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【答申の概要説明】
これまでの財政は構造的に赤字体質であ

った．危機に瀕する度に大幅値上げをし，
一時的には余裕が生ずるが，本来の赤字体
質のために毎年度不足を生じ，そのために
値上げによる「貯金」を食いつぶし，最後
に「貯金」が無くなって再度値上げをする

ということの繰り返しであった．さらに近
年活動の巾が従来とは比較にならない程拡
大し，従来の財政構造のままでは，かりに
値上げしても遅かれ早かれ，新たな値上げ
を強いられることは避けられない．会費額
も上限に近づき，値上げ自体が極めて困難
となることが予想される．

ましてや学会として考慮しなければならな
いことは事務局活動の充実である．そのた
めには職員の過重労働を軽減することおよ
び職員の世代交代のためにもできる限り早
い時期に計画的な人員増を必要とすること
などである．同時に職員の極めて僅かな退
職金引当準備金についも引き上げが急務で
ある（現行40万円/年→200万円/年）．し
たがって，長期的な視点で抜本的な財政問
題の解決を計るためには，全く新しい方式
を導入する必要があると考える．

抜本的な財政問題の解決を計るために以
下の考え方と実行策を提案する．

1． 財政基本原則のもとの学会活動
について

（1） 基本活動に関わる提案
学会の基本活動に要する経費は会費のみ

でまかなわれるものとする．ここでいう基
本活動とは①地質学雑誌の発行，②ニュー
ス誌の発行，③会員名簿の発行，④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）などである．

（2） 基本活動以外の財源の確保に対する
提案

基本活動以外の活動については活動区分
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．

1） 学術大会の独立採算制
年会参加費については正会員，院生会員，

学生会員それぞれ参加登録を行い予約登録
当日参加と区別する．登録料については執
行委員会，行事委員会，準備委員会で決定
する．

①　講演要旨は学会運営費と事務局経費
(要旨販売経費等)を見込んだ価格とす
る．

合同学会では講演要旨投稿料（受益
者 負 担 の 原 則 ） を 徴 収 し て い る

（1,000～5,000円―投稿時期による，
締めきりまぎわほど高額になる―）．
地質学会でも年会参加費，講演要旨集，
投稿料等について他学会を参考にして
考慮されたい．

②　定期的にシンポジウム，研修会，講
習会を開き参加費を集める．

各研究委員会，部会で参加費を個々
に設定し財源を確保する．

ちなみに地球惑星関連学会合同学会，水
環境学会では第1表のようである．

2） 受益者負担の原則
雑誌，論集等に掲載する論文の一部経費

負担の提案

1998年度財政問題検討委員会報告

日本地質学会財政問題検討委員会

上砂正一（委員長），秋葉文雄，磯崎行雄，久保和也，
嶋本利彦，高橋正樹，水野篤行，吉田武義

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．以来，新委員会では野村委員会の答申を実行すべく検
討を重ね，1998年10月の臨時評議員会ならびに同年12月の第3回定例評議員会での中間
報告に対する討論の内容，ニュース誌，年会のポスターセッションそしてアンケート等を
通じて得られた会員の意見を参考としてさらに検討を行ってきた．その成果を1998年度
第4回定例評議員会（3月25日）に答申として提出した．以下にその全文を掲載して報告
する．

1999年3月25日
1998年度財政問題検討委員会答申

日本地質学会
評議員会議長　小泉　格　殿

日本地質学会
財政問題検討委員会
委員長　上砂正一

本委員会は，1997年度の財政問題検討委員会の答申を基礎として危機的状況にある
日本地質学会の財政問題を抜本的な立て直し，安定化を計るための今後の方策を具体的に
検討してきた．その間，1998年10月の臨時評議員会ならびに同年12月の第3回定例評議
員会における中間報告に対する討論の内容やアンケートを通じて得られた会員の意見を参
考としてさらに検討を行ってきた．その結果得られた最終的結論をここに答申する．

【答申】
今後の本学会の財政・運営の安定化，財政改善を計るためには，下記の措置が是非必要

である．
（1）今後，下記に示す財政基本原則のもとに学会活動を行う．

（1） 会費使用の原則：会費は学会の基本的活動のために使用する．
（2） 独立採算性の原則：一部の会員にメリットのある活動は独立採算制とする

（例：年会，討論会，支部活動，専門部会，研究委員会の活動等）
（3） 受益者負担の原則：特定の会員が利益を受ける場合には費用の一部を負担する

（例：論文発表，ニュース原稿の一部の著者・団体等）．
（4） 事業の推進強化：普及書の出版活動，研修，依頼鑑定・分析等，可能なところ

から収益事業を推進する．
上記を前提として

（2） 2000年度から正会員の会費値上げを実施する（現行1万円を1万2千円に値上げす
る）．ただし，院生・学生会員の会費は据え置きとする．
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①　著者（正会員）に対し組版料の負担
をお願いする（招待論文，院生・学生
会員の論文，賛助会員による記事には
徴収しない．ただし，著者に正会員が
入っている場合には徴収する）．

②　別刷り代金は事務局の手数料として
約30％を上乗せする．

2． 事業の推進強化
1） 企画販売・事業の提案
地層命名規約，地質基準など地質学会の

書籍を販売する．
論集の値段を引き上げる．損益分岐点を

50％（現行70％）にする．論集の在庫を
極力なくす．5年前のものは定価の7掛け，
10年以上前のものは定価の半額とする(た
だし会員のみ)．販売については会員およ
び企業に販売キャンペーンを張る．

記念論文集（ただし，学術論文を主体と
する）を地質学論集として出版し，学会の
ほか同窓会ネットワークを利用して販売促
進する．

会員の中から微化石，火山灰，古地磁気，
放射性炭素同位体年代測定，X線回析，岩
石薄片顕微鏡鑑定などそれぞれ専門家を学
会に登録し，学会として広く一般企業から
分析などの委託を受け登録者に分析を依頼
する．

会員の協力のもとに有益な広告の増加を
計る．

ニュース誌に解説などを掲載し，読者層
を拡大するとともに．また，企業の新技術
紹介（単なる会社の宣伝ではない）を設け
ページあたりの料金を徴収する．

2） 寄付金の受け入れ体制の確立/税法
を考慮した受け入れ体制の検討・整備

学会賞をはじめとする賞の授与は寄付金
でまかなうことを前提とし，寄付金は会員，
賛助会員，法人団体等から募る．そのため
にも近い将来には受け入れ団体となる条件
を整える必要がある．

また，学会としての事業推進をするため
にも，人格のない社団等は寄付金の受け入
れ団体とはなり得ず，寄付金が寄付を出す
側（企業）にとっては経費と認められない
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拡
大も困難となる．

地質学会が，将来的に会費の値上げのみ
に頼らず事業収益等を得ようとするならば
公益法人化は前向きに検討すべき重要な課
題である．

3． 2000年度から正会員の会費値上
げの提案
赤字財政会費の短期的な方策として，ま

ず基本活動が行える条件を整えるために，
最低限の会費値上げを提案したい．学会の
基本的活動をまかなうための費用を平成
10年度予算ならびに前年度委員会の答申
を参考に試算すると7,358万円である．た
だし，財源としては文部省助成金，雑誌売
り上げ，広告料収入など会費以外の収入が
1,282万円含まれ，会費のみの財源として
6,076万円必要である．したがって，基本

的な活動を行うためには，正会員一人あた
り現在より最低2,000円会費を値上げしな
いと学会の基本活動が困難となる．

なお，上記経費のうち，本年からはすで
に出版費および発送費（紙質の変更によ
る），4月からの事務所移転による賃貸料
など大幅に節減されることになったが，そ
の他には大幅節減の対象は期待できない状
況である．

1998年度第4回定例評議員会（1999年3
月25日）では財政問題検討委員会の最終
答申について活発な質疑・討論があった．

主な意見は，学会活動の基本原則と会費
値上げについては，問題を切り離し，前者
は会費のみでまかなうことは不可能で，総
合的に経営の問題として考える必要がある
ので，検討方向として考えてはどうか，ま
た，論集の出版計画について根本的に検討
する必要がある．基本原則の具体的な内容，
金額の設定等について検討していくことが
必要である，等であった．

審議の上，学会活動の基本原則と会費値
上げは切り離せないものとして，また基本
原則については中味を検討するとともにさ
しあたり実行できるところから実行に移す
手順を考えることとして，採決の結果，答
申が挙手多数で承認された．

第1表　他学会年会参加費

地球惑星関連学会合同学会（1999/6） 水環境学会（1999/3）

会　　員 5,000円（予約） 8,000円（当日） 6,000円（予約） 7,000円（当日）

学生会員 2,000円（予約） 5,000円（当日） 3,000円（予約） 4,000円（当日）

非 会 員 10,000円（予約） 12,000円（当日）

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



「素晴らしい景色」の基礎は，それらを
つくった地学条件（自然条件＝自然の法則）
にある．富士山にしても，日光の華厳滝に
しても，箱根，阿蘇等々すべての自然景観
の基礎は地質や地形などの地学条件にあ
り，それに四季折々の花や植生，気象など
が加わって自然景観は彩られ，素晴らしさ
は倍加される．

しかし，このような「自然」に近年の人
間活動が加わって，多くの場合，自然景観
は破壊される方向に向かっている．
「人間活動」は基本的には人間が生きる

ために自然に働きかけたものであり，その
結果，自然からの反作用として自然景観は
変化する．人間が自分たちの都合で自然に
働きかけたものだけに変化した自然を元に
もどすことは大変困難な場合が多く，その
解決は「自然」そのものをはなれ，「人間
と人間との問題」（社会問題・利害関係）
にならざるをえない．

浸食による海岸景観の変化はその代表例
である．砂防・洪水防止，河川管理，河床
からの建設用砂利採取等によって，河川か
ら海岸に供給される砂や礫の量が減少した
ことがその原因である．

駿河湾に面して湾曲した三保の海岸から
望む富士山の素晴らしさは古来より数多く
の歌に詠まれ，伝説になり，日本を代表す
る自然景観の一つであり，文化財であると
いっても過言ではない（写真1）．

大正13（1924）年には「三保松原」は
国の名勝に指定されて現在にいたってい
る．

静岡県清水市の三保砂嘴は，標高2000m
の大谷嶺に源流をもち，約50kmを流下し
て駿河湾に注ぐ急流河川・安倍川によって
供給された砂礫が沿岸流によって北東に運

ばれ，長い年月を経て形成されたものであ
る（第1図；A）．砂礫の移動に注目すれ
ば安倍川河口から三保砂嘴の先端部までの
約18kmの静岡・清水海岸は安倍川の最下
流部とみることができる（写真2）．

一方，三保砂嘴によって駿河湾の波浪か
らまもられた内海は天然の良港であり，内
海からみる三保砂嘴と富士山がつくる景観
は素晴らしいものであったといわれる．し
かし，昭和10年代に港湾の整備，造船・
鉄工等の重工業地帯の造成の目的での改変

（埋立て）がなされ，広重が描いた「江尻
（清水）」の風景は大きく変化した．そして
今，戦後の高度成長時代に建設用骨材資源
を得る目的でおこなった安倍川河床の砂利
採取の結果が駿河湾に面した三保海岸をむ
しばんでいる（第1図）．このように，「三
保」の内海は大戦に向かう物資増産時代，

表紙解説

三保松原の海岸景観は，今・・・

佐藤　武（東海大学海洋学部海洋資源学科）

写真1 鎌ケ崎（羽衣の松の北約800m）か
らの海岸と富士山．
1999年2月28日撮影，消波堤は第2図中の⑧
（手前）と⑨．それぞれの消波堤は40トンの
テトラポッド約300個で構成されている．

写真2 三保松原から安倍川河口方向を
望む空撮写真．
1996年9月23日撮影．写真上方より離
岸堤①，②，③，④（第2図）がみえる．

第2図　清水海岸緊急海
浜保全対策の概要．
静岡土木事務所（1997）
に加筆．

第1図　過去約110年間の三保の変化．
A：1887年，陸地測量部が作成した1 : 20000
地形図　（土，1985）に加筆．



外浜は戦後の高度成長時代の影響をうけて
大きく様変わりをしてきたのである．

1980年代に安倍川河口付近から始まっ
た静岡海岸の浸食は，家康の墓所で有名な
久能山前面の海岸を波消しブロックの長城
と変え，現在は清水海岸の「三保羽衣の松」
付近が浸食にさらされている（表紙）．

現在までに，多くの浸食対策・防止工事
が計画・実施され，人間と自然とのたたか
いが継続されてきたが（第2図），どうや
らここでも人間側に勝ち目はなさそうであ
る．具体的にいえば，海岸にいくら多くの
浸食防止の構造物を作っても，継続されて
きた砂礫の供給が断たれた状態ではそれら
の浸食対策・防止工事は「一時しのぎ」に

すぎず，海岸浸食は進行するばかりである．
また，建設省によれば，安倍川からの砂

礫供給が回復しているので（写真3），従
来の消波堤や離岸堤を築造する海岸浸食対
策工事を継続し新たな浸食を防止できれ
ば，40年ほどでかつての浜が回復すると
言われている（第3図）．しかし，台風な
どの荒天時を除いて，すでに設置されたコ
ンクリートブロック群を迂回して砂礫が移
動するかどうかには疑問がある．また，最
近の新聞報道（第4図）によれば，1968年
に採取が規制された安倍川河床の砂利採取
が31年ぶりに再開される予定であり，上
記の論理が根底からくつがえることが懸念
される．
「砂山」の歌で有名なかつての新潟海岸

は人工のなぎさになり，「天の橋立」に突
堤群ができ，北海道の野付崎にも突堤が計
画され，ひとつひとつ素晴らしい海岸景観
が失われようとしている現在，三保の景観
を守ることは決して地元民や観光業者だけ
の問題ではなく，先祖から伝えられてきた

天然記念物的な文化遺産を守り，後世に伝
えることができるか否かの大事業であると
思われるのだが．

引用：

静岡土木事務所，1997，天女の浜辺をまも
るために─清水海岸緊急海浜保全対策
のあらまし─（リ－フレット）．静岡
県静岡土木事務所

土　隆一，1985編，静岡県の自然景観─
その地形と地質─．第一法規出版，東
京，266p．

B：現在市販されている国土地理院1 : 25000
地形図，興津（1995年修正測量），静岡東部
（1998年部分修正測量），清水（1994年修正
測量）から作成．

第3図　静岡新聞記事，1999年4月17日朝刊
第4図　静岡新聞記事，1999年1月22日朝刊

表紙写真：三保の松原
上空から南（安倍川方
向）を望む．1999年1
月 27日撮影．遠景は
有度丘陵．羽衣の松付
近 の 海 岸 に 写 真 2
（1996年9月撮影）に
はなかった突堤と離岸
堤⑩が建設中である．

写真3 安倍川河口付近の空撮写真．
1999年1月27日撮影．写真右下部の静岡海岸に浜が戻ったといわれている．
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阿武隈山地東縁部に位置するいわき市
は，かって常磐炭田として首都圏に最も近
い産炭地であった．このことから，明治以
降多くの地質研究者が調査に訪れ，詳細な
地質学的研究調査がなされてきた．また，
本地域にはペルム系，上部白亜系，古第三
系，新第三系の各地層が分布し，興味深い
示準化石が産出していることも特徴といえ
る．特に，ここ30数年間に，いわき市で
は海棲爬虫類，鯨類，象類等の大型脊椎動
物化石の発見が相次いだ．最近では日本各
地のジュラ系，白亜系の地層から恐竜ラッ
シュともいえるほど恐竜化石についての知
見が増加している実状であるが，30数年
前では，日本から中生代の大型爬虫類化石
など望めないという状況だった．昭和43
年に発見された1頭分の長頸竜類フタバス
ズキリュウは，現況を予見させる最初の発
見だった．このフタバスズキリュウを中心
としたいわき市産出の化石と，産炭地だっ
たいわきの資料逸散の防止や炭鉱の記録を
とどめるために石炭資料をドッキングさ
せ，昭和53年に開館したのがいわき市石
炭・化石館である．

