岩に似た概観を呈する部分がある．
変成度は図幅北隣の「上野」地域から北東隣
の「津西部」地域にかけて変成鉱物組み合わ
せに基づき，北から南へ変成度が増し，名張
図幅はその南に位置する．
深成岩類は塩基性岩類（石英閃緑岩類を含

む）と花崗岩類に大別できる．塩基性岩類は
斑れい岩類と石英閃緑岩類からなる．斑れい
岩類は主として角閃石斑れい岩類よりなり，
変成岩分布地域及び城立トーナル岩中に見ら
れる．石英閃緑岩は，従来変輝緑岩類と呼ば
れてきた細粒の苦鉄質岩である．
花崗岩類は城立トーナル岩，福田山花崗閃

緑岩，君ケ野花崗閃緑岩とこれら花崗岩類よ
り新期の下高尾花崗岩，阿保花崗岩及び小規
模貫入岩類よりなる．城立トーナル岩は面構
造の発達した角閃石黒雲母トーナル岩及び石
英閃緑岩で，図幅東部に広く分布する．福田
山花崗閃緑岩は面構造の発達した斑状の角閃
石黒雲母花崗閃緑岩よりなり，図幅東部に少
量分布する．君ケ野花崗閃緑岩は面構造の認
められる中粒黒雲母花崗閃緑岩を主とし，図
幅東部に主として分布する．下高尾花崗岩は
主として中粒の黒雲母花崗岩よりなり，図幅
東部に分布し，城立トーナル岩を貫く．阿保
花崗岩は主に細粒白雲母含有黒雲母花崗岩よ
りなり，図幅北東部から北西部にかけて広く
分布し，城立トーナル岩を貫く．なお，阿保

花崗岩は本図幅では，便宜的に肉眼で白雲母
の識別可能な岩相を阿保花崗岩IIとし，主岩
相を阿保花崗岩Iとして区別している．阿保
花崗岩IIは図幅西北部に見られる．
名張図幅には前期中新世後半_中期中新世

の地層が分布し，下部中新統は山粕累層と呼
ばれる．山粕累層は地質図からある程度堆積
環境の変化が読みとれるよう堆積相を基本と
して，礫岩相，砂岩礫岩相，砂岩泥岩相，砂
岩相，泥岩相に区分されている．礫岩相と砂
岩礫岩相は扇状地堆積物，砂岩泥岩相は蛇行
河川堆積物，砂岩相は外浜中上部，泥岩相は
外浜下部_内側陸棚の堆積物と推定される．
中部中新統は曽爾累層で下部の礫岩・砂

岩・泥岩と上部の室生火砕流堆積物からな
る．従来「室生火山」と呼ばれていた火山岩
を「室生火砕流堆積物」と定義している．こ
れは単一の冷却ユニットからなる火砕流堆積
物のみで構成されるためである．室生火砕流
堆積物は堆積物の分布域やその周辺に噴出源
があるわけでなく，別の地域の火山から流れ
てきた火砕流が当時の低地を埋めて堆積した
ものである．室生火砕流堆積物は現在部分だ
けでもその体積は100km3を越えており，供
給源は大型のカルデラが想定される．下部の
礫岩・砂岩・泥岩の層厚は30m以下である．
鮮新統は古琵琶湖層群で，最下部の上野累

層が分布する．層厚は約100mで，シルト・
粘土層を主体とし，砂層と礫層を挟む．基底
部付近などに陶土層や亜炭層が発達するのが
注目される．
第四系は中部更新統の高位段丘堆積物，上

部更新統の中位段丘堆積物と低位段丘堆積
物，主に完新統の堆積物からなる．段丘堆積
物には河岸段丘堆積物だけでなく，これと連
続した地形面を有する扇状地堆積物および地
すべり堆積物も含まれている．完新統は崩積
堆積物，緩斜面堆積物，扇状地堆積物，沖積
層，泥炭層に区分されている．
災害地質では活断層，地震活動，崩壊・地

すべりについて記述している．活断層は名張
断層，福川断層，霧生断層，小波田断層，西
田原断層，笠間断層が露頭写真をいれて詳し
く記述されている．これらは北東_南西走向，
北西傾斜を示す逆断層で，ケスタ状に山地と
低地が形成されていることは注目される．地
震活動は図幅内を震源とする歴史地震は知ら
れていないが，名張断層が活動する際には，
被害を及ぼす地震が発生することを予想して
いることは注目される．資源地質では図幅内
で現在稼行中の金属鉱床はないが，滝之原で
チタンの採掘があったこと，福川には金山が
あったことが述べられている．非金属鉱床で
はかって耐火粘土，珪石鉱床があったが，現
在は稼行されていない．なお，耐火粘土の鉱
床は上野図幅地域とともにかっては大きな産
地であったが，1980年代頃までにすべての
鉱山は閉山したことが記述され，その閉山が
惜しまれる．また，本図幅内で亜炭が採掘さ
れていたが，現在は稼行されていない．さら
に，石材や3か所の温泉についても記述され
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名張地域の地質
地域地質研究報告

（5万分の1地質図幅）

西岡芳晴・尾崎正紀・山元孝広
川辺孝幸



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．

第17回（通算112回）化石研究
会1999年総会のお知らせ
1999年5月22日(土）～23日(日)に，埼玉

県立自然史博物館において，第17回化石研
究会1999年総会・学術大会を開催します．
シンポジウム・普及講演・一般講演・ポスタ
ーセッション・博物館見学・収蔵品の展示・
懇親会など多彩なプログラムを用意しますの
で，ふるってご参加ください．

日　時：1999年5月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
交通：秩父鉄道「上長瀞駅」（JR高崎線・上
越新幹線「熊谷駅」から約50分，JR山手
線「池袋駅」から西武線直通電車で約2時
間10分）から徒歩5分
募集：一般講演（1題15分～20分の予定）
ポスターセッション（パネルの大きさは，
横150cm×縦90cm～170cm)
日　程

22日(土）
09 : 30_11 : 00 運営委員会
11 : 00_15 : 30 シンポジウム
「秩父盆地とその周辺地域における新第
三紀古生物相」

15 : 40_16 : 40 総会議事
16 : 40_17 : 20 博物館見学
移動
18 : 30_20 : 30 懇親会（民宿「梁山泊」に
て．費用は一般 4000円，学生・院生
2500円を予定．参加希望者は，宿泊の
予約とともにその旨をご連絡下さい）