化石展示室
化石展示のメインテーマは，地球の歴史

といわきの大地と題している．展示は現在
から過去にさかのぼるように構成されてお
り，いわき市産出の化石を中心に地球の誕
生から生物の進化を解説している．いわき
市内で欠如する地質時代は他地域産化石で
補間してある．いわきの第四紀，いわきの
化石クジラ時代（第三紀），いわきの恐竜
時代（中生代），いわきの三葉虫時代（古
生代），いわきの地質構造および岩石・鉱
物が各コーナー別に解説されている．特に
注目されているのは，イワキクジラ，イワ
キゾウ，ペンギン様鳥類やフタバスズキリ
ュウ，タラッソメドン，トリナクロメルム，
プレシオサウルス，モササウルス類などの
海棲爬虫類の展示が充実している．開館当
初では国内では最大の体長22mの竜脚類
マメンチサウルスがメインステージに展示

展示内容

され太古のロマンをかきたてている．
石炭展示室

当展示室は，炭鉱のしくみ，炭鉱の移り
変わり，常磐炭田史等の各コーナーからな
り，常磐炭田の歩みが一通り理解できるよ
うになっている．

地下600mの坑底までを特殊効果音を使
用した立坑エレベータで入坑するところか
ら始まる．ここ模擬坑道では古い時代から
現代まで歴史を追って紹介している．

＜利用案内＞
開館時間：午前9時より午後5時まで（最終

入館は午後4時30分まで）
休 館 日：毎月第3火曜日（祝日の場合は翌

日） 1月元日
入 館 料：一般630円（570円），大学・高校

生420円（380円），中学・小学生
320円（280円）
＊（ ）内は20名以上の団体料金

交通案内：
JR：JR常磐線湯本駅下車徒歩15分
車：常磐自動車道湯本ICから15分
所在地：福島県いわき市常磐湯本町向田3番

地の1
電話：0246_42_3155 Fax：0246_42_3157

模擬坑道

いわき市石炭・化石館
Iwaki city Coal and  

Fossile Museum

財団法人いわき市教育文化事業団

鈴木　直　

博物館紹介◯21

いわき市の自然史系教育施設
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いわき市は，ふるさと創生事業として，

いわき市北部地域に位置する久ノ浜，大久

地域に海竜の里整備事業を実施した．この

事業の教育施設として，平成4年にいわき

市アンモナイトセンターが，平成5年に海

竜の里センターが建設開館した．

いわき市アンモナイ
トセンター
Iwaki Ammonite Center

当館は，上部白亜系双葉層群の最下層の
足沢層の分布地に建設された．同層から大
型アンモナイトを産出することが昭和初期
より知られていた．そこで，海竜の里整備
事業の一環として大久町鶴坊地内の大型ア
ンモナイトの産出層準の発掘が実施され
た．予察通り約500m2の同一層準面に20
点を超える大型アンモナイトが発掘され
た．この露頭面を建物で覆い，産状の保存
と露頭展示の見学ができる教育施設として
開館した．

導入展示ゾーンでは直径2mに復原され
たメソプゾシアの生態模型があり，頭足類
の系統，アンモナイトの古生態等が紹介さ
れている．タイムスリップゾーンでは，現
代からアンモナイトの時代へとさかのぼる
ように生物の変遷をイラスト展示し露頭展
示へ導入する．露頭斜面には回廊が巡らさ
れ，化石情報検索システムや3台の露頭観
察モニターによりアンモナイト化石の産状
をズーム観察できる

当施設は8,000万年前地層の同一層理面
を露出させ，アンモナイトを主体とした化
石が埋積された様子を見ることできる日本
では唯一の屋内展示施設である．定期的お
よび不定期的に施設脇の体験発掘場で，露

頭展示と同一層準の化石層の体験発掘を実
施している．

＜利用案内＞

開館時間：午前9時より午後5時まで（最終
入館は午後4時30分まで）

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
1月元日

入 館 料：一般350円（310円），大学・高校
生210円（170円），中学・小学生
100円（80円）
＊（ ）内は20名以上の団体料金

交通案内：
JR：JR常磐線久ノ浜下車　タクシー20分
車：常磐自動車道いわき四倉ICから15分
所在地：福島県いわき市大久町大久字鶴房

147_2
電話：0246_82_4561 Fax ：0246_82_4468

［体験発掘の案内］
体験発掘開催日：毎月第2土曜日，第4日

曜日
参加できる人：小学生以上（小学3年生以

下は保護者同伴）
申込受付時間・人数：
午前の部　9時受付～11時終了
午後の部　13時受付～15時終了

体験発掘は当日先着順に1回30名まで参
加できる．
申込方法：体験発掘参加申込書に記入のう

え入館料金を添えて提出する．
服装：作業しやすい服装で軍手は各自持

参．
ハンマー，タガネ，ヘルメット，防塵

メガネは当センターで貸し出し．
特別体験発掘：当館に問い合わせ下さい．

第2土曜日，第4日曜日

海竜の里センター
Sea Dinosaur Center

当館は，平成1年，海竜の里整備事業と
して，フタバスズキリュウの発掘地の近隣
に建設された．観光物産館的要素の強い施
設であるが，やはり，大久町入間沢地内の
水田下の長頸竜類化石包含層の発掘で産出
した長頸竜化石や大型アンモナイトなどの
貴重な化石の展示コーナーもある．太古の
広場，化石グッズや土産品販売コーナーが，
また屋外にはブラキオサウルスの恐竜滑り
台，観覧車等の遊技施設等も設置され，子
供ずれでも十分楽しめる．

＜利用案内＞

開館時間：午前9時より午後5時まで（最終
入館は午後4時30分まで）

休 館 日：毎週月曜日（祝日の場合は翌日）
1月元日

交通案内
JR：JR常磐線久ノ浜下車　タクシー15分
車：常磐自動車道いわき四倉 IC から 20 分

いわき
所在地：福島県いわき市大久町大久字柴崎9
電話：0246_82_2772

3館を訪ねる場合：
いわき市石炭・化石館よりいわき市アンモ
ナイトセンター，海竜の里センターまでは
車で約50分．アンモナイトセンターと海竜
の里センター間は車で約10分の距離になり
ます．
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第16回企画展

｢ビッグ・デュオ―象と鯨の
奏でる世界｣
Giants on Terra and Masters in
Aqua : Ensemble of The Big
Duo

会　期：平成11年4月24日（土）から8月
29日（日）まで

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時まで
（入館は午後4時30分まで）

休館日：毎週月曜日
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．第2，第4土曜日は，小・
中・高校生は入館無料となります．

（夏休み期間中を除く）

記念イベント：
8月1日（日）自然講座「巨大動物発掘

の現場から」
8月7日（土）企画展記念講座「ゾウの

鼻はなぜ長い」

展示概略
現在の動物界において，陸上ではゾウ類

（長鼻類），水中ではクジラ類（鯨類）が最
大の動物として知られています．いずれも
新生代に進化，発展したグループです．

地球上にゾウ類が初めて現れたのは，今
から約5,500万年以上前の新生代暁新世の
モロッコです．その大きさは，発見された
上顎骨や臼歯化石などからイヌくらいのも
のと推定されています．ゾウ類は､その後
何千万年の間に，体の大きさ，頭や鼻の形，
四肢等が大きく変化し現在の姿になりまし
た．

クジラ類は，陸上に生息していた哺乳類
が安全でえさが豊富にある水中に生活の場
を求め，何千万年もの間に水中での生活に
適応するため，体は流線型に変わり，呼吸
法，食性，コミュニケーションなど独自の

生活方法を獲得しました．
今回の企画展では，この二つの巨大哺乳

類，ゾウ類とクジラ類の共通性や，ちがい
どやその進化，ゾウと日本人，ゾウ類とク
ジラ類の現状と保護について紹介します．

【主な内容と展示物】
（1）ビッグ･デュオ
・巨大なアフリカゾウの牙
・アフリカゾウとアジアゾウの全身骨格
・シャチの全身骨格

（2）ゾウとクジラを比べてみよう
・手足の構造を比較しよう
・鼻を比較しよう
・耳と皮膚を比較しよう
・食物の採り方の違い，食べ物を調べよう
・繁殖，出産，コミュニケーションはどうし

ているか

（3）ゾウの秘密
①ナウマンゾウ
・科学的に復元されたナウマンゾウのロボッ

ト
・ナウマンゾウと人との関わり　
・ナウマンゾウ骨格模型（忠類標本，印旛沼

標本）
・ナウマンゾウ足跡
・日本国内から産出したナウマンゾウの頭

骨，下顎骨，臼歯，脊椎骨，肋骨等
・野尻湖から出土した旧石器時代の考古資料
・旧石器時代の環境を示す昆虫，植物資料
②アケボノゾウ
・アケボノゾウ足跡
・アケボノゾウ臼歯，大腿骨，肋骨等
・メタセコイア立木
③ゾウ類の進化
・世界最古のゾウ類－フォスファテリウム
・モエリテリウム，ゴンフォテリウム類，ス

テゴロフォドン類，マストドン類，マンモ
ス類，ダイノテリウム類，ステゴドン等

④日本人とゾウ
・三角縁神獣鏡
・藤ノ木古墳出土品
・竜骨の図等
・インディラ骨格
・「かわそうなゾウ－花子」（教科書）
・インディラ来日風景，新聞記事
・ゾウ飼育グッズ
⑤動物園のゾウ
・日本の動物園のゾウ
・ゾウの玩具

（4）クジラの秘密
①ハクジラ類､ヒゲクジラ類
・最大級のミンククジラ全身骨格
・ミンククジラの口蓋のしくみ
・巨大なマッコウクジラの下顎骨
②クジラ類の進化　
・ジゴリザ類，ハクジラ類，ヒゲクジラ類等

の化石
・茨城県のクジラ化石

（5）ゾウ類とクジラ類の現状と保護

博物館だより　夏季特別展�博物館だより　夏季特別展�

ミュージアムパーク茨城県自然博物館

ナウマンゾウのコーナー

ゾウ類の進化のコーナー
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特別展「海から生まれた神
奈川」
―伊豆・小笠原弧の形成と活断層―

神奈川県立生命の星・地球博物館では,
総合研究として「伊豆・小笠原弧の研究」
をとりあげ，神奈川県内の横須賀市自然・
人文博物館，大涌谷自然科学館，神奈川県
温泉地学研究所，横浜国立大学，海洋科学
技術センター等の機関を中心に協力を得て
平成7年から3か年の総合研究を実施し，
神奈川県立博物館調査研究報告書「伊豆・
小笠原弧の研究」を刊行した．

この特別展は，総合研究の成果をふまえ
て，伊豆・小笠原弧の海から生まれた神奈
川県を，ひろく県民に紹介するものである．
会　期：1999年7月17日（土）―同年9月

5日（日）
会期中の休館日　毎週月曜日と7月21日
開館時間　9 : 00_16 : 30

会　場：神奈川県立生命の星・地球博物館
電話 0465_21_1515
〒250_0031 小田原市入生田499
http ://www.city.odawara.kanagawa.jp/
museum/g.html

最寄り駅：箱根登山鉄道「入生田駅」徒歩
3分　国道1号線沿い
特別展観覧料　20歳以上（学生を除く）
200円，20歳未満・学生100円

入館料：20歳以上（学生を除く）510円，
20歳未満学生300円，高校生以下65歳
以上無料

共　催：横須賀市自然・人文博物館
協　賛：神奈川県温泉地学研究所ほか

関連行事（事前申し込みが必要です）

1． シンポジウム「伊豆・小笠原弧」テク
トニクスと火成活動
7月24日（土）

2． 講演会
8月1日（日）13 : 30_15 : 00

講演「伊豆の海から生まれた日本の中
心・神奈川」（生命の星・地球博物館
濱田隆士館長）

9月5日（日）13 : 30_15 : 00
講演「神奈川の地震」（神奈川県温泉
地学研究所所員）

3． 野外見学会（横須賀市自然・人文博物
館と共催）
8月21日（土）8月22日（日）

生命の星・地球博物館講義室・横須賀
市北武断層ほか活断層野外見学

展示解説書 「海から生まれた神奈川―伊
豆・小笠原弧の形成と活断層―」を当館と
横須賀市自然・人文博物館で頒布します．

神奈川県立生命の星・地球博物館
―伊豆・小笠原弧の形成と活断層―

伊豆衝突帯の足柄山地

足柄層群上部の礫岩層

相模トラフ・駿河トラフ海底地形図

横須賀市自然・人文博物館

特別展示「三浦半島の活断層
―伊豆・小笠原弧の形成と活断層―」

この展示は，横須賀市自然・人文博物館
が調査・研究で得た成果と1995年以降に
各研究所・調査機関・および神奈川県・横
須賀市・三浦市などの自治体が行った調査
成果をもとに，三浦半島を含む神奈川県民
に活断層をはじめとする地盤情報を提供す
る調査報告展示である．また，神奈川県立
生命の星・地球博物館との共同研究で得ら
れた調査研究成果を共催展示する．
会　期：8月1日（日）～2000年3月30日（木）
主な展示内容：深海から生まれた三浦半

島，三浦半島の活断層調査，衣笠断層帯，
北武断層帯，武山断層帯，南下浦断層

帯・引橋断層帯，神奈川県西部の地震，
地震の影響・地盤と建築物，地震の影
響・津波，活断層関連ホームページリン
ク集

会　場：横須賀市自然・人文博物館（京急
線横須賀中央駅下車徒歩10分）
電話 0468_24-3688
〒238_0016 横須賀市深田台95
http ://www.museum.yokosuka.kana-
gawa.jp/

開館：9～17時；休館は月曜日と月末の平
日＜入館無料＞

共催：神奈川県立生命の星・地球博物館

7月17日（土）～9月5日（日）
「伊豆の海から生まれた神奈川―伊豆・小
笠原弧の形成と活断層―」
協賛：神奈川県防災局・三浦市・横須賀市
協力：三浦半島活断層調査会・三浦半島地

球科学ボランティア・三浦半島地盤研究
会・考古造形研究所

シンポジウム：9月12日（日），2000年1

月16日（日）14～16時

講演会：12月12日（日）14～16時

展示解説：8月7日（土），8日（日），9月
11日（土），2000年3月18日（土）の14
～15時ほか

断層観察会：8月21（土）～22日（日）北
武断層・武山断層（共催），10月 24日

（日）神縄断層（共催），2000年2月20
日（日）南下浦断層・引橋断層＜申込み
制＞

活断層トレンチ発掘調査

南下浦断層
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前回に引続いて，地学で頻繁に使う言葉の
正確な用法を考えてみたいと思う．

Compose, comprise, consist, constitute, include
恐らく“Suggestions”の1958年版と’91年

版で，記述の最も大きく変わった部分の一つ
がこの表現であろう．古い方では，“com-
pose”には複数形の主語が必要，“composed
of”と“consists of”は同義語，“comprise”
は“include”と似ている，などと淡々と用法
を述べ，それぞれの評価はしていない．

一方1991年版では，激しい調子で評価して
いる．面白いので以下に紹介する．先ず多く
の著者がこれらの言葉に躓くという．特に

“comprise”は，堅苦しいのみならずしばし
ば誤用され，これは全く使わない方が良く；
著者への安全なガイドラインとして，「“com-
prise”が出てきたら削除せよ」と極端なこと
を言っている．さらに全体は部分を“com-
prise”または“consists of”する，例えば

“The formation comprises [consists of] lime-
stone and shale.”部分は全体を“compose”
または“constitute”する，例えば“Lime-
stone and shale compose [constitute] the for-
mation.”この両例文中のアンダーライン部分
は不適当で［ ］内を使えという．
“Composed of”は“consists of”より弱い

表現であり，後者を用いる方が良いそうであ
る．さらにこの著者は“comprise”の受動形

“is comprised of”は絶対に使うな“never
write”と述べている．この受動形がしばしば
使われているのはご承知の通りであり，筆者
はそれほど強い意見は持たないが，確かにあ
まり良い表現ではなかろうとは思う．また以
上の言葉に反して“include”は部分の不完全
なリストを示す，例えば“The formation
includes limestone and shale,”の場合は

“limestone and shale”以外の岩石も含む状況
を意味するという．つまり“comprise”とは
異なる用語との主張であるが，筆者はこれに
賛成である．三十年以上も経つと言語も変わ
ってくるのであろうが，この場合は著者の性
格の差が大きいのではなかろうか？　筆者は
1991年版を参照しながら，適当な使い方をし
ようと思っている．ちなみに上記の表現につ
いては1978年版では，何らかの別の形で触れ
ているかも知れないが，他の版のような形で
は全く触れていない．
Contour, contour line