23日（日）
09 : 20_11 : 00 一般講演
11 : 00_12 : 00 ポスターセッション
13 : 00_14 : 00 普及講演「歯から見たサメ
の進化」（化石研会長　後藤仁敏氏）

14 : 00_16 : 30 一般講演
宿泊の案内

懇親会場の民宿「梁山泊」（小鹿野町般若，1
泊朝食付き4500円．数人ずつの相部屋）
4月末日締め切りで予約を取ります．化石研
宿泊の予約と明記し，氏名・所属・連絡先・
懇親会参加の有無を，埼玉県立自然史博物館
小幡喜一（〒369_1305 埼玉県長瀞町長瀞
1417_1または，E-mail : sizensi@po.kuma-
gaya.or.jp；Fax 0494_69_1002）あて，お申
し込みください．

日本洞窟学会，ホームページ開設
日本洞窟学会ではインターネットにホーム

ページを開設いたしました．地質・地理・生
物・古生物・人類・考古・物理・化学・火山
洞窟・探検技術など広い分野の洞窟学関連情
報を公開しております．
日本洞窟学会ホームページ　
http://www.NetLaputa.ne.jp/̃ssj/
〒754_0511 山口県美祢郡秋芳町秋吉台山
秋吉台科学博物館内
日本洞窟学会
電話 0837_62_0640 Fax 0837_62_0324
E-mail : ssj@netlaputa.ne.jp

平成11年度青少年のための科
学の祭典全国大会についての
お知らせ

毎年，日本科学技術振興財団・科学技
術館ほかの主催により「青少年のための
科学の祭典全国大会」が夏に科学技術館
（東京，竹橋）開催され，非常に多数の
市民が来場し，青少年に対する科学の効
果的な，良い普及の場となっておりま
す．

日本地質学会では昨年8月に行われた
「平成10年度青少年のための科学の祭典
全国大会」に対して同事務局から協力依
頼を受け，普及教育実行委員会が中心と
なって，同大会に初めて参加しました
（地質学会ニュース，1巻6号参照）．そ
の結果，参加者からも主催者からもたい
へん好評を得ることができました．

このたび，本年夏に行われる全国大会
に関して，事務局より出展募集の案内が
ありました．開催場所は科学技術館1階
催事場，期間は前半7月30日～31日，
後半8月1日～3日です．3月末日（必着，
ファクス可）までに「第1次調査票を
「科学の祭典事務局」まで提出する必要
があります．期日が切迫しておりますが，
出展ご希望の方は，3月30日までに所定
フォームによる調査票を本学会事務局
（水野）までご提出いただくこととしま
すので，事務局至急水野までご連絡下さ
い．
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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．

平成11年度日本生命財団研究助
成応募について
基本テーマ：人間活動と環境保全との調和に
関する研究―自然と人間の共生への新しい
道を求めて
一般研究助成：上記基本テーマのうち「人間

活動と自然環境との関係（人間と自然環境
の共存）」に関する研究．（助成金額：総額
8千万円程度　助成期間：平成11年10月
から1年間）
特別研究助成：「里地・里山などの二次的自
然環境とその維持・保全」に関する学際的
共同研究．（助成金額：2千万円　助成期
関：平成11年11月10月から2年間）
応募締め切り：平成11年5月10日（月）
詳細は，事務局あるいは，日本生命財団に

お問い合わせ下さい．
財団法人　日本生命財団　研究助成部
〒541_0042 大阪市中央区今橋3_1_7
日生今橋ビル4F
電話 06_6204_4012 Fax 06_6204_0120

平成11年度東レ科学技術賞およ
び東レ科学技術研究助成，東レ理
科教育賞の候補者推薦について
・東レ科学技術賞（概要）
1． 候補者の対象……貴学協会に関する分
野で，下記に該当するもの

（1） 学術上の業績が顕著なもの
（2） 学術上重要な発見をしたもの
（3） 重要な発明をして，その効果が大きい

もの
（4） 技術上重要な問題を解決して，技術の

進歩に大きく貢献したもの
2． 科学技術賞……2件前後．1件につき，
賞状，金メダルおよび賞金500万円

各賞・
研究助成

ている．
この図幅の大きな特徴として，人工改変地
として，古墳の記述が行われている．規模の
大きな馬塚古墳と女良塚古墳が記述されてい

るのは注目される．
以上，限られた地域内の地質で，すべての

地質について的を得た報告が簡潔に述べられ
ている，特に，最も多く分布する花崗岩類に

ついて，詳細な露頭の産状を示す写真や顕微
鏡写真を駆使して，貴重な地質情報が詳しく
報告されている．

（田結庄良昭）



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．

日本学術会議第17期第5回鉱床
学専門委員会議事録
日　時：1999年2月22日（金）15 : 45～17 : 00
場　所：日本学術会議第5部会議室（6階）
出席者：島崎英彦（委員長），千葉　仁，
石渡　明，根建心具，上野宏共，渡辺　洵，
松枝大治（以上7名，欠席：溝田忠人，
中嶋　悟）

＊：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．
［議　事］
1） 対外報告（案）の検討
a) 鉱床学専門委員会直前の鉱物学研究連

絡委員会・鉱床学専門委員会合同会議に
おいて，これまでの各委員および青木学
術会議会員等のコメントを基にして作成
した対外報告（案）について，島崎委員
長が説明を行った．
b) 今後さらに電子メールの交換等で再検
討を加え，6月の合同会議のおりに最終
案を提案することとした．また，その後
10月に学術会議運営審議会で島崎委員
長が説明を行う予定である．
c) 対外報告の提案は，合同会議の場で鉱
物学研究連絡委員会および鉱床学専門委
員会による共同提案としたい旨を申し入
れたが，鉱床学専門委員会による単独提
案を勧める意見が多かった．しかし，対
外報告の効果を考えて，次回（6月）改
めて合同会議の場で共同提案を申し入れ
ることとした．
d) 対外報告の具体的なメリットおよび配
布先について，意見交換と再確認がなさ
れた．

［諸報告］
1） 資源地質学会の最近の動向について，島
崎委員長から説明があり，特に2001年3月
24日に迎える資源地質学会創立50周年に
向けた記念企画の一部が紹介された．
a) 鉱床学関連の教科書の作成（筑波大，
中野孝教氏を中心に3～4分冊程度，改
訂を続けて行く予定）を行う．
b) 日本の鉱床図鑑（CD_ROM版）の出
版計画が認められた．（地質調査所，青
木正博氏が中心）

2） 岩鉱学会・鉱物学会の雑誌統合問題に関
して，現在の進捗状況の簡単な紹介があっ
た．
3） 資源地質学会発行のResource Geology
の編集状況について，島崎委員長より簡単
な報告があった．それによれば，年4号の
出版状況は現在のところほぼ順調である
が，外国からの良質な論文投稿が少なく，
原稿不足になりそうな傾向にある．また，
外国より，環境問題に関する論文投稿があ
り，学会の評議委員会内部でもその掲載に
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3． 候補者推薦件数……1学協会から2件
以内

4． 推薦締切期日……平成11年10月8日
（金）弊会必着

・東レ科学技術研究助成（概要）
1． 候補者の対象……貴学協会に関する分
野で国内の研究機関において基礎的な
研究に従事し，今後の研究の成果が科
学技術の進歩，発展に貢献するところ
が大きいと考えられる独創的，萌芽的
研究を行っている若手研究者

2． 研究助成金……総額1億3千万円．1
件3千万円程度まで10件程度．

3． 候補者推薦件数……1学協会から2件
以内

4． 推薦締切期日……平成11年10月8日
（金）弊会必着

・東レ理科教育賞

理科教育賞は，理科教育を人間形成の一環
として位置づけた上で，中学校・高等学校レ
ベルでの理科教育における新しい発想と工夫
考案に基づいた教育事例を対象としていま
す．論説や提案だけでなく，実績のあるもの
を期待しています．例えば，次のような事項
が考えられます．
1． 生徒の科学に対する興味を深めるなど，
よりよい理科教育のための指導展開．
2． 効果的な実験法，器材の活用法，自発的
学習を促す工夫など．
3． 実験・観察，演示などの教材・教具（簡
単な装置，得やすい材料，視聴覚教材など）
の開発とその実践例

＊理科教育には，学校のクラブ活動や，博物
館などの自然科学教育も含めます．
理科教育賞：本賞（賞状，銀メダルおよび賞
金70万円），佳作・奨励作（賞状および賞

金各20万円）併せて10数件選定します．
受賞作の普及・活用を図るための「受賞

作品集」を刊行し，全国の中学校・高等学
校および関係教育機関などに贈呈します．
応募資格：中学校・高等学校の理科教育を担
当する方，または，研究・指導する方．

＊例えば，中学校・高等学校・高等専門学
校・大学などの教員，指導主事，教育研究
所・教育センター・博物館などの職員．
詳細は学会あるいは財団法人　東レ科学振

興会までお問い合わせ下さい．
連絡先：東レ科学振興会
電話 047_350_6104 Fax 047_350_6082

＊推薦希望の場合は，執行委員会までにお申
し出ください．6月頃推薦書類が送られて
きます．

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．

神戸大学　内海域機能教育研究セ
ンター（教授1名）公募
本センターは瀬戸内海をはじめとする閉鎖

性海域の海洋生物・海洋環境に関する教育・
研究を目的とする学内共同教育研究施設とし
て，平成7年4月に理学部附属臨海実験所を
改組し，設置されたもので，生命動態（生物
系），環境科学（地球科学系）の二教育研究

分野から構成されています．公募研究分野は
海洋地球科学で，特に閉鎖水域における懸濁
物質の輸送・堆積，海洋生物との相互作用な
どにつき地球科学的アプローチで研究される
方を希望します．
提出書類は1）履歴書；2）業績リスト

（査読のある学術雑誌に掲載された原著論文，
著書，その他に分類して作成）；3）主要研
究論文の別刷りまたはコピー（10編以内）；
4）これまでの研究内容の概要と今後の研
究・教育の抱負（2,000字程度）；5）推薦書，
または応募者に関する意見を求めることので
きる方2名の氏名・連絡先；6）その他参考
になる事項（学会賞などの受賞，研究費取得
状況，学会等での活動，招待学術講演など）．
応募締切は5月28日（金）で，着任時期は事
務手続き終了後なるべく早い時期を希望して

います．
選考の過程で応募者本人に直接面接により

業績の説明などを求めることがあります．応
募書類は封筒に教官応募書類と朱書して書留
でお送りください．
［応募書類送付および問い合わせ先］
656_24 兵庫県津名郡淡路町岩屋2746
神戸大学
内海域機能教育研究センターセンター長
川井浩史
電話/Fax 078_803_0552
Email  : kawai@kobe-u.ac.jp
なお本センターの概要におよび研究内容に

ついてはW.W.W.ホームページ
(http://www.kurcis.kobe-u.ac.jp/) もご参

照ください．

公募



関して慎重論も多いとのことである．
4）「地学教育問題」に関する意見交換が行
われた．
a) 深刻な「理科離れ」を救うのは「地学
教育」であり，鉱物研連等で第17期中
にシンポジウム等を行ってはという意見
もあった．また，生物学などの他の野外

科学分野との共催による合同シンポジウ
ムの開催案もあった．
b) 地学教育の停滞の原因として，センタ
ー試験の科目組み合わせによる受験生の
地学選択者減や偏った大学入試科目設
定・高校における科目選択の問題点など
があげられた．

c) 実証的な「地学教育」を通して中学・
高校における「理科離れ」を防ぐととも
に，地学教育の重要性を主張していく必
要がある．

（文責　松枝大治）
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測地学審議会創起100周年記念式典挙行

昨年は，国際緯度観測事業にともなってわが国に測地学委員会が
発足して，ちょうど100年であった．それを機に1998年12月4日
（金）に，東京上野公園の国立科学博物館講堂において記念式典と講
演会が催された．その際に，有馬朗人文部大臣より32名の功労者に
対して表彰が行なわれたが，なかに日本地質学会関係者がふくまれ
ているのでここに紹介したい．下記の3名の名誉会員である．
熊谷直一（京都大学名誉教授）
小林　勇（元工業技術院地質調査所長）
奈須紀幸（東京大学名誉教授）
わが国で，文部大臣の監督に属する機関として測地学委員会が設

置されたのは，1898年（明治31年）4月のことである．それは，
1888年に発見された地球の緯度変化を詳しく調べるために，国際測
地学協会が地球上の同緯度（北緯39度8分）6か所に観測所を置くこ
とを決め，日本では水沢が選ばれて，緯度観測所設置準備のため独
立した国内組織が必要となったからであった．最初の委員長として
東京天文台初代台長の寺尾　寿（1855_1923）が就任し，委員会は，