この両者はしばしば混同して等高線の意味
に使われる．しかし“contour”本来の意味
は地形のことである．例えば“The greater
resistance of the Paleozoic rocks is indicated
by the contour of the hills.”これを知ってい
て，誤解の余地がないように等高線の意味に
使うのは全く差し支えなかろう．
Develop, development

これは，昔から英語国人・非英語国人を問
わず，便利にいわば滅茶苦茶な使い方をされ
てきた言葉のように思う．日本語でもやたら
に「開発」「発達」を使いたがる人が，結構
いるのではなかろうか．案外これは地学屋に
限る現象かも知れないが“Suggestions”の
1958，’78，’91年の各版ともほぼ同じ記述を
している．すなわち“occur, form, exploit,

work, grow, acquire,”その他著者の貧困な頭
脳に浮かばない動詞をすべて“develop”で
表現しようとする；と断じている．この項の

「誤用」例文の数は全“Suggestions”中最も
多いように思う．それだけ歴代の“Sug-
gestions”の著者には気に障る言葉なのであ
ろう．例えば“It is possible that its develop-
ment was in Tertiary time.”は“It was formed
perhaps in Tertiary time.”と書けと言い，ま
た“The large development of Triassic sedi-
ments in this region.”は“The great thick-
ness of ...”と書くべきであるという．つまり
より明確な表現が多くの場合あるはずで，労
を惜しまずそれを探せということである．こ
れには筆者は賛成せざるを得ない．

一方“Develop, development”は地下水の
汲み上げ，地下水井戸周辺の細粒物を除去し
て水が効率良く井戸に入るようにすること，
また鉱区中の鉱体を開く作業，のように地下
水や鉱山開発では明確な定義があり，もちろ
んこれには注意を要する．
Former, latter
「前者と後者」も我々日本の地学屋は使い

たがる表現である．アメリカでは頻繁に誤用
されている由である．まず先行詞が二つ以上
のとき,“the granite consists of quartz, ortho-
clase, and biotite, the former [quartz] consti-
tuting two-thirds of the rock.”また先行詞が明
瞭でない,“the concentration of the sulfide ion
is so greatly affected by change of acidity that
the latter [this change] is the principal factor in
determining the precipitation of sulfides.”無
意味に使う，“the quartz veins lie near bodies
of muscovite-biotite granite, the latter being
[which is]probably the youngest rock in the
region. ”アンダーラインの部分は誤用で［ ］
を使えという．確かにこの辺は我々も銘記す
べきであろう．
Limited

この語については，“Suggestions”では
1991年版に初めて出てくるが，筆者には少々
首を傾げたくなる指示をしている．すなわち，

“limited”は“confined”の意味に使い，
“few, meager, scanty, short, slight, small.”の
意味には使うな，としている．誤用の例とし
て“Rainfall in this arid region is therefore lim-
ited [scanty]. Now available for limited
[short]time only.”その他をあげている．し
かし，これらは良く見られる用法であり，ま
た“Oxford Advanced Learner’s Dictionary,
5thed., 1995”では，“limited adj. restricted ;
few or small :”と記しており，例として

“Only a limited number of places are available.
His intelligence is rather limited.”が載ってい
る．他の辞書の記述も似たようなものが多い．
この語については，筆者は余り気にしないで
使って行こうと思っている．
More or less

これは，“Suggestions”各版に記述がある．
“About, almost, nearly.”のより間接的な表現
であるが，要するにUSGSの連中は使いすぎ，
多くが間違っている，とのことである．その
例として“more or less vertical”や“more or
less unique.”などを挙げている，“more than
vertical”，や“more than unique”などあり

得ないではないか，と言うわけである．一般
的に使用しない方が良いと結論している．
Occur, occurrence

この両語は，国籍を問わず地学屋が使い過
ぎる言葉であろう．筆者も勿論例外ではない．

“Occur”は“appear”または“to be present”
の意味では非常に使い易く便利な表現ではあ
るが，USGSのレポートでも別の表現の方が，
適切なケースが多くあるという．例えば，

“Dikes with variable morphologies occur in
the study area.”は“Dikes in this study area
have varied morphologies.”と書き直せとい
う．また“Exposures of the most richly fossil-
iferous Lower Ordovician strata in the United
States occur [are exposed] about 80 km west
of Delta, Utah.”や“The mines occur [are] in
Breathitt County.”はアンダーライン部分を
削除して［ ］をいれよと指示している．

また“occurrence”は“event, happening,
incident.”例えば“mode of occurrence”な
どに用いるべきであり，鉱床そのものを意味
するような使用法は誤りである旨強調してい
る．
Range, vary

範囲を示す“range”を使う場合は，下限
と上限の両方を明記する必要があり，“from”
と“to”で示し，“in thickness, in length, in
width”などの副詞句を必ず用い，“thick,
long, wide”などの形容詞を使ってはならな
い，と“Suggestions”では指示している．

“The dike is 5 m thick.”ではあるが，“The
dike ranges in thickness from 0.5 to 5 m.”で
ある．また一方の限度のみを書き“ranges up
to 5 m.”は正しくなく，“is as much as 5m,”
あるいは，“reaches a maximum of 5m.”と書
けという．

流量，干潮のレベル，などの変動には
“range”ではなく“vary”を使う．例えば
“The water level in the wells varies yearly and
seasonally; during the spring the level normal-
ly ranges from 10 to 15 m below ground sur-
face.”となる．
Temperature

簡単なことではあるが，“hot temperature”
や“cold temperature”ではなく，“high tem-
perature に low temperature”である．“Hot
and cold weather, climate”である．言うまで
もないことかも知れないが，この混同は珍し
くない．
Terrain, terrane
“Terrain”は地形的・地理的状況を示す用

語，即ち“hilly terrain”または“wooded ter-
rain”などである．一方“terrane”は，大ま
かにいえば岩質的または地質的な広がりを示
す，“metamorphic terrane,”または“basaltic
terrane.”などである．“Suggestions”の1991
年版では，この両語ともそれほど重要ではな
い（not indispensable）ので，使いにくけれ
ば別の表現に変えろと言っている．しかし最
近は“terrane”は頻繁に使われている地質的
概念なので，地質用語としては気にかけるべ
き言葉と思う．

次回も色々な表現について考えて行こうと
思う．

地学英語雑感⑭　地学でよく使う表現―2
嶋D吉彦
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1999年4月29日と30日の両日，カリフ
ォルニア州モントレーに近いSeasideのホ
テルEmbassy Suitesにおいて，表記のシ
ンポジウムが開かれた．これは，AAPGの
太平洋セクションでの年次総会の一部とし
て行われたものだが，一般の研究者にも開
かれたものであった．日本からは，我々3
人のほか，筑波大学の院生，山本由弦，大
田恭史，飯塚明紀の計6名が参加した．こ
のシンポジウムは，カリフォルニア大学サ
ンタクルズ校のJ. Casey Moore氏の呼びか
けで，近年注目を集めている，流体のしみ
だしに伴う諸現象の化学，生物，地質，地
球物理およびテクトニクス的意義について
討論することを目的としたもので，アメリ
カ，ドイツ，フランス，ニュージーランド，
ロシア，イタリア，ノルウェーなど計8か
国，50人以上の参加者を集めて，1日目の
21の口頭発表と討論，1日目と2日目の計
26のポスターからなるセッションが行わ
れた．また，学会に先だって関連する巡検

（案内書の著者の一人に，九州大学の山縣
毅氏の名前が見られた），および5月1日に
は場所をMoss LandingのMonterey Bay
Aquarium Research Centerに変えて，今後
の計画についてのワークショップが持たれ
た．

メタンを含む流体や動物遺骸（特に鯨骨）
に伴う特殊な生態系は，中央海嶺での類似
の例との関連や，活動的大陸縁（プレート
の収斂および横すべり境界）における意義，
生態系と元素の循環，石油などの漏れ，な
どに関して，最近急速に注目を集めてきた
トピックスである．日本とその周辺も，オ
レゴン沖とほとんど同時にその産状が報告
され，日仏KAIKO計画以来，世界的に注
目されている地域である．今回はモントレ
ーやサンタバーバラ地域のカリフォルニア
州，メキシコ湾，オレゴン沖などのアメリ
カ周辺のほかに，北海，ニュージーランド，
千島とその東方のオホーツク海などの例
が，報告された．日本からは，沈み込み境
界付近でのシロウリガイ類の配列のテクト
ニクス上の意義（小川・小林ほか）や，海

溝域と陸上での石灰質角礫岩（小川・桑野
ほか），チムニー状石灰質岩のバクテリア
による形成（Esellerほか)，三軸試験機に
よる泥質岩の物理特性（鈴木）などの発表
がなされた．

石油（原油）やアスファルトの陸上およ
び浅海でのしみだしは，生態系や環境の汚
染として注目されてはきたが，より深い海
域についての実体は，日米仏の潜水船と
ROVによる直接の観察によって始めてそ
の地球科学的意義が分かってきたものであ
り，そのホームフィールドの一つとして，
モントレー湾がこのシンポジウムの場所と
して選ばれたのも，うなずける．発表は，
この地域（海域と陸域）での調査と研究の
成果を中心として始まったが，それを受け
て，各地での報告がそれらと比較して明ら
かにされていった．

特に興味深かったのは，長年各地域の研
究に携わってきたドイツGeomarのErwin
Suess氏が，かつての硫化水素の直接のし
みだし説だけでなく，日本から特に主張さ
れていた，メタンの硫酸還元による硫化水
素の発生を生態系の基本として認めたこと
である．類似のデータは先に述べた千島沖
での独露共同研究によっても裏付けられた

（ここでは，バライトのチムニーがあると
いう）ことである．これらの地域は，水平
方向の圧縮場，つまり沈み込み帯の逆断層
かトランスプレッショナルな水平ずれ断層
かであることが多い，ということであるが，
正断層や不整合，また，単に圧密による海
底崖に沿うしみだしの例もあり，それらが，
どのように区別されるかについては，未解
決であるようであった．流体の起源につい
ても，炭化水素鉱床のしみだし（それに硫
化水素が含まれているからか？，または，
メタンの酸化に伴う硫酸還元によるか？），
ガスハイドレート（その上部の融解か？，
その下位のガスか？），さらに，陸域の淡
水に押されてのしみだしか？，または，含
まれるガスによる密度の低下による浮上
か？など，さまざまな可能性が議論された．
モントレー湾は，その絶好のフィールドで

あるが，間隙水の化学組成などについては，
今後の課題とされた．

多くの研究は，炭酸塩岩についての，酸
素，炭素，イオウなどの同位体測定にみら
れるように，ルーティン化されており，類
似の研究が，海水やバクテリアの作用とし
て議論されていた．また，K. Campbell氏
はニュージランドのヒクランギ付加体の上
に載る第三紀前弧海盆での例を報告した
が，その産状は，日本の三浦・房総地域で
の報告例（例えば柴崎・間嶋，1997，地質
雑103,p. 1065_1080)に極めて類似のもので
あった．これらの多くの地域からは，海底
面からほぼ垂直に突出する石灰質の，いわ
ゆる炭酸塩岩チムニーと，海底面下の主し
て砂質堆積物中に管状に発達する石灰質砂
岩パイプの形成プロセスが議論されたが，
日本では先の柴崎・間嶋の主張するよう
に，後者が生痕の管を利用したものである
との考えがなされてはいるが，今回諸外国
ではそのような考えを持つ研究者はいなか
った．アメリカなどでは，モントレーの海
食台やオレゴン沖での例にあるように，郵
便ポストのごとく観察される規模の大きな
ものであるが，水平方向へ分岐したり，特
定の層準（岩相）に発達するなど，チムニ
ーというよりパイプと呼ぶべきであるとさ
れた．今後の成因論の進展が期待される．

ポスターでは，バクテリアによる炭酸塩
の結晶（アラゴナイト，高または低Mgカ
ルサイト，ドロマイト，アンケライトなど）
の晶出例が多数報告され，一大トピックス
をなしているさまが理解された(Esellerほ
か）．また，日本でもいくつかの研究機関
で取り組みが始まった，「流体のしみだし
はどのような条件で生じるのか，特に断層

（剪断面）が流体の通り道になるのか，そ
れともバリアーになるのか」（一般的には，
両方があるとされる）という，重大問題に
取り組むいくつかのグループの実験結果が
報告されていた．

日仏KAIKO計画の最終出版物も計画さ
れていると聞くが，我々の知見によると，
バクテリアマットとシロウリガイ群集と
は，近接はするが明らかに住み分けており，
これを含めて，流体のしみだしと化学合成
生物群集についてのテクトニックな問題に
ついては，さらに検討すべきである，との
感想を抱いた．それには，潜水船によるin
situの，より長いコア（アメリカ，ドイツ
などでは，ROVによる6mものコアを使っ
ている）を用いた集中的な研究が望まれる．

ワークショップでは，今後の取り組みが
いくつかのグループごとにわかれて検討さ

アメリカ石油地質学会（AAPG）での「活動的大陸
縁における流体のしみだし」シンポジウム出席報告

小川勇二郎，G. Eseller（筑波大学地球科学系）・鈴木清史（石油開発技術センター）

学協会・研究会報告
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れた．今回のシンポジウムは，場所的にも
タイムリーであったと同時に，主要な研究
者が一同に会したことで，大いに盛り上が
ったといえる．日本も類似の露頭が数多く
報告されているので，大学，各省庁や石油
関連の研究機関，JAMSTECなどの連携に
よって，より一層の研究の進展と国際的貢
献が期待される．シンポジウムを成功に導
いた，Casey Moore, H. Gary Greene, Dan
Orangeらの各氏に謝意を表したい．

第2回マンモス会議

高橋啓一（琵琶湖博物館）

第2回マンモス会議（2nd International
Mammoth Conference）が，5月16日～20
日の間オランダのロッテルダムで開催され
た．この学会は，1955年にロシアのサン
クトペテルブルクで第1 回目が開催され
た．それ以前はロシア国内でマンモスにま
つわる諸々の課題を検討する会議として存
在していた．第 1 回目の会議の様子は，
犬塚則久氏によって古生物学会の会誌「化
石」59号に報告されている．

日本のマンモスゾウ類に関しては，国際
的にまったく認識されていないことから，
筆者はこの機会にそれを紹介しようと

「 Mammoth Remains in the Japanese
Islands」という発表内容で参加した．こ
の会議の案内は国内ではあまりゆきとどい
ていなかったためか，日本からの参加は筆
者一人であった．そればかりか，マンモス
ゾウ類の分布とも関係してか東洋人として
も筆者一人であったので，会場では目立つ
存在となった．

会議は，分類学，進化と系統，分布，古
生態学・古地理学，タフォノミー，島嶼化
と進化，歯の形態などのセッションにわか
れ発表が行われた．口頭発表の会場はリハ
ビリテーションセンター，ポスターはアム

ステルダム自然史博物館で行われた．会議
の参加者は17か国，92人であった．これ
らの中には，マンモスゾウ研究の第一人者
であるロンドンカレッジのリスター氏やマ
ンモスゾウ研究の大家として知られるロシ
アのベレスチャーギン氏も元気な姿を見せ
ていた．発表は，質疑を含めて20分であ
ったが，時間いっぱい講演する演者が多く，
質疑の時間は十分になかった．発表内容は
それぞれの地域の標本に基づいた研究内容
が多かったが，マンモスゾウというテーマ
で50以上の発表が行われたので，内容の
濃い会議であった．

会議の開催期間中の19日にはオランダ
の化石産地のエクスカーションがおこなわ
れた．大型バス2台で出発した一行は，ま
ずロッテルダムから東へ1時間のところに
あるズールランドでの小型哺乳類化石の採
集風景を見ることができた．といっても
我々の想像していたものとは全く異なる手
堀りのボーリングによる採集である．約
2mの鉄製の筒を長いひもで上下させなが
らその重さで掘っていくというもので，採
取された砂の中から小型の哺乳類の骨や歯
をひろいだすという．このようなやり方で
深いところでは100m以上掘っているとい
うから驚きである．

次にいったのは，30分ほど走ったとこ
ろにあるマースブラクテの海岸であった．
ここでは，海岸にマンモスゾウやメリディ
オナリスゾウ，その他さまざまな動物の化
石が打ち上げられるという．参加者は，そ
れを代々採集し続けているという人から説
明を聞いた後，さっそく海岸に出て化石を
探し始めた．30分くらいのうちにマンモ
スゾウの脛骨や大腿骨の破片，小型の哺乳
類の骨格や歯などが10点以上採取できた．
筆者もマンモスゾウのものと思われる骨片
と偶蹄類の大腿骨片を打ちあがった貝の中
から見つけだすことができた．その後，こ