緯度観測のほかに，重力測定，測地用基準尺の比較，鉛直線偏差な
どの測定事業を行なった．木村　栄（1870_1943）のZ項の発見や長
岡半太郎（1865_1950）らによる日本の重力値測定が有名である．こ
の測地委員会を前身として，現在の測地学審議会は1949年（昭和24
年）文部省設置法に基づいて設置されたものである．審議会の任務
は，測地学および政府機関における測地事業に関する事項を審議し，
必要と認められた事項を文部大臣あるいは関係大臣に建議すること
で，もとより文部大臣の諮問に対しても答申を行なう．
地球科学関連事業，とくに学術・研究関係の国家予算の編成につ

いて，測地学審議会が支援する立場で深くかかわってきたことはよ
く知られている．しかし，今回顕賞の対象となった32名の方々が，
狭義の測地学専攻の方々だけでなく地球科学・惑星科学・天文学に
わたっていることや，観測・研究がグローバルになっていることか
ら，向後，この審議会は名称も含めてより幅広いものに変わるだろ
うと予測される．その意味で，今回の式典は一つの節目を劃すもの
として意義深いものがあるように思われる．

（斎藤靖二）

『四国はどのようにしてできたか―地質学的・地球
物理学的考察―』（南の風社）の出版で，鈴木堯士
会員が寺田寅彦記念賞を受賞

鈴木堯士会員（ポリテクカレッジ高知校長・高知大学名誉教授）
は，『四国はどのようにしてできたか─地質学的・地球物理学的考察
─』の出版により，2月20日，社団法人高知県文教協会の第18回寺
田寅彦記念賞を受賞された．本賞は高知県内の出版文化振興を目的
として，4才から15年間高知市に在住した寺田寅彦を記念して設置さ
れたもので，寺田寅彦に関係した作品か，自然科学に関する研究ま
たは随筆が受賞対象となっている．
『四国はどのようにしてできたか』は，四国の地質やその生い立ち
を，最新の地球観にもとづいて，中学生や高校生にも理解できるよ
うに，わかりやすく解説した好著である．鈴木氏は中学生時代に読
破した『寺田寅彦全集』によって自然科学のおもしろさ・楽しさに
開眼されたらしい．『四国はどのようにしてできたか』の中でも，
「寅彦は日本のウェーゲナー」という項を設け，ウェーゲナーの「大
陸移動説」をいち早く日本に紹介したり，「日本海拡大説」を提唱者
した彼の先見性を高く評価しておられる．今回，かねてから尊敬す

る偉大な自然科学研究の先達を記念した賞を贈られ喜びもひとしお
であったと聞いている．

鈴木堯士会員（略歴）
昭和8年9月4日生まれ
昭和33年 3 月 広島大学大学院理学研究科修士

課程修了
昭和36年 3 月　同上博士課程単位取得退学
昭和36年 4 月 高知大学文理学部助手
昭和48年10月 同上教授

昭和52年 5 月 高知大学理学部教授
昭和64年 9 月 高知大学理学部長
平成 9 年 3 月 高知大学理学部退官（高知大学名誉教授）平成9年4

月～現在　ポリテクカレッジ高知校長
昭和41年8月～同43年2月　ダルムシュタット工科大学（フンボル

ト財団奨励研究生）
（吉倉紳一）
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信州大学理学部地質科学教室
第四紀談話会

ホームページ：http://ripgs.shinshu-u.ac.jp/index-J.html（信大
理学部HP）

談話会開催場所：信州大学理学部本館4階426にて毎週水曜日
（98年度）

スタッフ：酒井潤一・三宅康幸

美しい自然に囲まれた長野県松本市の信州大学理
学部南棟4階にて，私たちの談話会は行われています．98年度にド
クターコースが発足し，1999年2月現在，教官2名，学生は学部4
年生5名・M1が4名・M2が5名・D1が4名の計19名，合計21名
の大所帯です．第四紀学花粉化石による古環境解明などを専門とす
る酒井潤一先生と，火山地質学などが専門の三宅康幸先生の指導の
もとで，学生たちは楽しく研究活動を行っています．自然に恵まれ
た土地ですから，当教室では野外研究の比重が高くなっています．
晩春～初秋には野外調査，それ以外は室内研究というのが年中行事
です．そんな変化に富んだ条件の中で，学生は花粉分析をして古気
候を推定したり，火山灰を分析して対比を行い層序を組み立てたり，
XRF等を用いて溶岩の化学分析を行いマグマの挙動を考察したり
と，実にさまざまなことをしています．学生一人一人が，北アルプ
スの雪のように清らかな心で，真っ赤に燃える紅葉のような情熱を
持って，各々のテーマに取り組んでいます．といいたいところです
が，卒論生と修論生はつい先日論文を出したばかりで現在冬眠状態．
しかし，やがて4月ともなれば新しいメンバーを迎え，眠りから醒
めた学生たちは信州の大地いっぱいに躍動する，はずです．

現在は年度末のごたごたの最中で談話会（セミナー）は休止中で
すが，通常は毎週行われ，各々の研究について討論したり論文紹介
をしたりしています．学生が自主的に行う火山や花粉のゼミもあり
ます．

98年度のメンバーの研究テーマと一言を集めました（全員では
ありませんが）．なお本文掲載時には99年度になっていますので，
何名かの学生はすでに当談話会に所属していません．

概要と特色

研究室紹介　No.7 学生の研究内容およびコメント
酒井寿和（B4）：「野尻湖’88ボーリングコアにおける上部野尻湖層
Ⅰ・Ⅱの環境変動」．大学院へ入ってもがんばりたいと思います．
藤平秀一郎（B4）：「天竜川上流域における第四系と河岸段丘」．伊
那谷の地形を調べています．景色がとてもきれいでよい所です．
みなさんも遊びに来てください．
岩井夏彦（M1）：御岳第一軽石（On_Pm1）の石質岩片の研究をし
ています．
小林舞子（M1）：「飯綱高原逆谷地湿原における過去10万年間の気
候変遷史」．飯綱高原東麓，逆谷地湿原から得られたボーリング
コア試料の花粉分析を行い，この地域の古気候を明らかにし，湿
原の環境変遷にも迫りたい．
菅沼進司（M1）：「浜名湖東岸域の第四系と古気候」．花粉分析によ
り得られた結果→けんしょう炎，花粉デジャヴ．
及川輝樹（M2）：修論は「焼岳火山群─活動史と上高地の地形発達
史上の意義」．今後は山地の隆起と火成活動との関連について研
究を行います．北アルプスに来る人は是非ご連絡を．来年度は信
大博士後期課程に進学．
紀岡秀征（M2）：「古期御岳火山におけるマグマ活動の時間的空間
的変遷」．マグマの生成・変遷過程における元素の挙動や同位体
比の変化に興味があります．機械系が好きです．
野入久幸（M2）：卒論・修論では木曽御岳山をフィールドとし，火
山層序，特に火山礫層について研究し，古期御岳火山形成初期に
マグマ水蒸気爆発があったことがわかりました．古地磁気にも興
味あり．
本郷美佐緒（M2）：花粉分析法を用いて「中部日本における中期更
新世の古気候」について研究しています．（今春からは大阪市立
大学のDCに進学予定です．）
吉田裕香里（M2）：「木曽御岳山における中部更新統の広域火山灰
層」．御岳の火山灰は遠くに飛んでいっています．春からは社会
人です．
河合小百合（D1）：国内のあちこちを遊び歩くついでに「姶良Tn
テフラの運搬・堆積過程」を調べています．足を踏みいれていな
い都道府県は岩手のみになりました．
野呂田　晋（D1）：火山性堆積物の堆積相解析を行い，それらの堆
積環境や堆積システムに関する研究を行っています．
藤江明雄（D1・社会人）：「洞窟堆積物，石灰質砂丘砂中の古土壌
に含まれる微小陸貝化石の研究」．趣味は山へ行ってタダでウマ
イものを採ってくること．

というように分野が多岐にわたるので，結局何が専門なのかいま
一つ解らないような談話会です．しかしいろいろな研究分野に首を
突っ込んでいることが，自然を見つめる多数の視点を与え，生態系
とかいったものをおぼろげながら理解させ，ひいては環境問題とい
った極めて今日的で汎地球的なテーマへと私達を導くのかもしれま
せん．

院生コーナー

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．

高橋�酒井（潤）�
藤江�

塩島�
岩井�

菅沼�
紀岡�

吉田�
野入� 藤平�竹下� 三宅�有馬�

本郷� 河合� 小田� 野呂田� 小林� 酒井（寿）� 及川�
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日本地質学会関東支部総会と
講演会のお知らせ

1999年関東支部総会を下記のとおり開催いたしますので，ご案
内いたします．
総会成立には，支部会員の1/30以上の出席（委任状可）を必要

としますので，多数の支部会員のご参加をお願いします．総会に出
席できない方は，本誌巻頭綴じ込み葉書（委任状）に必要事項をご
記入のうえ，50円切手を貼って投函下さるようお願いいたします
（5月11日必着）．
なお，当日は関東支部として重要な位置付けであり，これまでの

講演会でとりあげている「地質環境と災害」に焦点をあてた講演会
を開催いたします．
詳細は，次号でご案内しますが，以下の講演を計画しています．
皆様，奮ってご参加下さいますようお願い申し上げます．

1999年関東支部総会
日　時：1999年5月18日（火）

総　会：14 : 40～15 : 00
講演会：13 : 20～17 : 10

会　場：北トピア（つつじホール）
東京都北区王子1_11_1（電話 03_5390_1105）
JR京浜東北線王子駅下車徒歩2分

議　事：1998年度活動報告，同会計報告，1999年度活動方針，そ
の他

その他：参加費は無料です（ただし，講演要旨は実費にて販売しま
す）．
講演会はどなたでも参加でき，申し込みは不要です．

講　演　会
プログラム（予定）
13 : 20～13 : 30 開会の挨拶

関東支部長・新潟大学名誉教授　青木　滋
13 : 30～14 : 30 ①「日本列島の地質大構造と活断層系」

愛媛大学教授・日本地質学会長　小松正幸
14 : 30～14 : 40 休憩
14 : 40～15 : 00 関東支部総会
15 : 00～16 : 00 ②「平成10年の土砂災害」

（財）砂防・地すべり技術センター理事　瀬尾克美
16 : 00～17 : 00 ③「那須野原扇状地の水文地質」

農林水産省関東農政局　地質官　稲本　暁
17 : 00～17 : 10 閉会の挨拶

総会と講演会のご案内

関東支部 連絡先：〒101_0044 東京都千代田区鍛冶町1_10_4丸石ビル4階
日本地質学会事務局気付（電話03_3252_7242）
（注）4月5日以降は事務局が以下に移転します．

〒101_0032 東京都千代田区岩本町2_8_15 井桁ビル6階
日本地質学会事務局気付（電話03_5823_1150）

関東支部恒例の「大磯丘陵の
火山灰をみる」巡検

関東支部では，第四紀の研究・調査にかかせない火山灰の観察方
法・層序の検討方法や活構造を勉強する機会として，毎年恒例の標
記巡検を計画しています．
日頃，巡検の機会に恵まれないコンサルタント会社勤務の会員を

はじめ，興味のある方は奮ってご参加下さい．
詳細は次号に掲載する予定ですが，概要は以下のとおりです．

日　時：1999年6月4日（金）日帰り・雨天決行
場　所：神奈川県大磯丘陵（予定）

案内者：東京都立大学名誉教授　町田　洋氏
東京都立大学理学部教授　山崎晴雄氏
参加者：30名程度
費　用：6,000円程度（院生・学生は4,000円程度）
集合場所・申し込み方法など：次号（4月号）に掲載します．
連絡先：関東支部幹事　佐々木和彦（応用地質株式会社）
電話：048_667_9223 Fax：048_667_9275
E-mail：sasaki-kazuhiko@oyonet.oyo.co.jp

巡検のご案内

支部コーナー

＜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．



第4班　乗鞍火山
案内者：中野　俊（地質調査所）
9月28日午前8時，小雨の中，松本駅前か

ら小型バスで一路乗鞍岳へ向けて出発した．
雨ということで登山できるか少し気がかりで
ある．参加者は学生から社会人まで幅広い年
齢層である．バスは松本盆地のなだらかな地
形を抜け，清流梓川を眼下にしながら，しだ
いに坂道とカーブの続く山道に入っていっ
た．バスの窓から時々見える梓川の水は青く，
とても美しい．川は途中，何か所かせき止め
られて，発電用の大きなダム湖がつくられて
いた．
今回の巡検の案内者である中野さんから，