の海岸の化石を採集し続けているグループ
の一人がオーナをしているレストランで昼
食をとりながら，レストラン内に並べてあ
る立派なコレクションを見学した．午後は
日本でもよく知られている北海からの化石
採集の話やその化石産地に近いジーランド
州の町ジーリクジーでの展示の見学などが
あった．今回のエクスカーションで改めて
感じたことは，オランダには崖がないとい
うことである．国土の40％が海面下の高
さにあるというこの国では化石の採集とい
ってもボーリングや海岸に打ちあがった化
石の採集，海底のドレッジなどの手法を余
儀なくされているのである．エクスカーシ
ョンに参加した一行は楽しい夕食をすま
せ，夜10時過ぎにロッテルダムに帰って
きた．

この会議の開催中には，前回のこの会議
の報告をもとに作られた『Mammoths and
the mammoth fauna: studies of an extinct
ecosystem』という本がロッテルダム自然
史博物館の出版物として出版された．B5
判220ページで17編の論文から構成されて
いる．購入を希望される方は直接博物館

（Natuurmuseum Rotterdam : P. O. Box
23452, NL_3001 KL Rotterdam, the
Netherlands, Tel +31_10_4364222, Fax
+31_10_4364399, e-mail deinsa@nmr.nl）に
連絡をとれば購入可能である．価格は学会
期間中の割引価格で5,000円程度であった．

なお，次回は2003年にカナダで開催さ
れる予定である．

写真2．エクスカーションの昼食場所になっ
たレストランに展示してある化石．

ロッテルダム自然史博物館前での会議出席者の記念撮影．



日本放送出版協会　1997年11月第1刷
発行，B6判, 249 ページ, カラーグラビ
ア 4ページ, 定価　1,020円（税別）

地球最後の空間といわれる深海の情報が最
近格段に増えた. それは過去20年間に日本の
深海研究への貢献が飛躍的に発展し，日本か
らの情報発信が増大したことによるものであ
る. このようなわが国の深海研究の先頭に立
って現在活躍している海洋科学技術センター
深海研究部研究主幹藤岡換太郎氏が深海研究
の最新の成果と深海フィールドワークの醍醐
味を余すことなく紹介した標記題名の本が
NHKブックスシリーズの1巻として刊行さ
れた．

著者は国際深海掘削計画によるグロマーチ
ャレンジャー号の日本海溝調査，レゾルーシ
ョン号の伊豆・小笠原海域の掘削，日仏
KAIKO計画による潜水艇ノチール号や「し
んかい6500」の潜水調査を始め数々の深海
底調査に従事してきた. それらは常に第一級
の先端的情報をもたらし, 今日の地球科学を
一層魅力に満ちたものにしている．その中身
を, 著者の才筆によって非常に分かりやすく
解説してくれたのが本書である．

本書の構成は, 4ページのカラーグラビア
に続いて，序章「地球の見方―潜水調査船科
学への招待」, 第1章「地球科学の基礎知識
―動かざること大地の如し」, 第2章「深海
から見た東日本列島―古いプレートの沈み込
むところ」，第3章「深海から見た西日本列
島―若いプレートが沈み込むところ」，第4
章「海の後ろに海がある―日本海の背弧海盆

に潜る」，第5章「日本列島周辺のプレート
の境界」，終章「深海探査に何ができるか―
環境・災害・資源」を主文に，付録「しんか
い6500」物語，参考文献，あとがき，など
が続く．各章では全体で151 に上る項目につ
いて解説している. これらの項目は同時に索
引の役割もしていているように思う. また, 息
抜きに「コーヒーブレイク」のコーナーを設
けて, 読者サービスの工夫をしている．

著者は先ず臨場感あふれる潜水中の潜水艇
内の様子から書き出し, 読者を引きつける. 著
者は言う. 深海底に潜っているときが何より
も楽しく, 必ず何か新しい発見があると. 知的
好奇心を満たしてくれるフィールドサイエン
スの重要性を強調し，「深海底博物学」を提
唱している. 

本書の面白さは, 第一に, 最新情報の分かり
やすい解説である．例えばそれをキーワード
式に挙げれば, 日本海溝底の変化, 伊豆・小笠
原弧の発達, マリアナ島弧―海溝系の特徴, 琉
球島弧―海溝系の特徴, 奥尻海嶺の特徴, 南海
トラフ・駿河トラフの特性, 付加体の形成, 日
本海の形成, などに関する大項目から, 地震波
トモグラフィー, プルームテクトニクス, ガス
ハイドレート，蛇紋岩の泥火山, 化学合成生
物群集, シロウリガイ群集, 炭酸塩チムニー,
舗装型マンガン, オパールCT，現代版鉱床,
洪水玄武岩, 海底長期観測ステーション, 潜水
調査船「しんかい6500」，ディープトウ, 無
人探査機, など多岐にわたる. 

第二は, 著者による問題提起や新提案を含
むことである．すでに述べた深海底博物館の
ほか，20世紀海洋地球科学の3大発見，海底
地形の見方3方法，島弧―海溝系の3区分，
現場実験設備の提案，21世紀の課題，など．
いずれもフィールドに密着して説得力があ
る．

コーヒーブレイクに取り上げられた話題は
海底地形の命名手続き，奥尻訪問，日本の地
球科学史に残るユニークな研究者と出版物な
どである．評者は海底地形のローマ字表記を
ヘボン式に更めるべきと考えているが，何故
日本式に固執するのか聞きたいものである．
なお，コーヒーブレイクの項目は，一般項目
と同じ扱いになっているが，囲み記事にする
など，少し記述上の工夫があるとよかった．

ともあれ，本書は深海から見た地球の最新
科学を十二分に語ってくれる．説明の分かり
やすさの好例として，地表の風景図を表す鳥
瞰図に対して，海底地形を表すのに「鯨瞰図」
という新語を導入したのは著者藤岡氏であっ
た．また随所に寺田寅彦，吉村　昭，新田次
郎，などの作品を引き合いに出しながら読者
を引き込む手口も鮮やかである．しかし，内
容のレベルは高く，専門的な予備知識があれ
ば一層本書を楽しむことができよう．ただ，
一般読者のためには，レグ，テクトニック，
テクトニックセッティング，フローなどの用
語は使わないか，簡単な説明をつけるべきで
あった．JR号は「レゾルーション号」と書
いたほうがよかった．

日本は21世紀の海洋研究で世界のリーダ
ーシップを担おうとしている．そのために今
最も求めれるのは若い人材の供給である．本
書は若者を引きつけ，日本の科学の期待に応
えるものと確信している．その意味でも,
小・中学校，高等学校の先生方，大学生や大
学院生に本書の一読を強く推奨したい．

（岡田博有）

東京大学出版会　1998年11月発行，A5
判，208ページ，本体価格（3,500円＋税）

日本国内には国内需要を賄うにはあと2～
3年分の金属鉱床しかなく，ほとんどを海外
から輸入している．しかし世界的に見ても
50年先には，多くの鉱産資源は枯渇する恐
れがあり，最近の環境保全，地球資源の有限
性に対する反省能力のある人間の姿は高く評
価される．

本書はさきに出た『鉱床学概論』をもとに
書き下ろされた本で地球科学を専攻する学生
また一般の市民，家庭にあって子供たちに接
しているお母さん方に読んでいただくよう書
かれたものである．そのため，かなり大胆，
分かり易くまとめられている．

BC3000～1000年，青銅器時代から人間は
自然銅などを利用して生活してきた．そして
薄く伸ばすことのできる金，さらに鉄といっ
た金属に至っている．金属名と発見の経緯，
現在の用途，主要鉱石鉱物，主要鉱床の種類，
しばしば関連する火成岩の表があり花崗岩が
沢山の鉱床に関係していることがわかる．ま
た16世紀迄に鉛，銀，水銀，アンチモン，
ビスマス，亜鉛などの金属が認識され利用さ
れるようになり，19世紀末までには，希土
類を含めてほとんどの元素が発見されたとい
ってよい．

地球の表面を形作る地殻には元素がどの程
度含まれているか，クラ－ク，ワシントンの
分析以外に現在は多くの地殻の平均化学組成
が発表されている．理科年表（1997）によれ
ば，地球を構成している元素のうち，その含
有率が1％を越えるものは非常に限られてい
る．Cu，Pb，Zn，Cr，Niなど，日常生活に
深い関係のある金属は，50～100ppm程度し

地球鉱物資源入門

飯山敏道
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藤岡換太郎



かない．
しかし地球上にはさまざまな岩石が存在

し，いわゆる鉱石から有用金属を抽出するが，
鉱石を工業的規模で採掘できるところを鉱床
というのである．

しかし，鉱山は深くなると山の圧力が増大
しまた排水などが困難になるので，2000 m
が一応の深度の目安である．自然界における
有用元素の濃集を調べるのが鉱床学である．
（1） 注目している有用元素はどこから，あ

るいは何から現在のところに移動して
きたか．

（2） どのようにして元素は運ばれてきたか．
その輸送媒体と輸送機構は．

（3） 運ばれてきた元素はどのようにして現
在のところに濃集し，固定されたか．

これらの3つのことを解明するのが鉱床学
といえよう．

固体地球で起きる天然現象を概観してみよ
う．外因的地学現象には大気，風雨，海洋と
固体地球の相互作用があるが，風化や風・流
水による運搬は著しい．風化によって，岩石
は砕かれまた科学的作用によって粘土にな
る．これらが運搬されて堆積するとき，比重
の差によって重金属たとえば金・などがたま
る．また珪砂などガラス原料となる砂鉱など
がある．

内因的地学現象としては，マグマの貫入や，
噴出いわゆる火成作用がある．

有用な物質が集まるためには，鉱液などの
通路が必要である．断層や亀裂そして地層の
重なりによる石油の集積などいろいろ考えら
れる．

火成鉱床は，マグマの移動によって，その
貫入に関連した鉱床のことをいう．クロム鉱
床は層状貫入岩体のなかに存在し，マグマの
冷却中に対流および鉱物の沈降によってクロ
ム鉱物が層状に濃集したと考えられる．硫化
ニッケル鉱床としてサドベリ－鉱床の例が挙
げられる．貫入岩体の下部には，Niの硫化
鉱物の濃集したところが見られ，マグマの冷
却時，硫化物に富んだ液の比重（4～7）が
珪酸塩の液（比重2.9～3）より重かったと
解されている．マグマは初め水分が少ない．
しかしいろいろな鉱物が晶出しこれらの鉱物
が水を含まないと，残りのマグマはしだいに
水分が多くなる．粘性も低くなったマグマは
水蒸気とともに大きな結晶を成長させて巨晶
鉱物から成るペグマタイトを作る．ペグマタ
イトのなかにはアルカリ金属，ハロゲン元素，
希土類元素，ウラン鉱物などが見られる．

カーボナタイトは特殊な火成岩である．炭
酸塩鉱物を主要な構成鉱物とする岩石である
が，BaO．SrO．Nb2O5．Tr2O5．TiO2．P2O5．
F.S.の量が堆積性の石灰岩より多い．特に希
土類元素をふくむことが石灰岩と異なる点で
ある．

熱水鉱床は有用元素を含んだ水溶液が地殻
中を移動し，特に温度が100℃前後を越える
水溶液の移動によって形成される鉱床をい
う．マグマに含まれる水は，圧力が低下する

ほど減少し，マグマが地殻内を上昇するにつ
れ水に飽和した状態になる．

このような水は，周辺の岩石を変質させた
り，また断層や割れ目を通して周辺に広がっ
ていく．そして，回りに有用な重金属の鉱石
鉱物が沈殿しその濃集度が高ければ鉱脈鉱床
となる．マグマ水，そのほかの熱水が反応し
やすい岩石，例えば石灰岩などに接触すると
反応帯が大きく広がりスカルン鉱床を形成す
る．しかしマグマ溜りが急速に地下浅所に上
昇した場合，外縁部が急冷され緻密な岩石の
殻がマグマ溜りの最外部に形成される．その
場合，マグマから別れた水分はマグマ溜りの
上部に集まり冷却とともに種々の鉱物を沈殿
させる．フェルシック火山岩体の上部に，石
英，白雲母に富み，カリ長石をともないW，
Moなどの有用鉱物から成るグライゼンが形
成される．熱水作用，熱水鉱床というとき，
一般には300℃以下の熱水によって起こる熱
水作用や鉱床を指すがグライゼンはこの段階
に達する前，まだ水溶液が高温であるうち

（400℃以上）の熱水によると考えられる．
海底は噴出した熱水が多量の低温の海水と接
するところであり，熱水は急速に冷却され，
鉱石鉱物，脈石鉱物が形成されて沈殿する．
秋田の黒鉱はこのような鉱床であった．

熱水鉱床には，鉱脈型，塊状，スカルン，
斑岩銅型などが分類される．

堆積鉱床は，岩石が風化して環境に安定な
物質になる過程で生ずるものである．

1） 風化によって岩石が細分され，岩石を
構成していた鉱物粒や，風化生成物で
ある粘土が移動する

2） 岩石から水に溶けでた物質が，河川水
となり移動して，湖や海洋に流れでて
移動する．

それぞれの場合に，移動途上で，元素ある
いは鉱物の濃集の場が形成される．

砂鉱は有用鉱物が選択的に濃集したもので
ある．花崗岩に含まれる錫石，モナズ石，ジ
ルコンなど比重が大きいので砂鉱に成りやす
い．また粘土になったものが堆積して鉱床に
なったものがある．愛知県瀬戸，岐阜県多治
見，三重県島が原などの第三紀中新世～鮮新
世の堆積盆地「古東海湖」に堆積したもので
ある．珪砂鉱床は石英が砂粒となったもので
ある．残留鉱床は，Al2O3とSiO2，Na2Oが
結合してモンモリロナイトに，またAl2O3分
とSiO2分が結合してカオリナイトになった
ものが残留した鉱床である．

堆積性鉄鉱床は，縞状鉄鉱層，鉄鉱層，沼
鉄鉱床に分類されその規模も数百km，厚さ
五百mに達するものが縞状鉄鉱層に知られ
ている．マンガン団塊は海底に見られる．日
本のマンガン鉱物はチャートに伴うものが多
い．しかし海底の熱水活動では他の重金属も
出たはずであるが，そのような重金属がなく
炭酸塩，酸化物，珪酸塩などになっているこ
とから，マンガンは，熱水活動の最盛期をす
ぎたのちに多くの熱水に溶出し，しかも海水
中を浮遊して移動する距離が大きかったと思

われる．
ウラン鉱床は，砂岩やれき岩の炭化木の周

辺に多い．また，れき岩－金－ウラン鉱－黄
鉄鉱の組み合わせを示す鉱床としても知られ
ている．

化石燃料鉱床として石炭・石油が取りあげ
てある．まとめとして堆積性鉱床では，低い
濃度で溶存している水から有用金属が沈殿し
て鉄鉱床などの大規模な濃集を見るためには
長期にわたって一定の堆積環境が卓越してい
ることが大切である．このような条件は変動
帯にはあまり期待されない．

鉱物・エネルギー資源の利用とその保全．
ここではさまざまな鉱床の世界的な分布が鉱
床区の名の下に示されている．資源の現状を
見れば，鉱山は廃鉱となり，主要な金属の寿
命は20～30年，アルミニウム・鉄・石炭で
100年内外と見られている．近年深海堆積物
中に炭化水素と水の化合物ガス・ハイドレー
トがレンズ状の濃集をみせて存在することが
注目されている．

核エネルギーの開発を続ける限りウラン資
源の余命はそれほど長くは無い．しかし増殖
炉は，天然ウランに多く含まれる238Uを変
換させて核燃料となりうる239Puを生産する
方法である．技術的には未だ問題が多いが，
この開発まで現在の核施設は，廃棄できない．

地熱資源は量が少ないが，風力資源は開発
の見込みがある．

地球鉱物資源の減少に対処するには，先ず
第一に一度使用した物質を再利用することで
ある．しかし有用元素（金属）を単体の形で
使っていることは少ない．銅合金の場合電気
精錬によって純銅を得ることはさほど困難で
ない．しかし屑銅合金例えば真ちゅうを熔融
して真ちゅうを再生するときはかなり厳密な
組成の吟味が必要になる．