乗鞍岳周辺の地質についての解説があった．
乗鞍岳は剣ヶ峰（3,026m）を最高に，標高
2,500m以上の複数のピークを持つ第四紀の
火山で，その姿が鞍に似ていることから「乗
鞍岳」と名付けられたそうである．バスは梓
川とお別れして，その支流の前川沿いに進ん
でいった．坂を登りきると比較的なだらかな
地形が広がってきた．乗鞍高原である．ここ
は基盤（美濃帯）の山々の谷を，乗鞍火山の
溶岩がうめてできた地形だそうだ．ペンショ
ンや別荘などが立ち並んでいる．「夏は涼し
くて過ごしやすいだろうなあ．いつかこうい
うところに別荘でも建ててみたいなあ．」と
思いつつ，バスは高原を通り過ぎ，道はいよ
いよ山岳道路らしくなってきた．道幅は狭く，
急カーブ急坂の連続である．まだ雪の積もっ
ていないスキー場も見える．2,000mをこえ
るころには樹々が紅葉していて美しい．「あ
あ，もう秋なんだなあ．」と思った．一瞬，
空から太陽がのぞいた．「やったあ！晴れ
た！」バスの中は一気に明るい雰囲気になっ
た．そういえば自己紹介で「私は晴れ男」と
いっておられた方がいた．「晴れ男」様様で
ある．調子に乗っていたら，すぐに曇ってき
た．山の天気は変わりやすい．がっくり．山
頂は雲がかかっていて見えない．しだいに
樹々がはい松などの低木樹になり，高山に登
ってきたことを感じさせる．山肌に一部，万
年雪が見えた．夏はそこでサマースキーが楽
しめるらしい．今年は雪が少なかったらしく，
万年雪も少ないそうだ．バスは標高2,700m
の駐車場に到着した．郵便局やおみやげ屋さ
んなどがある．バスの外に降りると，とても
寒い．防寒具を着込む．ここからいよいよ自
分の足で頂上へ向けて登る．安山岩質の溶岩
の露頭，ところどころで転がっているパン皮

火山弾などの岩石を観察しながら，石ばかり
の登山道を登っていく．登りはじめて一時間
すこしで山頂に到着した．イワヒバリが楽し
そうに岩の上で遊んでいる．温度計を見ると
8度C！　とうとう雨が降り出した．風も強
く，とても寒い．霧がかかっていて遠い景色
が全く見えない．かじかむ手でお弁当を食べ
た．朝，コンビニで買った冷たいお茶が，あ
たたかく感じる．「ああ，熱いお茶があった
ら何と幸せだろう！」．しかし，このような
地上とは全く違う冬のような寒さを感じるこ
とで3,000m級の山に登ってきたんだという
満足感を感じた．みんな笑顔であった．記念
撮影の後，下山した．バスまで戻り，一路下
山．途中，火山灰や溶岩を観察できる露頭を
見学し，乗鞍高原までおりてきた．冷えきっ
た体をあたためるべく，乗鞍高原温泉に入
浴！　乳白色で硫黄臭のする温泉．とても気
持ちがいい．ああ極楽極楽！　今までの疲れ
が一気に吹き飛んだ．17時過ぎ全員無事，
松本駅前に到着．お疲れさまでした．
今回，私は初めて巡検に参加しましたが，

とても勉強になり，かつ，楽しい思い出をつ
くることができました．とくに，年齢差をこ
えていろいろな方々とお話をし，お知り合い
になれたことは，まだまだ研究を始めたばか
りの自分にとって，とても良い刺激になりま
した．これはこの巡検での大きな収穫のひと
つであり，いつまでも忘れることはないでし
ょう．

（壷井基裕）

9班　飛 外縁帯および美濃帯の中・
古生界
案内者：大塚　勉（信州大）・吉田孝紀（信
州大）・河尻清和（日本最古の石博物館）
日本列島の基盤である中古生界はいくつか

の地帯（地体）に区分されている．またそれ
ぞれの地帯において層序学・構造地質学・岩
石学・年代学的研究が急速に進展し，各地帯
の地質学的特性が明確にされ，その形成史が
理解されるようになってきた．しかし一部の
地帯では，構成岩石類の層序関係が充分に整
理されず，その形成場や形成過程についての
見解が一致していないところもある．さらに
地帯間相互の関係についても，研究者間で異
なる見解が示されていることが一般的であ
る．今回の見学では，飛　外縁帯と美濃帯と
いう，明瞭に異なるセッティングの地質体を
2日間にわたり露頭で観察し，参加者一同多

岐にわたる議論を交すことができたのは，と
ても幸運であった．なお，ルートの都合から
か，いくつかの地点の見学順序が変更された．
初日は一重ヶ根地域と高山北方地域の4地

点で，飛　外縁帯をオルドビス系から二畳系
へと順次観察していった．
地点1では，束田・小池（1997）によって

中期-後期オルドビス紀を指示するコノドン
ト化石が報告された一重ヶ根層（珪長質凝灰
岩・凝灰質砂岩などを主体）を観察した．こ
こでは案内者の説明のあと，当の束田氏本人
が突然？現われるハプニングがあった．この
後，地点5で石炭系荒城川層（安山岩質-玄武
岩質凝灰岩・溶岩を原岩とする結晶片岩），
地点4で石炭_三畳系？上広瀬層（礫岩・砂
岩を主体）を観察した．荒城川層については
その変成時期，上広瀬層については下部と上
部の礫層の礫種構成の違いから後背地の変化
が見られるなどの点が説明された．
ドライブインで軽く昼食を済ませた後，地

点3・2で二畳系森部層（砂岩・泥岩を主体）
とデボン系呂瀬層（酸性凝灰岩・凝灰質泥岩
などを主体）を見学した．呂瀬層は従来，森
部層あるいは荒城川層に含められていたが，
1997年にデボン紀のサンゴやウミユリの化
石が報告されたことから，新たに設定された
地層である．しかしながら見学地点の呂瀬層
のごく近接した森部層からは二畳紀の紡錘
虫・放散虫の化石が産出している．従って呂
瀬層とされた地層の構成要素や地質構造，あ
るいは森部層との関係にはまだまだ不明な点
が残っているようである．呂瀬層の露頭に置
かれた，巡検の成功を祈願される市川浩一郎
先生の手紙には，参加者一同（特に2日目の
案内者） は大変驚かされた．この後，一行
は乗鞍高原に宿泊し，夜遅くまで議論と温泉
とを楽しんだ．
2日目は舞台を美濃帯に移した．地点6_8