今日まで屑金属の再生には熱，科学薬品，
電力など人為的手段によって金属を抽出する
ことだけが考えられてきた．しかし鉱床の脈
石として捨てられていた岩石と屑金属を水と
ともに常温で長時間かけて反応させ，可溶金
属を回収することが試みられている．

人類は資源を消費して今日の文化を築いて
きた．この消費は避けられない．資源に限り
がある以上，取るべき道は，無駄をさけ合理
的に資源を使っていくことを消費の出発点に
することではなかろうか．著者のいいたいこ
との一つである．

（羽田　忍）
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古今書院　1998年9月発行，B5判，140
ページ，定価3,500円（税別）

この本はリモートセンシングに興味を持ち
始めた人，リモートセンシングの入門書を探
している人，文系の学生で研究や卒論でリモ
ートセンシングにとりくみたいひとを対象に
している．

したがって，ハードやソフトエアの技術的
な部分は省略され，その分素人には分かり易
く書かれている．

第1部はA to Fでリーモートセンシングの
歴史や，衛星リモートセンシングを行う際に
必要な最低の知識を記載する．

第2部はリモートセンシングデータを読み
こなすための知識G to Dである．データの
購入から解析を始めるまでの手順を解説す
る．リモートセンシングデータを画像処理に
よって図化する際に必要な知識や方法を，そ
してリモートセンシングの限界について説明
する．

第3部はリモートセンシングを使いこなす
ためのエクササイズがM to Yに述べられて
いる．

この本は，学生のための教科書にもなって
おり，難しい理論は抜きにどのようにリモー
トセンシングを行なうかなど述べられてい
る．

あちこちに挿入されたインターネットのア
ドレスを見るだけでも大変興味がある．もち
ろん，パソコンは利用できる環境にないとい
けない．

かならずしも初心者だけでなく，地質に興
味ある方も利用すると面白いものが見られる
であろう．

（羽田　忍）

リモートセンシングデータ解析
の基礎

THE ABCs OF RS

長谷川均著

門前町教育委員会，A4判，75ページ，
カラー口絵，2ページ，8図版，32図，
表4，Monzenn-machi Research Group
for Fossil Footprints : Early Miocene
Footprints of Crocodiles Found at
Takesu-dani, Monzen-machi, Noto
Peninsula, Japan, Mar., 1999

本書は1996年5 月に，門前町浦上の通称
竹州谷中流で小学校用務員が山菜取りに出か
けたさいに，沢の底から発見した中新統のワ
ニの足跡化石についての調査報告である．

調査団は同町の小学校理科部会を中心に，
発見地の所有者や教育委員会の関係者のほ
か，足跡化石の研究者など約30名で構成さ
れ，町民20名が調査に参加している．とく
に滋賀県足跡化石研究会の岡村会長と，琵琶
湖博物館の高橋学芸員が協力している．
本書の構成は下記の通りである．

記
はじめに……門前町町長
1 発見から調査，中間報告会までの経過報告

……宮本正樹・原田光雄
2 足跡化石産出層の層準・年代と堆積環境及

び古地理……j野義夫・山田一雄・山本英
喜

3 足跡化石……岡村喜明・高橋啓一
4 竹州谷の珪化木と門前町産の珪化木…寺田

和雄
5 門前町以外の県内の足跡化石産出例……松

浦信臣
6 足跡化石発見の学術的意義と保存・活用に

ついて……j野義夫
おわりに……門前町教育長

末尾に石川県門前町足跡化石学術調査団お
よび調査参加者名簿が付されている．

冒頭に2枚のカラーによる産出地の航空写
真と，現地の全景写真を示している．発見か
ら調査団が結成されるまでに約2年を要して
いるが，その間の予備調査をはじめ，関係者
の苦労が詳細に記されている．また．’98年3
月に調査団が結成されてからの調査経過や，

石川県門前町の足跡化石

石川県門前町足跡化石調査団

報告書の編集発行に至る経過も，調査内容な
どを紹介した38枚のモノクロによる写真を
添えて克明に記されている．

調査の過程で進行状況や発掘資料を町民に
紹介するための，町の教育委員会と調査団が
編集した「門前町にワニがいた！1900万年
前の太古の夢を追って」と題する8号までの
速報が配布されている．

化石の産出層は放射年代は，火山岩につい
てのK/Ar法による年代測定結果の基づいて
推定されている．化石を産出した地層は，
2400～1750万年前の縄又層の上部層の基底
部（1900万年前）の礫岩を挟む砂岩・泥岩
互層で砂岩と礫岩の表面から発見されてい
る．また，中部層の下位からは鹿間時夫

（1936）によってEostegodon ?（亀井，1991）
が報告されている．

足跡化石は最初約8mの範囲に並ぶ24ケが
発見されたが，最終的には不鮮明なものを含
めて50ケに及んでいる．産出地点には大小4
ケの珪化木の直立樹幹が認められている．

とくに今後の解析に必要と思われる4つの
足印，化石樹を含めて足印全体の樹脂による
型標本を採取している．

産出地点の地質については，地質図・柱状
図・産出地点のスケッチと断面図・古地理図
などを示して解説し，当時この付近は河成平
野であったとしている．共産する曽山峠植物
化石群（藤・吉田，1984）は，阿仁合型とさ
れている．

とくに珪化木について，木目の顕微鏡写真
を示し，21属の樹木の種類を表示している．
これらの珪化木には，ブナ属のような冷温性
の要素が含まれないため，当時の気候は現在
の中国南部や台湾のような温暖な気候であっ
たとしている．

足跡化石については，標本ごとに足印の長
さ・幅，保存状態，左右の区別，前後の重複
印，行跡，摘要を表示しているほか，後足の
指の長さ・幅・間角も表示している．それぞ
れの形態を20枚の写真や図および4枚の図版
によって示している．

これらの足印を，ヌートリア・カワウソ・
サンシヨウウヲ・トカゲなどの足印と比較
し，さらにワニのアリゲーター科の6種，ク
ロコダイル科5種の足印の計測値を対照し
て，本地域の足跡化石はクロコダイル科のも
のに近い種の残したものと推定している．興
味深いのは，特異な移動形式と足印を示すワ
ニ目の一個体の足印の存在を指摘しているこ
とである．

行跡や移動形式を推定しているが，尾痕は
認められず，移動速度が大きいため残らなか
ったとしている．移動の個体数は少なくとも
5～6頭と推定しているが，このような多数
のワニが移動した理由については，地形との
関係を考えている．

また，石川県内から産出している恐竜・ゾ
ウ・シカのほか，甲殻類などの小動物の足跡
化石を3枚の図版によって紹介している．

最近，地方自治体がそれぞれの地域の自然
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史誌や，重要な大型の化石について，関連研
究者が協力して立派な報告を出版しているこ
とは喜ばしいことである．本書も日本で三例
目のワニの足跡化石について，いろいろな専
門分野の研究者が協力して，学術的な視野か
らまとめた報告書として注目される．

本書の終章に記されているように，これら
の貴重な研究成果が地域の文化や教育に活用
されるため，普及書の発行や自然史博物館の
建設が実現することを期待したい．博物館の
展示内容がとかく恐竜を主とする画一的なも
のになりがちだが，地域の特色を生かした個

性的な内容であることを希望する．
＊非売品ですが，ご希望の方はj野義夫会員
に問い合わせ下さい（北陸地質研究所　電
話　0762_24_9448）．

（大森昌衛）

16 日本地質学会News 2 （ 6 ）

■書評依頼・献本■

・「古地磁気学」小玉一人著　東京大学出版会　1999年4月発行　248p．定価4,500円＋税
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新版地質図・

報告書類

地質調査所　1999年1月発行，B判，37
ぺージ，定価2,400円

「厳島」図幅地域は広島湾北部に位置し，
厳島をはじめ，江田島，西能美島，東能美島
の北半部などの瀬戸内海の大小の島嶼と中国
山地の一部をふくんでいる．地体構造的には，
丹波帯（あるいは領家外縁帯）に属し，白亜
紀-古第三紀深成岩類の分布では山陽帯の南
部にあたる．大部分は白亜紀後期の花崗岩類
からなり，ジュラ系玖珂層群と白亜紀後期の
岩脈類およびわずかの第四系をともなう．

地質図を開いてすぐ目につくのは，ほぼ南
北方向にのびる，配色よく描かれた岩脈群で
ある．細い岩脈を丹念に追跡して仕上げられ
た岩脈群を見ただけでも，この，島の多い交
通不便な地域で,精密な地質調査を遂行する
のにいかに努力されたかがうかがわれる．

本図幅は，5万分の1地質図幅1葉と地域
地質研究報告からなり，報告書は，I．地形，
II．地質概説，III．ジュラ系(玖珂層群)，IV．
白亜紀火成岩類，V．第四系，VI．応用地質，
VII．地震地質及び災害地質に分けて記述され，
露頭写真など図 19 枚と分析表 2 枚，文献，
Abstractが付属する．

まず陸上地形では，次のような花崗岩地形
の特徴的な事例が記載され，興味を引く．①
厳島と本土（中国山地）をへだてる大野瀬戸
は，呉花崗岩に卓越する北東_南西方向の断
層破砕帯の差別浸食によって形成された谷に

あたる．②西能美島・東能美島・江田島にお
ける規則的な尾根の形成は，風化に強い斑岩
～珪長岩岩脈の分布状態に支配されている．
③厳島が示す平行四辺形の形は，呉花崗岩中
の北東_南西方向の断層と節理にそった侵食
の結果である．④海食洞には，洞方向が花崗
岩の節理に規制されたものも存在する．また，
海底地形図には，比較的平坦な海底地形の特
徴と，海峡とか岬の先端などに存在する海釜

（小さい凹地）がはっきりみとめられる．
ジュラ系の玖珂層群は，西能美島の中部と

それにつづく江田島の津久茂地域に，花崗岩
類のルーフペンダントとして分布している．
化石は発見されていないが，地理的に西隣

「大竹」図幅の玖珂層群の延長部にあたるこ
とと，岩相の類似から玖珂層群とみなされて
いる．

地質図には，泥岩・砂岩の生地中にレンズ
状のチャートやまれに石灰岩と緑色岩の小岩
体が克明に記入されていて，丹波帯の堆積岩
コンプレックスの片りんがうかがわれる．ま
た，岩相ごとの詳しい記載や近隣地域の玖珂
層群の産出化石のレビューがなされている．
地質の記載としてはこれで十分であろうが，
付加体としての玖珂層群（あるいは丹波帯）
の特徴とか，それと領家変成作用との関係に
ついての簡単な解説がこの章に付けられてい
ると，付加体になじみの薄い人にも，より理
解しやすいものになったと思われる．

本地域の花崗岩類はすべて，山陽帯の花崗
岩類，いわゆる広島花崗岩類に属するもので，
呉花崗岩・音戸花崗閃緑岩・江田島花崗閃緑
岩の3岩体に区分される．大部分を占める呉
花崗岩が，音戸・江田島花崗閃緑岩を捕獲岩
体状に取り込み，それらに貫入している．

音戸花崗閃緑岩と江田島花崗閃緑岩に関す
る次の事実は，これら両岩体が呉花崗岩に先
立つ塩基性の貫入岩類で，呉花崗岩によって
貫入・捕獲され，同化作用をうけたことを示
す証拠として注目される．①音戸花崗閃緑岩
の石英・斜長石・角閃石は破砕されて割れ目
が入っているのに，共存するカリ長石には割
れ目がないか非常に少ない，②音戸岩体をと

り囲む呉花崗岩体の周縁部には角閃石がふく
まれている．③江田島花崗閃緑岩は，玖珂層
群に脈状に貫入し，④玖珂層群に接近した部
分ではトーナル岩質になり，他方，それから
離れて呉花崗岩体に近い部分ではカリ長石に
富むように岩相が変化する．
“広島花崗岩類”の主部をなす呉花崗岩は，

大部分が塊状，粗粒黒雲母花崗岩である．記
載された岩質のうち，とくに①ミヤロリティ
ックキャビティ（晶洞）に富み，②蛍石や高
温石英をふくみ，③閃長岩および斑岩～珪長
岩の岩脈群を多くともなう点は，同じ西南日
本内帯にありながら，北部九州の主部花崗岩
類とは著しく異なった特徴として目を引く．
北部九州では，高Sr・磁鉄鉱系の主部花崗
岩類と低Sr・チタン鉄鉱系の東部花崗岩類
に区分され，後者は山陽帯の花崗岩類（“広
島花崗岩類”）に連続するものであり，前者
は北部九州独特の深成複合岩体であるとみな
されている．上記の①・②・③の特徴は，こ
の2つの深成複合岩体の異質性を如実に物語
るものであり，今後の研究課題として興味が
もたれる．

また，呉花崗岩の主部をなす粗粒岩相にと
もなう中～細粒岩相は，前者の定置後に，よ
り珪長質のマグマが固結したものと結論され
ている．この考えを裏付ける関係として，西
能美島北部の玖珂層群と粗粒岩相との接触部
にそって貫入する中～細粒岩相の産状が，地
質図と断面図に精細に描き出されていてきわ
めて説得的であり，楽しい．

瀬戸内地域の花崗岩類に一般的に見られる
閃長岩類は，本地域では，呉花崗岩体と音戸
花崗閃緑岩体にまたがって，厳島東部-大奈
佐美島-西能美島-大黒神島にかけた幅約
3km，延長約20kmの帯状地域に，岩脈状の
小岩体として集中的に出現している．このよ
うな，特定の岩体に限らない帯状の分布は，
閃長岩類の，花崗岩活動最晩期におけるアル
カリ交代説を補強する新知見といえる．

本地域の周辺には活断層として，①岩国活
断層系，②広島市西縁地域の断層群（広島西
縁断層・己斐断層・五日市断層）および③安

厳島地域の地質
地域地質研究報告

（5万分の1地質図幅）

松浦浩久・豊　遙秋・佃　栄吉



芸灘断層群がみとめられている．最後の地震
地質の項では，①と②の活断層が本地域へは
連続しないと結論され，1つの連続した断層
でも，部分ごとに活動の時期が大きく異なる
という貴重な教訓をふくんでいる．

なお，「地震予知計画」の一環をになう地
質研究という観点からみて，大竹断層の北東
延長上にある大野町宮浜温泉_塩里の呉花崗

岩中に描かれている短い断層についての簡単
なコメントと，近隣図幅地域をふくめた，上
記①・②・③断層群の“断層分布図”をこの
項に付け加えていただくと，専門外の人にも
もっと読みやすく，社会的要請にも一層応え
やすいものになったのではなかろうか．

以上のように本書は，「厳島」地域の地質
各分野の基礎資料を提供し，とくに“広島花

崗岩類”の特性を浮き彫りにする新知見をふ
くんでおり，地質研究とともに，教育・環境
などの関連分野での活用が期待される．

なお，厳島地域の地質図の概略と地質の簡
単な説明をインターネット上で見ることがで
きる（http ://www.gsj.go.jp/PSV/Map/
gic/docs/5man_doc/13_13.htm）．

（唐木田芳文）
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ご案内

本会以外の学会およ
び研究会・委員会よ
りの催し物のご案内
を掲載します．

通商産業省工業技術院　地質

調査所：最新地質図発表会

日　時：1999年7月30日（金）
展　示：9 : 30_16 : 30
説明会：12 : 00_13 : 00 入場無料
場　所：地質調査所研究本館　正面玄関ロビ

ー（茨城県つくば市）
地質調査所では昨年9月以降に新しく出版

された地質図類の発表会を行います．地質図
類は，5万分の1地質図幅6地域，20万分の1
地質図幅「村上」「金沢」，鉱物資源図「関東
甲信越」，重力図「帯広」「旭川」のほか，日
本列島地温勾配図，日本列島重力図，中国モ
ウス砂漠水理地質図などがあります．平易な
説明文のほか昼の時間帯には著者がポスター
セッション形式で内容について説明いたしま
すので，行政関係の方など地質を専門としな
い方もどうぞおいでください．これらの地質
図を購入することもできます．また，当日は
工業技術院の統一公開日ですので他の各研究
所も見学できます．
問い合わせ先：地質調査所広報係
電話 0298_54_3520 Fax 0298_54_3504
ホ ー ム ペ ー ジ ： http ://www.gsj.go.jp/