では，白骨コンプレックス（二畳紀の緑色
岩・石灰岩・チャートとそれらを含有するジ
ュラ紀の砕屑岩からなる）を観察した．地点
6では玄武岩からなる枕状溶岩と，地点7で
は凝灰岩とそれに整合に累重するチャートの
関係を観察した．両地点の産状から，海洋底
を構成していた海山の一部にチャートが堆積
しはじめたと考えることができる．しかしな
がら筆者の観察では，凝灰岩とチャートの境
界にやや剪断を受けたような黒色の泥質岩
（？）と境界面に調和的に貫入した石灰質
（？）脈が見られ，さらに凝灰岩のすぐ下位
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ここに追加記事として旅行記を掲載させて頂きます．

（見学旅行担当：小坂共栄・原山　智）



にある粗粒玄武岩中にも石灰質（？）脈を伴
う剪断面が幾つか見られた．これらの剪断面
はほぼ同様の走向を示していることから，凝
灰岩とチャートの境界を整合とするには疑問
を感じた．地点8では，石灰岩中に挟まれる
珪質な凝灰岩を観察した．石灰岩の多くは石
灰岩の角礫からなり，その一部の石灰岩と互
層をなす凝灰岩が変形することなく整然と挟
まれている．一般に美濃帯の石灰岩は玄武岩
からなる海山の頂部で形成されると考えられ
ているが，そのような場所になぜ酸性の火成
活動の影響が見られるのかに関心が集まっ
た．案内者からは，薄片観察によってこの岩
石は明らかに凝灰岩であることが確認されて
いると強調された．
次に地点9に移った．当初露頭観察の前に

昼食の予定であったが，弁当がまだ到着して
いないとのことで，一行は乗鞍火山の溶岩台
地を下り河床に降り立った．ここでは沢渡コ
ンプレックスを構成するチャート砕屑岩シー
クェンスの下底部を観察した．露頭の水平断
面には左横ずれを示す剪断構造（リーデルシ
ア面）と，下底面に平行な面に沿ってほぼ鉛
直な線構造が発達している．チャート砕屑岩
シークェンスとは海洋底堆積物であるチャー
トとそれを整合に覆う海溝充填堆積物からな
り，海洋プレート層序を代表するものである．
沈み込み帯で海洋プレート層序がスラストを
介して積み重なったものが沢渡コンプレック
スであり，チャート砕屑岩シークェンス下底
部に沈み込みに伴うスラストの運動像が記録
されていると期待される．このことから下底

面で見られた剪断構造と予想される沈み込み
に伴うスラストの運動とをどのように考察し
ていけば良いのか，はなはだ難問であろう．
なおこの露頭にたどり着くには増水した川を
渡らなければならなかった．長身のT氏には
何ら困難はなかったが，数名は床上浸水の危
機に陥った．
最後の地点10では島々コンプレックスの

メランジを観察した．ここでは泥質岩中にチ
ャート・砂岩などのブロックが含まれ，著し
い延性剪断変形構造が見られた．島々コンプ
レックスの構成要素は先の沢渡コンプレック
スと類似しており，さらに変成度がより高い
ことから，沢渡コンプレックスの深部相であ
る可能性が案内者から示された．しかし夕暮
れの沢沿いの露頭では充分な観察ができなか
ったのが残念である．
初日に見学した飛　外縁帯の地層は，基本

的には珪長質_玄武岩質の溶岩・凝灰岩・火
山砕屑岩を主体としており，オルドビス紀か
ら石炭紀にわたる長い期間にバイモーダルな
火山活動の影響下にあったことがうかがえ
る．また荒城川層や森部層のように一部の層
準で変成を被っている．このことは，近接す
る福地地域の同時代の地層が非変成の石灰岩
を主体としていることと比較して明瞭な違い
をなしている．その後両地域とも陸源砕屑岩
を主体とする二畳系に覆われている．筆者に
とってあまり馴染みの無かった飛　外縁帯の
岩相層序の大枠を，上記の様に整理・理解す
ることができ，大変有意義であった．しかし，
狭い地域に異なる時代・岩相の地層が入り乱

れて露出する状況から，複雑な地質構造（変
形史）が予想されるが，どの地層を観察して
も顕著な剪断構造を見ることができなかっ
た．このことをどの様な過程で説明できるの
か筆者にはとても想像がつかないが，これか
らの研究の発展を期待している．また美濃帯
については筆者も研究対象として日頃から見
慣れてはいるが，まだまだ議論するテーマが
多く残されていると認識を新たにした次第で
ある．だた，両地帯間の境界の観察やそのテ
クトニックな意味づけについて視点が欠けて
いたのが残念である．
今回の見学旅行には専門分野を越えた多く

の参加者が集まり，活発な討論を交すことが
できた．また所々にハプニングがあり，案内
者からは気分転換のクイズもあり，中身の濃
い 2日間であった．案内をして下さった
大塚・吉田・河尻の各氏をはじめ，飛び入り
の束田氏，夜間の宴会の援助をしていただい
た市川先生，さらにバスの乗り入れができな
い林道に自家用車を運転していただいた信州
大学の学生・院生の方々には，参加者を代表
して厚くお礼申し上げます．
参加者：安井敏夫，広瀬丈洋，坂島俊彦，

大場穂高，今里亜紀彦，中江　訓，井川敏恵，
佐々木一郎，宮本隆実，永広昌之，柏木健司，
山縣　毅，田中姿郎，後藤仁敏，高木秀雄，
竹村静夫，徳岡隆夫，野田　篤，宮田隆夫，
波田重煕，鎌田祥仁，堀　常東，加藤　潔
（以上23名）

（地質調査所地質部　中江　訓）
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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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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
☆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
☆関東支部総会と講演会

18日（火） 会場：北とぴあ（つつじホール）
（詳細は本誌参照）

○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

○日本応用地質学会平成 11年度総会および
シンポジウム

27日（木） 会場：中央大学駿河台記念館3F
（370号室） シンポジウムテーマ：地下水変
動に関わる様々な要因と応用地質　問い合わ
せ先：日本応用地質学会　電話03_3259_