HomePageJP.html
交通：
・東京駅八重洲南口から，常磐高速バスつく

ばセンター行き（12_15分間隔），
並木大橋下車　徒歩12分

・JR常磐線荒川沖駅東口から関東鉄道バス
筑波大学中央行き，並木2丁目下車　徒歩
5分

・常磐自動車道桜土浦ICから5分

第4回アジア海洋地質会議
（中国青島）のご案内

4年ごとに開催されているアジア海洋地質
会議の第4回会合が1999年10月14日（木）～
18日（月）に中国青島で開催されます（第1
回：上海，第2回：東京，第3回：済州島）．
当初開催日程は，10月10日から14日でした
が，日本地質学会の日程重複なども考慮され，
日程が変更されました．現在中国青島へは，
福岡，関西，成田から直行便がでており，ま
た地質学会の開催される名古屋からはソウ
ル，北京，上海経由となります．ぜひご参加
下さい．

要旨の締め切りが，7月10日と近づいてい
ます．なお2nd Circularは6月に発行される
そうです．2nd Circular受領希望の方も，事
務 局 （ Mr Ji-chun Zhu， Institute of
Oceanology, CAS : Fax : 86_532_

2870882，E-mail : zhujc@ms.qdio.ac.cn）に
直接ご連絡下さい．

（地質調査所　斎藤文紀記）

以下は1st Circularの日程をこちらで修正
したものです．
FOURTH INTERNATIONALCONFERENCE
ON ASIAN MARINE GEOLOGY ASIAN
MARINE GEOLOGY IN THE 21ST CENTU-
RY
14-18 October, 1999
Qingdao, China
FIRST CIRCULAR
1．Theme of the Conference
Asian marine geology in the 21st century
2．Conference Topics
Prospects of Asian marine geology
ODP over the Asian seas
Marine sediment dynamics
Quaternary geology of the Yellow and East
China Seas Marine mineral resources and

management strategies Paleoceanography
and environmental changes in Asian seas
Tectonics and basin evolution
3．Conference Language
English
4．Place and Date
Huanghai Hotel, Qingdao, Shandong
Province, P. R. China 14th October
(Thursday) to 18th October (Monday), 1999
5．Abstract submission
An abstract of 500 words should be submitted
by 10th July, 1999. Abstract must be sent to
the Organizing Committee via postal or elec-
tronic mail and should include the following:

（1）Name and affiliation of author(s)
（2）Correspondence address (both of post

mail and e-mail)
（3）Title of the paper
（4）Abstract (no longer than 500 words)
（5） Maximum of four keywords
6．Publication of Papers
Accepted papers will be published in confer-
ence proceedings, selected papers may be
published also in special issues in internation-
al journals.
7．Registration Form
Name Prof.  Dr.  Mr.  Ms.
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
First Last
Middle
Employee
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Nationality 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Accompanying person
Yes, No If yes, Name Mr. Ms. ＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿Postal address 
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Telephone  No. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
Fax  No. ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
E-mail  address ＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
8．Correspondence
All correspondence should be mailed to Mr 
Ji-chun Zhu Address: Institute of Oceanology,
CAS
7 Nanhai Road
Qingdao 266071, China
Telephone : 86 532 2870627
Fax : 86 532 2870882
E-mail : zhujc@ms.qdio.ac.cn
Mr Ji-chun Zhu
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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　日産科学振興財団より以下
の推薦依頼がきています．

第7回日産科学賞候補者推薦
趣旨：若手・中堅研究者の中から，特に優れ

た業績を上げられており，さらに今後発展
の可能性が大である方を表彰し，励ましと
研究を支援することを通して，学術文化の
向上発展に貢献することを目的とします．

推薦基準：
自然科学の分野（人文・社会科学分野とも
複合領域を含む）において，以下に示すよ
うな学術文化の向上発展に大きな貢献をし
た満50歳未満（平成12年3月末時点）の
公的研究機関に所属する研究者とします．
a）学術研究における重要な発見
b）新しい研究分野の開拓

＊45歳以下で上記基準に該当する方がおら
れる場合は，優先的にご推薦いただくよう
配慮願います．

推薦依頼：1名
賞の内容：正賞…賞状，メダル

副賞…研究奨励金500万円（受賞
者の研究のための助成金）

締め切り：平成11年8月20日（金）

第26回日産学術研究助成候
補者推薦のお知らせ
推薦件数：

一般研究助成　推薦枠なし（原則として全
件推薦）

奨励研究助成　推薦枠なし（原則として全
件推薦）

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

1） 適合性：一般的に公的な高額の助成を
得にくい若手の独立した研究か．

2） 重要性：内容が，独創的，先駆的で学
際的な意味が大きいか．

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

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

3．推薦者：学・協会の代表者
受付期間：平成11年6月1日～8月20日（月）

必着
問い合わせ先：財団法人日産科学振興財団

〒104_0061 東京都中央区銀座6_16_9
電話 03_3543_5597 Fax 03_3543_5598
E-mail : at02-nsj@t3.rim.or.jp
URL www.t3.rim.or.jp/̃at02-nsj

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．

通商産業省工業技術院研究職
選考採用者の公募について
募集分野：化学，物理，電子，機械，地球科

学等広範囲な分野で募集
応募資格：

＜任期なし＞　博士課程修了者または見込
者（学位取得が可能な者）かつ昭和41
年4月2日以降生まれの者

＜任期付＞　博士課程修了者または見込者
（学位取得が可能な者）及びこれに相当
する者

給与：
＜任期なし＞　博士課程修了後ただちに採

用された場合は271,700円の俸給月額と
諸手当

＜任期付＞　博士課程修了後ただちに採用
された場合は345,000円の基本額と諸手
当　

提出書類：履歴書，学部・修士・博士それぞ

れの修了及び成績証明書，修士及び博士論
文の要約，研究業績の要約2～3点等

公募〆切：募集概要に記載
選考方法：提出書類等をもとに各研究所で予

備審査を行い9月上旬に最終審査を実施し
て候補者を決定

採用予定日：募集概要に記載
その他：公務員宿舎あり，土日祝日休み，有

給・夏季休暇募集
概要請求先：筑波研究支援総合事務所　庶務

課人事係
Fax 0298_54_2134（電話での問合せ不可）

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．

IGCPニュース1999
1． IGCP国内委員会（国際学術協力事業
研連 IGCP専門委・小委）

平成10年度は第17期第2回を平成10年6
月12日，第3回を平成10年9月11日，第4回
を平成11年2月22日と，計3回の委員会を日
本学術会議で開催した．審議決定実施された
主な事項について報告する．
1） 科学研究費基盤研究C「国際地質対比計

画（IGCP）の課題―特に自然災害と地球
環境問題―」（代表者：波田重煕）の活動
の一貫として，IGCP国内委員会国際学術
協力事業研連，ユネスコ文化遺産部の主催，

国際地盤工学会，国際応用地質学会，日本
地質学会，地すべり学会などの共催で，
IGCP特別シンポジウム「文化遺産と自然
災害」を平成10年11月30日～12月1日に
カナダ大使館で開催した．IGCP_383 と
IGCP_425が協力して開催したシンポジウ
ムで，最終日には東京アピール「文化遺産
の地すべりおよびその他の地盤災害からの
保全の世界的な推進」を採択した．

2） 日本国内委員会の活動報告書として
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“Japan Contribution to the IGCP, 1998
Report”（A4判，8頁）および一昨年神戸
大学で開催した IGCP 特別シンポジウム

「最近地質時代の地球環境」の成果の一部
で あ る 「 カ ル ス ト 過 程 と 炭 素 循 環 ―
IGCP_379（A4 判，73 頁）」を“Japan
Contribution to the IGCP, 1999”として1
月に，また，「日本 IGCP 活動報告 1998

（A4判，44頁）」を2月に刊行し関係方面
に配付した．

3） 新しいIGCPプロジェクトとして，日本
国内委員会としてサポートし日本から提案
した“Cenozoic Events and Paleoenviron-
ments in the Pacific”（筑波大　小笠原憲四
郎氏），および，“Land-Ocean Interactions
during Cretaceous”（早稲田大　平野弘道
氏）の内，後者が今回採択されて活動を開
始した．

4） 本年2月より地質調査所の委員が奥村公
男氏から脇田浩二氏に交替した．なお，同
氏はIGCP_411の国内代表を兼ねる．
2．IGCP本部

第27回 IGCP理事会は本年2月1日から4
日までパリのユネスコ本部で開催され，各プ
ロジェクトの活動の評価，各国内委員会報告
の検討，新しいIGCPプロジェクトの採択等
が行なわれた．日本からは坂野昇平氏（最終
年度）が参加した．
3． IGCP国内委員会
委員長 土　隆一
幹　事 波田重煕（411，ユネスコ国内委）
委　員 伊藤正裕（348）＊ 岡田博有（350）＊

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

脇田浩二（地調）
＊プロジェクトの終了に伴い本年2月をもっ
て退任された委員
4． 現在日本がLeadershipをとっているプロ
ジェクト

No.368 Proterozoic Events in East
Gondwana (1995_1999)

Co-Leader：吉田　勝
No. 411 Geodynamics of Godwanaland-

derived Terranes in E and S Asia (1998_

2002)
Co-Leader：波田重煕
No. 425 Landslide Hazard Assesment and

Cultural Heritage (1998_2002)
Leader：佐々恭二
No. 434 Land-Ocean Interactions during

Cretaceous
Leader：平野弘道（予定）
5． 日本にWorking Groupが組織されてい
るプロジェクト

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

(1995_1999)

Representative：吉村和久
No.383 : Palaeostress, Neotectonics, Geody-

namics and Natural Hazards in West
Pacific/Asia (1996_2000)

Representative：佃　栄吉
No. 384 : Impact and Extraterrestrial

Spherules (1996_1998)
Representative：三浦保範
No. 396 : Continental Shelves in the Quater-

nary (1996_2000)
Representative：斎藤文紀
No. 406 : Circum-Arctic Palaeozoic Verte-

brates (1996_2000)
Representative：後藤仁敏
No. 411：上掲
No. 425：上掲
6． 1998年（平成10年）度の日本の活動
No. 350「東・南アジアの白亜紀環境変化」

最終の国際シンポジウムを昨年8月にマレ
ーシア・クアラルンプールで開催された

“GEOSEA ’98”の際に開催し，ボルネオおよ
びタイにおいて野外巡検を実施した．The
Island Arc および PalaeoPalaeoPalaeo の
Speccial Issueとして成果は公表される．ま
た，最終報告書は“Cretaceous Environ-
ments of Asia―Synthesis―”としてElsevier
から出版される．なお本プロジェクトは終了
し，平野弘道氏を代表に申請した後継プロジ
ェクトに活動は移る．
No. 355：「太平洋への通路の新第三紀におけ

る変遷」
プロジェクトは1995に終了している王子

セミナーの成果をJournal of Asian Earth
Sciencesの特集号として，また，一昨年10
月 韓 国 で 開 催 し た 最 終 会 議 の 成 果 を
Proceedingとして出版した．
No. 359：「テーチス，環太平洋およびゴンド

ワナ周縁地域におけるペルム－トリアス系
の対比」最終報告書“Permo-Tr iass ic
Evolution of Tethys, Circum-Pacific and
Marginal Gondwana”を出版する予定．後
継プロジェクトについては不詳．

No. 368：「東ゴンドワナにおける原生代地質
事件」
3件の科研費（海外学術調査）が採択され，

南アフリカ，オーストラリア東部，インド中
央構造帯で活動を開始した．昨年6月末～7
月上旬に南アフリカで第10回ゴンドワナシ
ンポが開催され日本から2名が参加した．10
月にはインド東部でシンポジウムとフィール
ドワークショップを開催した Gondwana
Research Vol. 2, No. 1およびNews Letter No.
11を発行した．なお，昨年9月に松本で開催
された地質学会において，「超大陸の形成・
分裂と地球環境変遷」をキーワードとする3
つのセッションを主催した．
No. 379：「カルスト過程と炭素循環」

昨年9月に米国ケンタッキー州で開催され
た“Joint Meeting of Friends of Karst & the
IGCP 379”に日本から3名が参加した．また，
11月には「国際カルストフィールドシンポ

ジウムin平尾」を主催し，国内外から15名
の参加があった．12月には台湾で国際共同
調査を実施した．引き続きカルスト関係の研
究業績のデータベース化を進めている．一昨
年神戸大学で開催されたIGCP特別シンポジ
ウム「最近地質時代の地球環境」における本
プロジェクトの成果を「カルスト過程と炭素
循環―IGCP379」として1月に出版した．
No. 383：「西太平洋・アジア地域の古応力，

ジオダイナミクス，ネオテクトニクス及び
自然災害」
昨年11月に大阪市と高知市で開催された，

科技庁主催の「市民報告会国際ワークショッ
プ」では，本プロジェクトも協力した．また
11月30日～12月1日には，IGCP_425と共同
でIGCP特別シンポジウム「文化遺産と自然
災害」を開催した．
No. 384：「インパクトと地球外球粒」

昨年9月にハンガリーにおいて本プロジェ
クトの総会が開催され，日本から1名が参加
した．
No. 396：「第四紀の大陸棚」

昨年10月第3回国際集会がインドのゴアに
おいて開催された．一昨年10月に日本学術
会議第四紀研連と日本第四紀学会が主催して
開催された「アジアと西太平洋における第四
紀の環境変動に関する国際シンポジウム」に
おいて，本プロジェクトも後援したが，その
成果は，Journal of Asian Earth Sciencesから
特集号として出版される予定．
No. 406：「北極圏を取り巻く地域の古生代脊

椎動物」
昨年9月に国際シンポジウム「北極圏を取

り巻く地域の古生代動物相」がワルシャワで
開催されたが，日本からの参加者はなかった．
No. 411：「東・南アジアにおけるゴンドワナ

ランド起源テレーンのジオダイナミクス」
昨年8月マレーシア・クアラルンプールで開
催された“GEOSEA ’98”の際に第1回のビ
ジネスミーティングを開催し，組織と今後の
活動計画を決定し，正式にスタートさせた．
7． 新しいプロジェクト

平成11年2月1日～4日，パリのユネスコ
本部で開かれたIGCP科学理事会において，
13の提案のうち，以下の6つが本年から新し
く発足するプロジェクトとして採択された．
IGCP_430 Mantle Dynamics and Natural

Hazards (1999_2003)
Dr. M. F. J. Flower, Dept. Earth & Environ.
Sci., Univ. Illinois at Chikago  (m/c186), 845,
W. Taylor Str., Chicago, II, 60607-7059, U.S.A.,
Fax : (1)_312_413_2279 ; e-mail : flower@uic.
edu
IGCP_434 Land-Ocean Interactions during

the Cretaceous in Asia (1999_2003)
Prof. H. Hirano, Dept. Earth Sci., Sch. Educ.,
Waseda Univ., Tokyo 169_8050, Japan, Fax :
(81)_3_3207_4950 ;  e-mail : hhirano@ mn.
waseda.ac.jp
IGCP_436 Pacifie Gondwana Margin (1999_

2003)



Dr. R. J. Pankhurst, British Antarctic Survey,
c/o NIGL, Kingsley Dunham Centre,
Keyworth, Nottingham NG12 5GG, England.,
Fax : (44)_115_936_3302 ; e-mail : r.pankhurst
@bas.ac.uk
IGCP_437 Coastal Environmeutal Change

during Sea-Level Highstanda (1999_2003)
Dr. C. V. Murray-Wallace, School.Geosci.,
Univ.  Wollongong, NSW 2522, Australia, Fax :
(61)_2_4221_4250 ; e-mail : colin_murray-wal-
lace@uow.edu.au
IGCP_440 Rodinia Assembly and breakup

(1999_2003)
Prof. C. McA. Powell, Tect. Spec. Res. Ctr.,
Univ. W.Australia, Nedlands, WA6907,
Australia, Fax : (61)_937_775_3455 ; e-mail :
cpowell@geol.uwa.edu.au
IGCP_442 Raw materials of Neolithic Artefacts

(1999_2002)
Prof. Dusan Hovorka, Fac. Nat. Sci., Mlynska
dolina, 84215 Bratislava, Slovak Republic, Fax:
(42)_1_7_729_064 ; e-mail : mineralogia@fns.
uniba.sk

以上の結果，現行のプロジェクトは，
O.E.T.の8を含めて計43となる．新しいプロ
ジェクトに参加しておられる方，および，参
加を希望される方はご連絡下さい．
8． 御質問等がありましたら下記にお寄
せ下さい．

委員長　土　隆一
〒422_8035 静岡市宮竹1_9_24

土研究事務所
電話 054_238_3240 Fax 054_238_3241
e-mail : vyz01502@niftyserve.or.jp

幹事　波田重煕
〒657_8501 神戸市灘区鶴甲1_2_1
神戸大学大学教育研究センター
電話 078_803_7601 Fax 078_803_7640
e-mail : hada@kobe-u.ac.jp

（文責　土　隆一・波田重煕）

地質学史懇話会の活動紹介
INHIGEO事務局からNewsletter No. 31 for

1998が会員に送られてきた．同誌による’99
～2002年の関係行事予定並びに連絡先を記
しておく．
○Barrande Bicentenary, 26, Jun. ’99 ; Dr.

Vojtech Turek, Dept. of Palaeont., Národoni
Mus., Václavské nam. 68, 11579, Prague,
Czeeh Republic (Fax. 24 22 64 88).

○Abraham Gottlob Werner (1749～1817)
and His Times : Intn’l Symp., 19～24, Sept.
’99 : Freiberg Univ. of Minning &
Technology. : Chairman : Prof. H. Albrecht,

○ On the History and Phylosophy of
Geophysics and Realated Disciplines, 2000 ;
Dr. Wilfried Scröer, Geophys. Inst.,
Hechelstrasse 8, D-28777, Bremen,
Germany.

○William Smith Millenium Meeting, 2000, 28
～29, Jun., 2000 ; Dr. Ch. Lewis, Hist. of
Geol. Group, Wells Cottage, 21 Fowler St.,
Macclesfield, Cheshirs. SK10 2AN, UK.

○Cultural Heritage in Geosicences, Mining
and Metallurgy―5th Intn’I Symp., Jul.2001,
Colorado School of Mines, Golden.
Colorado, USA.

○Hist. of Geol. Sci. at the 31st IGC, Rio de
Janeiro, Aug., 2000 ; cf. The Circular of the
31st IGC.

○ Geol. of Hist./Hist. of Geol. : Ionian
Regions of Western Turkey, 2001 ; David,
01-droyd, Secretary General of  INHIGEO.

○Bicentennial of the Birth of Alcide d ’

Orbigny (1802～’57), 2002 ; Prof. Taquet at
Laboratoire de Palaeont., Mus. Nati. d’

Histoire, Naturelle, 8 Rue Buffon, 75005-
Paris, France
5月22・23日（土・日）に拓殖大学で日

本科学史学会総会が開催された．23日の午
後4時の総会終了後に拓殖大学で，同学会の
地学係会員6名と懇話会の世話人4名と情報
交換のため懇談会と懇親会を行なった．

なお懇話会の例会が，下記のように開催さ
れる．

1． 期日：平成10年6月26日（土）
PM 1 : 30～5 : 00

2． 会場：北とぴあ808号室
JR京浜東北線王子駅下車3分

3． 講演
徳永重元：地質学者徳永重康小伝
コメント：杉山隆二
今井　功：最近発見されたナウマンの東北地

方地質図
清水大吉郎：ライマンの日本地質観

懇話会が昨年から準備していた日本におけ
る地質学史に関する研究史を紹介した欧文に
よるJAHIGEO（The Japanese Assoc. for the
Hist. of Geol.）のNewsletter No. 1（A5判6p.
Apr., 1999）が完成したので，購読希望者は
下記に連絡すれば100円（送料込み）で入手
できる．

〒171_0022 東京都豊島区南池袋2_24_1
河合ビル4階．ジオプランニング気付
地質学史懇話会　T. & F. 03_3984_1226

（大森昌衛）
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昨年度は，学会の組織運営のあり方とそれを示す諸規則（会則・
運営細則・役員選挙細則）についての検討が，二つの委員会で行わ
れました．今年度は，組織運営問題に関する詰めをさらに行うとと
もに，それらを踏まえて諸規則の改正を会則細則等改正委員会にお
いて具体的に検討することになっています．徳岡・天野両名は昨年
度，それぞれの委員会の長をつとめてきた関係から，新しい委員会
についてもお世話することになりました．

振り返ってみますと，一昨年度の執行体制整備委員会（小松委員
会）からの制度改革の検討は，これで3年目を迎えることになりま
す．会員各位におかれましては，ニュース誌の毎号の記事でまたか
と思われるかもしれません．しかし，規則をきっちりしておくこと
は学会活動を進めるための根幹です．また十分時間をかけて合意形
成したうえで規則の変更は行われるべきだとと考えていますので，
どうか関心を持ち続けて下さいますようお願いする次第です．

昨年度の最後の第4回定例評議員会（1999.3.25）では，両委員会
の最終答申をもとに討議が行われました．その翌日の総会でも報告
されました．概要については評議員会議事抄録（ニュース2（5）
28_29p）をご覧下さい．組織運営検討委員会の検討内容について
は，上記およびニュース1（10）4_5pや2（2）38_39pで報告していま
すので，ここでは省略します．

評議員会では，小松委員会の改正骨子を踏まえて，組織運営の改
善についての課題を3段階（実現を目指す『提案』，方向を目指す

『具体化課題』，方向を見いだす『検討課題』）に整理して示し，こ
れらについてなお1年間の慎重な検討を続けるものであることが説
明されました．

評議員会で原案が修正されたのは以下の2点です．
（1）「会長・副会長の被選挙権者について」：委員会による趣旨は
院生までを被選挙権者に含めるということで，そのために院生まで
を正会員に含める（ただし会費は別）という『提案』が，正会員と
するのであれば会費は一般と同じにすべき，院生を加えることへの
疑義等の意見があり，『具体化課題』とした．
（2）「会長・副会長の評議員会での位置づけ」：小松委原案を修正
し，活動に参加するが，議決には加わらないという『提案』が，議
決にも参加すべきではないか，委員会での活動は現在行っているの
で現行規定のままでとくに問題はないのではないか等のさまざまの
意見があり，『具体化課題』とした．

評議員会では，これらを含めて全体として了承され，続く総会で
報告・承認されました．今年度は，これまでに検討してきた諸課題
を具体的な条文とする作業を進めることになります．

その際には，上の3つのランク付けで，作業内容は自ずと異なる
ことになります．たとえば，「事業部会に副部会長を置く」，「執行
委員9名を10名に変更する」などの『提案』は，そのまま文章化す
ることになります．「総会を秋に開催する方向で検討する」，「これ
にあわせて役員選挙時期を変更する」，「中部支部を新設，またこれ
に伴って一部の区割りを変更する」などの『具体化課題』について

は，その方向でよいかどうかの検討を煮詰めた上で，規則案として
示し，評議員会で検討することになります．これまでに懸案となっ
てきた課題のほとんどは，このような『具体化課題』に位置づけら
れています．なお，その間に会員の意見を広く汲み上げる努力をす
ることは当然のことです．

実現に至るプロセスをイメージしてみますと，たとえば，総会は
秋に行うのが望ましいという委員会の原案が規則改正案として評議
員会に示され，合意されたとすると，2000年4月の総会への提案が
可能となります．そこで承認が得られれば，新しい規則にもとづい
て，2001年秋予定の年会の際に最初の総会が行われる，という段
取りになります．順調にいけばこのようになりますが，合意形成に
時間がかかれば，遅れることもあります．また，検討してみて，総
会は春のほうがやはりよいという意見が多数であれば，現行のまま
で行くということになり，規則改正としては現行の不備を見直すに
留めるということになります．他の課題についても，おおよそこの
ような形で具体的な検討を行うことになります．

昨年度，両委員会は何回か合同で，これからの組織運営のあり方
と現行の学会諸規則との関係を検討しました．その過程で，現行の
会則・運営細則には不備な点が多々あることを“発見”し，大変に
驚かされました．現行の諸規則は，内容的には1948年に大改正さ
れた時のものを受け継いでおり，形式的には1963年の大改正時の
ものを踏襲しています．もちろん良い点はこれを受け継いで行くの
は当然のことですが，不備な点や現状に合わない点についての修正
は，どうしても必要です．

また，会則については，会則運営細則等検討委員会の最終答申で
も指摘されたように，条文・内容ともに多すぎ，一部は細則にまわ
すなどの全体としての整理を行ったほうがよいと判断されます．総
会で決めるべき事項と評議員会で決めてよい事項を整理し，原則と
して，前者は会則として，後者は細則として条文化するのが良いと
考えます．

昨年度の両委員会の合同会議では，小松委員会で提案・承認され
た内容も含めて組織運営検討委員会での検討を条文化して現行規則
との対照表を作成し，検討すべき内容の全体像を評議員会に示しま
した．今年度はこれをもとにしながら，上に述べたように，会則と
細則の全体を見渡した整理を加え，すっきりした形の規則案として
評議員会に提案し，審議をお願いする予定です．そして，来年度の
総会には，会則・細則等の改正が議案として提出されるところまで，
なんとかこぎつけたいと思っています．

新しく出発する委員会は6月の第2回評議員会において正式に認
知される見込みですが，そこから具体的な検討に入ることになりま
す．会員の皆さまには適宜ニュース誌などで審議状況を報告します
ので，積極的なご意見・ご討論をお願いする次第です．

ご意見等は日本地質学会事務局にお送り下さい．

委 員 会 だ よ り

☆会則細則等改正委員会

組織運営検討委員会・会則運営細則等検討委員会（1998年度）から，
会則細則等改正委員会（1999年度）へ

徳岡隆夫・天野一男
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☆科研費問題検討小委員会

科研費の審査方法等の変更について

委員長　天野一男

平成11年4月1日より日本学術振興会法の一部を改正する法律が
施行され，日本学術振興会が科学研究費補助金交付業務のかなりの
部分を行うことになりました．それにともないいくつかの大きな変
更点がでて来ました．以下にまとめますので，参考にして下さい．
（1）科学研究費補助金の学術振興会と文部省との分担

・日本学術振興会担当の研究種目：
［科学研究費］基盤研究，萌芽的研究，奨励研究（A）（B）
［研究成果公開促進費］学術定期刊行物，学術図書，データベ

ース等
［特別研究員奨励費］

・文部省担当の研究種目：
［科学研究費］特別推進研究，特定領域研究，特別研究促進費
［研究成果公開促進費］研究成果公開発表
［特定奨励費］
［創成的基礎研究費］
［COE形成基礎研究費］
［地域連携推進研究費（新規）］

・科学研究費（国際学術研究）は平成10年度で廃止されました．
今後は基盤研究として申請することになります．

（2）審査委員の増員

一つの細目の1段審査委員の数が3名から6名に増員されます．
また，分科「地球科学」の2段審査委員も3名から6名に増員され
ます．日本学術会議の地質科学関連3会員（青木謙一郎・斎藤常
正・鎮西清高3氏）主導で関連学会の協議の結果，地質鉱物関係の
分科・細目に関する各学会の推薦枠については，以下のように変更

されることになりました．（）内の数字が従来のものです．なお，
この人数の配分は平成12年度に限ったものです．

・第1段審査委員
［細目　地質学］日本地質学会：5名（2名），日本学術会議地

質科学総合研究連絡委員会（応用地質小委員会）：1名（1名）
［細目　層位・古生物学］日本地質学会：2名（1名），日本古

生物学会：4名（2名）
［細目　岩石・鉱物・鉱床学］資源地質学会：2名（1名），日

本鉱物学会：2名（1名），日本岩石鉱物鉱床学会：2名（1
名）

・第2段審査委員
［分科　地球科学］日本地質学会：1名，日本古生物学会：1名，

資源地質学会：1名，地球化学・宇宙化学研連：1名，地球
物理関連学会：2名．なお，昨年度の推薦枠は，地球物理学
関連1名，地質鉱物関係1名，地球化学1名でした．

（3）日本地質学会の対応

日本地質学会としては，本年6月の第2回定例評議員会で，1段，
2段の審査委員を選出することになっています．地質学研究に対し
て高い見識を持っていて，公平な審査のできる方を推薦することが
必要です．一方，申請を提出する側としては，オリジナリティーの
ある研究計画を作成することと申請件数を増やすことが大切です．
日本地質学会関係の方の申請件数も，現在以上に増やす努力が必要
です．申請件数が増えなければ，採択件数も当然増えません．1件
でも多くの申請をお願いします．今年度はすでに申請は終わりまし
たが，来年度に向けて各位ご検討下さい．日本の地質学研究の活性
化のためにも，会員諸子の健闘を期待しております．

なお，日本地質学会では科研費に関わる問題を「科研費問題検討
小委員会」で検討しています．ご意見のある方は，委員会宛にどし
どしごお寄せ下さい．

☆環境地質研究委員会

国際シンポジウムのお知らせ

廃棄物処分・残土石処分・地質汚染問題国際シンポジウム
―地質鉱物資源の有効利用による処理技術―

現在，資源の循環利用型社会がさけばれ，省資源社会に入ろうと
している．しかし，人間社会から生活廃棄物・産業廃棄物・核廃棄
物・残土石などの問題がなくなることはない．現在は，むしろその
深刻さを増しているのが現状である．わが国において，こうした問
題に，長期間にわたって携わってきた環境地質学の専門家は少ない．
長期間にわたってこれらの問題を取り組んできた国内外の研究者に
より，わが国の廃棄物処理過程の矛盾から発生する地質汚染問題を
いかに解決するかを国際的に討論する．

日　時：1999年7月27日（火），10 : 00_16 : 00
会　場：住友海上リスク総合研究所大ホール（住友海上本店東京住

友ツインビルディング西館3階大ホール）
地下鉄東西線・日比谷線「茅場町」下車10分JR京葉線・
地下鉄日比谷線「八丁堀」下車徒歩10分

主　催：日本学術振興会鉱物新活用第111委員会
共　催：日本地質学会環境地質研究委員会

国際地質科学連合地質環境研究委員会日本国内委員会
講演者：以下の講演者による講演と総合討論が予定されています．

William S. Fyfe （カナダ西オンタリオ大学教授，前国際地質科学
連合会長）Mai Tron Nyan（ベトナム自然科学大学教授・副学長）

Naz Ahmed Shaikh（ ス ウ ェ ー デ ン 地 質 調 査 所 ） Orland
Zamprogna（カナダ西オンタリオ大学教授，カナダオンタリオ州
ロンドン市議会副議長）楠田　隆（千葉県地質環境研究室）徳山
明（常葉学園富士短期大学教授・学長）庄次正安（東京大学名誉
教授・埼玉工業大学教授）楡井　久（茨城大学教授）鈴木喜計

（君津市環境保全課）湊　秀雄（東京大学名誉教授・兵庫教育大
学名誉教授）

使用言語：英語および日本語（英語の講演の場合は日本語による簡
単な概要説明を予定）

参　加：自由．事前予約の必要はありません．
参加費：無料（ただし当日の資料代は1,500円を予定．）

なお，シンポジウム終了後懇親会（当日実費を徴収）が
予定されています．

問い合わせ先：古野邦雄
千葉県地質環境研究室
電話 043_243_0261，Fax 043_243_0263，
e_mail : riegc＠bekkoame.ne.jp

プログラムなどのより詳しい情報は環境地質研究委員会のホーム
ページを参照してください．（http ://www.bekkoame.ne.jp/̃jcen-
vgeo/indexhtml）
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☆環境地質研究委員会

第9回環境地質学シンポジウムの
開催と講演論文募集のお知らせ

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

このシンポジウムは，環境地質に携わる方々から広く調査研究発
表を募り，投稿された論文について，それらの内容から数セッショ
ンに区分したプログラムを組みます．そして，講演にはできる限り
時間を配分するようにし，各セッション終了ごとに討議を実施しま
す．

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

記
期　日：1999年11月25日（木）26日（金）
会　場：早稲田大学国際会議場会議室

（JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅から都営バス「早
大正門」行で「西早稲田」下車，徒歩3分・地下鉄東西線

「早稲田」駅下車，徒歩10分）
講演論文内容：地球環境・湖沼の成因と環境・海洋環境・海水準変

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

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

様式にて，1999年9月10日までに，Fax，あるいは葉書にて申
し込んでください．発表講演数1題の場合は下表1欄に，2題
の場合は1，2欄それぞれに記入してください．（講演申込様式）