8232 Fax 03_3259_8233

○第2回日本地下水学会・日本水文科学会合
同シンポジウム

28日（金） 会場：筑波大学大学会館ホール

5

3

テーマ：「地下水環境の現在と未来」～21世
紀への提言～　問い合わせ先：日本地下水学
会　電話 03_5496_2084

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

月 August
○日韓構造地質研究会第2回合同大会
19日（木）～23日（月） 場所：北海道様似
町　セミナーは20日，21～23日は日高帯の
巡検　1st.circular申し込み締切：3月31日
（水） 詳細は地質学雑誌ニュース誌1998，
12号，p16を参照　問い合わせ先：高木秀雄
（早大・教育） e-mail : hideo@mn.waseda.
ac.jp 電話：03_5286_1510

○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

○アジアにおける地質工学，地盤水理学，自
然災害に関する国際シンポジウム

28 日（火）～ 30 日（木） 主催： Nepa l
Geological Society

9

8

7

6

開催地：ネパール　カトマンズ　テーマ：
Engineering Geology, Hydrogeology，
Natural Disasters 登録費用：US＄150（学
生半額） 概要提出締め切り：1999年5月31
日 600語 　 連 絡 先 ： Dr. B.N. Upreti
Convenor International Sympojium on
Engineering Geology, 1999/Kathmandu,
Nepal Geological Society P.O. Box231,
Kathmandu, Nepal Tel.+977-1-416386 Fax
+977-1-416870

○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

○Geo Eng 2000：地盤工学と地質工学に関す
る国際会議

19日（金）～24日（水） 開催地：オースト
ラリア　メルボルン

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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選　　挙　　委　　員　　会　　報　　告

日本地質学会1999年度役員選挙の結果報告

標記選挙の投票を選挙細則に基づいて3月6日（土）に開票いたしました．その結果をご報告いたします．

記
内訳

有権者総数 5,209名 有効投票 1,681通
投票用紙発送数 5,116名 白票 6通
投票総数 1,697通 無効投票 10通

日本地質学会1999年度役員選挙の結果報告

≪大学≫
大　友　幸　子 798
天　野　一　男 765
赤　羽　貞　幸 765
≪民間≫
上　砂　正　一 718
松　本　俊　幸 708
秋　葉　文　雄 689
≪官公庁≫
渡　部　芳　夫 752
湯　浅　真　人 748
那　須　孝　悌 717
≪教員≫
会　田　信　行 829
小　林　和　宏 726
阿　部　国　広 554

≪院生≫
マーティン・アンドリュー 563
≪得票順当選者≫
立　石　雅　昭 735
丸　山　茂　徳 731
楡　井　　　久 717

好　幸 677
滝　田　良　基 675
野　村　　　哲 664
周　藤　賢　治 661
矢　野　孝　雄 645
酒　井　治　孝 633
吉　川　周　作 630
田結庄　良　昭 626
在　田　一　則 611

≪以下次点≫
川　邊　孝　幸 609
井　内　美　郎 597
久保田　喜　裕 597
三　宅　康　幸 589
高　須　　　晃 584
荒　井　章　司 579
小荒井　　　衛 549
加　納　　　隆 532
矢　内　桂　三 525
藤　岡　換太郎 524
榊　原　正　幸 481
小　嶋　　　智 458
橋　本　善　孝 438

1998年度　第14回執行委員会

1999年2月15日（月）14 : 00～19 : 00に日本地質学会事務局におい
て行われ，出席者は足立勝治執行委員長，天野一男・佐々木和彦・滝
田良基・高橋正樹・磯u行雄・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． 第18期日本学術会議の学術研究団体登録に関する説明会（2月10
日）に出席した水野事務局長から，同会で第18期会員選出の手続
き学術研究団体の申請方法等について説明があった旨報告された．
2． 1月執行委員会で出された意見を参考にし，地質学論集の刊行企
画フォーマットを作成し，第4回定例評議員会で報告，ニュース誌
上で広報することとした．
3． 1998年度会計の決算案の報告と1999年度予算案の提案が会計委
員長からなされ，了承された．
4． 名誉会員検討委員会の委員候補者を決定し，第4回評議員会の了

承を求めることとした．
5． 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，
今年度内の早い機会にに実施手続きをすることとした．
6． 日本学術会議地質科学総合研連の鎮西清高委員長よりの｢地質科
学関連学協会の連合設立のための会合｣（3月5日）への出席呼びか
けに対し，高橋・天野両執行委員が出席することとした．
7． 第106年総会・シンポジウムのプログラムが完成し，総会前の副
会長講演を坂副会長に依頼・了承されたことが確認された．また，
参加費について検討し決定した．
8．普及教育実行委員会の設置期間の延長が提案され，意見交換の上，
了承された．なお，本提案は第4回定例評議員会で了承を得ること
とした．
9． 事務所移転について，信用調査の結果に問題が無い場合は，井桁
ビルを移転先と決定し，契約手続きを進めることが了承された．

執 行 委 員 会 だ よ り
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学会新事務所へ移転！
営業開始は4月5日（月）からです！
新住所 〒101_0032 東京都千代田区岩本町2丁目8番15号　井桁ビル6F
新電話番号 03_5823_1150
新ファクス番号 03_5823_1156
＜最寄駅＞　JR：「神田駅」徒歩6分，地下鉄：銀座線「神田駅」6分，

日比谷線「小伝馬町」3分，
都営新宿線「岩本町」4分

先号にてお知らせした事務所の移転は4月3，4日に行い，4月5日，月曜日から新事務所での業務を開始いたします.
移転先は下記の案内図をご参照下さい．現在の事務所からは徒歩5分ほどのところで「金物通り」という大きな通りに

面しています．
交通の便もたいへん良い所で，JRの最寄り駅もこれまでと同様に「神田駅」です．あまり大きな建物ではありませんが，

重量物に耐えられる頑丈な造りで，1階にはコーヒー店があります．
ビルのオーナーである「井桁金網」さんは，徳川幕府に許されて，江戸時代からこの場所で商売を始めた300年ほどの

歴史を誇る老舗の会社だということです．事務所の大きさはこれまでの約1.5倍と広くなり，南向きの室内は落ち着いた
雰囲気で，もちろん，家賃は安くなりました．
お近くにお出かけの節は，ぜひお立ち寄り下さい．

＊新事務所の事務所開きを4月19日（日）に予定しています．ご都合のつく方はお出かけ下さい．
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