第8回環境地質学シンポジウム発表申込書

2） 申込書受領後，講演論文原稿用紙および執筆要領を送付しま
す．

3） 講演論文は，環境地質研究委員会所定の原稿用紙に4枚また
は6枚（5枚は不可）でまとめ，1999年10月10日までに提出し

てください．
4） 論文は，邦文または英文で書いてください．なお，邦文論文

については，英文要旨1枚をつけるとともに，図・表のキャプ
ションは英文で書いてください．

5） 講演論文集は，原稿をそのままB5判にオフセット印刷しま
す．

6） なお，論文講演者には，別刷り50部を進呈します．
講演申込み先：

日本地質学会環境地質研究委員会
〒101_0032 東京都千代田区岩本町2_8_15井桁ビル
電話 03_5823_1150，Fax 03_5823_1156

会費（予定）：
1） 講演および参加

1 題講演の場合　4,500円
2 題講演の場合　5,000円

（これらには，参加費・論文集代・別刷り代を含みます）
2） 参加のみ参加費（論文集代含む） 4,500円

☆普及教育実行委員会

『’99青少年のための科学の祭典
全国大会』についてのご案内

1． ご案内
標記全国大会は，青少年が自然科学や科学技術の楽しさを体験で

きる実験等から構成されており，以下のように開催されます．環境
問題や天文関係を含み，地学以外の分野において非常に多数の興味
深い出展が計画されており，“青少年”ならずとも，たいへん参考
になるイベントです．

テーマ：どんな科学に出逢うんだろう
期　間：1999年7月30日（金）～8月3日（火）の5日間
会　場：科学技術館（東京都千代田区北の丸公園）
主　催：「科学の祭典」全国大会実行委員会，科学技術庁，

（財）日本科学技術振興財団
本年度の大会の開催にあたり，昨年に引き続き本学会に対して主

催団体から「後援と実験演示協力」が要請され，学会としてこれに
協力することとしました．そこで，本会の普及教育実行委員会では，
昨年（本誌，Vol. 1，no. 6参照）と同様またはそれ以上の多くの会
員の協力・活躍を期待して，本誌の今年3月号（vol. 2，no. 3，p.
13）に平成11年度の募集案内を掲載し，会員各位によびかけまし
た．本学会から2件が出展されます．

本年度の「青少年のための科学の祭典」は上記全国大会だけでな
く，例年のように本年6月から12月にかけて，府県別に全国の30
数都市で，たとえば神奈川大会，千葉大会などの形で開催されます．
全国大会，これらの地方大会について，詳しくは下記にお問い合わ
せ下さい．
（財）日本科学技術振興財団・科学技術館振興部 「科学の祭典」
事務局
〒102_0091 東京都千代田区北の丸公園2_1
電話 03_3212_8447；Fax 03_3212_8449
http ://www.jsf.or.jp/shinko/index.html

2． 1999年全国大会の地学系出展リスト
全国大会の全体的構成が決まり，本学会からは「太古の地球への

招待」の2件が採択され，関係者が現在準備中です．また，これら
以外にも地質学分野に関して，非会員の方々による応募のテーマが
多数採択されています．以下に，全国大会事務局の了承と資料提供
のもとに，これらをご紹介します．
【前半出展（7月30，31日）】
［太古の地球への招待　箱根火山の噴火の歴史をたどる］

題　名

1 発表者 （連名可）

内　容 （簡単に）…プログラム作成のとき，参考とする

題　名

2 発表者 （連名可）

内　容 （簡単に）…プログラム作成のとき，参考とする

原稿用紙送付先 〒｠｠｠

住　所

氏　名
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（阿部国広/川崎市立西有馬小学校）
東京の大地には関東ローム層という火山灰があります．これは

富士や箱根などの火山からもたらされました．ローム層を詳しく
調べることで箱根火山の活動を明らかにしていきます．

［太古の地球への招待　化石のレプリカをつくりましょう］
（神戸信和/日本大学）

アンモナイト・三葉虫などの化石は太古の地球の地層から発見
されます．太古に生きていた生物のひみつを，化石のレプリカか
らさぐりましょう．

［寒天地層モデルで遊ぼう］
（井上宗弥/八幡浜私立千丈小学校）

色付きの寒天で作った地層モデルをいろいろな方向や形で切っ
て見える模様を楽しみます．

［砂鉄で作る角出しスライム］
（板場　修/慶応義塾幼稚舎）

磁石につくスライムを作ると同時に，砂鉄の起源について地層
を用いて説明します．

［不思議な石たち］
（井上宏明/和歌山県立海南高等学校）

自然にある砂鉄を磁石を使って集めてみます．また，じしゃく
石にコンパスを近づけてその動きを観察します．

［回転するものの科学（地球を中心として）］
（熊野善介/静岡大学教育学部）

回転するということを実験装置を使って考えてみます．ジャイ
ロスコープの原理を学んだり，移動する大陸の様子をあらわした
地球儀を作ってみましょう．

【後半出展（8月1～3日）】
［鉱物を調べよう］

（小寺隆司/京都市立岡崎中学校）
鉱物を自分の手にとって判別する方法を体験しながら，鑑定し

てみます．
［鉱物の電気的な性質を調べてみよう］

（岩田恒郎）
電気を伝える鉱物を調べてみたり，電気を伝える鉱物で鉱物検

波器を作ってラジオ放送を聞いてみます．また，圧電現象で電圧
を発生する鉱物について説明します．

3． 昨年（1998年）の全国大会に参加して

昨年の「青少年のための科学の祭典」では，本学会としては初め
ての後援団体となり，普及教育実行委員会の会員が中心となった興
味深い実験の出展も行われました（本誌，1巻6号参照）．普及教育
実行委員会は，最初の出展のために「太古の地球への招待（その1
～3）」と題して，大人も子供も参加したくなる3件のタイムトラベ
ルを企画しました．

うち2件は持ち時間が1時間（準備と片付けを含む）のワークシ
ョップで，最大24人の参加者に実験させながら，楽しく判りやす
い解説をするものです．2件を接続して，1日に2回の出展を2日間
にわたり実施しました．やってみると相当にハードスケジュールで
あり，2件のメンバーが補完し合って円滑なに実施しました．会期
の1か月前に演示講師とスタッフが事前学習会を行い，問題点のチ
ェックや作業の割り振りを検討しておいたので，何とか無事に達成
できました．
「その1．鉄とマンガンのひみつ」の参加者は，簡単な化学実験

で原始海洋における巨大な鉱床生成現象を考えさせる方式に強い興
味を抱いて，色の変わる実験を楽しんでいました．そして，生きた
化石のような現在の鉱床生成現象が微生物によって作られているこ
とを学び，近代社会を支える資源の成立ちに驚いたそうです．帰り
に子供が「実験できて，博士になったみたいで嬉しかった」と言っ
てくれたのには出展者も胸が熱くなる思いでした．中学校教諭の鈴
木会員が全体のストーリーに沿って運営する中で，実際に研究して
いる三田会員が補足解説する方式も導入し，会員相互の勉強にもな
りました．
「その2．石灰岩のひみつ」の参加者は，フズリナ石灰岩を研磨

しながら，酸で炭酸ガスを発生させる実験にも挑戦し，石灰岩に閉
じ込められていた原始の大気・海洋の炭酸ガスに驚いていました．

「どうしてこんなに沢山の生命が一辺に死んでしまったの？」との
親子連れの質問に，小学校教諭の阿部会員が目を輝かして説明して
いた場面が印象的でした．地球環境の変化が生命の繁栄と滅亡に深
くかかわっていることを，あらためて実感したようです．

もう一つの「その3．化石のレプリカをつくりましょう」は，人
数制限無しに一日中ずっと出店形式で行うブース出展で，あまりに
も長蛇の列ができたために，嬉しい悲鳴を上げていました．前述の
2件では自然観察会受講者，職場の仲間，関連する教授に依頼した
大学生，などの参加がありましたが，神戸会員の企画（その3）に
は教え子やサイエンスボランティアが参加し，講師とスタッフが一
丸となって，白い石膏まみれになりながら実験指導や解説をしまし
た．3企画で地球と生命の進化を学び，記念品を持ち帰りました．

4． 祭典事務局からのメッセージ
主催団体の科学技術館振興部長の山田英徳氏より以下のように，

たいへん好評であったことへの感謝と次回の協力も期待するとのメ
ッセージ（要約）を頂戴しました．

昨年7月末に科学技術館で開催されました「第7回青少年のため
の科学の祭典」におきましては，日本地質学会の御後援を頂きまし
たばかりでなく，「太古の地球ヘの招待」をテーマとする御出展を
頂き，心より感謝申し上げます．この全国大会へは，150を超える
ブース出展があり，五日間で5万人をこえる入場者を数え大変盛況
でした．昨年は例年になく全国各地からの出展希望が多く，やむを
えず審査委員会を設け，危険が想定されるものなど一部御遠慮頂き，
さらに2日間と3日間にわけブースを交代していただき何とか出展
希望に応えられるよう工夫をいたしました．

出展ブースのテーマでは，圧倒的に物理や化学の分野が多く，一
部生物や地球環境にかかわるテーマが見られました．地学の分野に
つきましては，天文関係を除きますとこれまでも大変少なく，祭典
実行委員会と私ども科学技術館事務局としましても何とかしなけれ
ばと考えておりました．

幸い前回はロマン溢れる「太古の地球への招待」をはじめ，定番
となった「寒天地層モデル」（愛媛県　井上先生），「不思議な石た
ち」（和歌山県　井上先生）等の出展があり，少しずつ地学分野が
増えて行く傾向が出始めました．しかしながら，全体としてみます
とまだまだ少なく，これから是非増やしてゆきたいところでござい
ます．入場者や教育関係者の意見を聴きますと，地学関係のテーマ
としては「地震」，「火山」，「地球と火星」，等があり，キーワード
として「化石のこと」，「火砕流のこと」，「溶岩の粘性が火山によっ
てどうして違うのか」などをあげています．

なかなかブース実験では難しい面もありますが，身近なことや学
校での勉強にかかわりのあること等に関心があるのではないかと思
われます．科学技術館における全国大会のみならず，今年も全国
30数都市で開催されます地方大会におきまして，地質，地学をテ
ーマとしたブースが一つでも多く出展されますことを願っておりま
す．日本地質学会の先生がたの御指導と御協力を心より期待してお
ります．



地質調査所では，科学技術庁，科学技術振
興事業団等と共催で，高等学校および高等専
門学校の教員を対象とした，科学技術体験合
宿プログラム「ティーチャーズ・サイエンス
キャンプ ’99」を実施します．

期間は本年8月25日（水）から27日（金）
の3日間．会場はつくば市の地質調査所およ
び房総半島です．内容は地質調査所での電顕

観察実習と房総半島での地質調査実習からな
り，講師は地質調査所研究員が務めます．参
加費は3,000円（保険料等）で，自宅～会場
の交通費は自己負担になります．

募集要項は，事務局を担当する（財）日本科
学技術振興財団から各校へ送付されますの
で，詳細はそれをご覧下さい．

募集期間は6月4日から7月10日です．

応募に関する問い合わせ先：

ティーチャーズ・サイエンスキャンプ ’99
事務局（財）日本科学技術振興財団 振興部内
〒102_0091 千代田区北の丸公園2番1号
電話 03_3212_2454，Fax 03_3212_8449
ホームページ（http ://ppd.jsf.or.jp/camp/
index.html）でも募集要項等をご覧いただけ
ます．
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ティーチャーズ・サイエンスキャンプ ’99のご案内

近年，学会期間中に臨時保育室を設置する
動きが各方面で急速に広がっています．地質
学会でも昨年松本大会において，はじめて保
育室が設置され，好評でした（地質学会
News 2, no. 1, p. 15参照）．保育室世話人グル
ープ（代表：清水以知子）では，名古屋大会
準備委員会庶務係（担当：竹内　誠さん）の
もと，より使いやすい保育室を実現するため
準備を進めています．申し込み方法について
は，前号の年会記事（地質学会News 2, no.
5, P. 4）の通りですが，利用者登録の〆切を
6月30日（水）から7月31日（土）に延期い
たします．今回の登録は，電子メール等を通
じて今後の案内を差し上げるためのもので，
正式な予約は大会プログラム確定後になりま
す．ご不明の点がございましたら，清水（電
子メール ichiko@geol.s.u-tokyo.ac.jp, 電話
03_5841_4513）までお気軽にお問い合わせ下
さい．多くの方々の利用をお待ちしています．

［日本地質学会第106年学術大会　名
古屋大会（1999秋）における保育室
の概要］
1． 保育室
（a）乳幼児（0才から就学前まで）を同伴

する大会参加者のため，会期中，保育室を設
けます．保育室の使用にあたっては，次項に
定めるの託児サービスを受けるか，または1
名以上の保育者が乳幼児に付き添っていなけ
ればなりません．
（b）保育室のみの利用にも，登録が必要

です．設備等にかかる実費を若干負担してい
ただく可能性があります．
（c）部屋は，10月9日の講演会中は，名古

屋市公会堂内の楽屋の一室（和室）．10月10
日～11日の一般発表期間中は，名古屋大学
東山キャンパス会場内の教室の一室（1階）

から，机・椅子を移動して利用する予定です．
（d）設備は，敷物・ポータブル冷蔵庫・

電気ポットを予定しています．その他の設備
（昼寝用布団・電子レンジ・補助便座等）や，
授乳スペースについても，乳幼児の年齢・月
齢や保護者の希望を配慮して，できるだけ対
応していきたいと考えています．

2． 託児サービス
（a）託児サービスは次の会社に依頼しま

す：
東染総業（株）ベビーシッター事業部「トッ
トメイト」（社団法人全国ベビーシッター
協会正会員）〒461_0001名古屋市東区泉
1_14_1すぎやまビル6F
電話（052）972_6069 Fax（052）972_6068
フリーダイヤル　0120_01_6069

（b）ベビーシッター1名あたりの子供の数
は，（社）全国ベビーシッター協会の安全基準
に基づき，0～1才児は2名，2～3才児は3
名，4才児以上は5名を上限とします．
（c）保育時間は，原則として講演会・一般

発表（ポスター発表を含む）の時間帯内とし
ます．夜間小集会等については，お問い合わ
せ下さい．
（d）保育は主として上記の保育室で行な

われますが，利用者の希望に応じて，外遊び
や散歩もとり入れていきたいと考えていま
す．
（e）食事・哺乳瓶・着替えは保護者の方で

用意していただきます．
（f）不測の事態に対しては，保護者が迅速

に対応することを前提としています．そのた
め，保護者がどの会場にいるかを時間帯ごと
に明記し，ベビーシッターと世話人に伝えて
いただきます．また世話人の一人が常に携帯
電話を所持し，連絡にあたります．

（g）料金は半日単位とします．昨年度の
実績から，2,000円/半日程度を見込んでいま
すが，利用者の数などにより変動します．当
日，受付の係に所定の金額を現金にて納めて
ください．なお，前日のキャンセルには半額，
当日のキャンセルには全額をおさめていただ
きます．

3． 補償
学会は会期中の保育室・託児サービスを斡

旋しますが，事故等に対する責任は一切負い
ません．この点は，宿泊施設等の斡旋と同様
です．託児サービス利用者については，ベビ
ーシッター利用料の中に保険料が含まれてい
ます．

世話人代表より：

今回依頼する「トットメイト」には過去2
回，個人的にお世話になったことがあります．
そのうち1回は，同じ名古屋大学で合同学会
が開かれた時で，娘はベテランのシッターさ
んにすぐうちとけて，キャンパス裏手の東山
動物園へと，いさんで出かけて行きました．
今回も，希望者が揃えば動物園ツアーなど企
画したいと思っています．最近は，地質学会
でも子供向け展示が見うけられるようになり
ました．娘は昨年，地質調査所のコーナーで
化石のレプリカ製作を体験．その後，保育園
の粘土細工でも三葉虫をこしらえ，「サンヨ
ウチュウって何？」と尋ねる保母先生に，

「むかしダンゴ虫」と教えていました．名古
屋学会では家族連れのため，部屋のみの利用
も可能にしました．秋の連休，家族揃ってお
出かけというのはいかがでしょうか．子供た
ちの体験も広がっていくことでしょう．

学会は親子そろってリフレッシュ！

日本地質学会学術大会における保育室の設置について

保育室世話人グループ
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今回は本年度から院生評議員に
選ばれた茨城大学のAndrew James
Martinさん（日本語では姓，名の
順で，マーティン，アンドリュ
ー・ジェィムズさん）の自己紹介
です．

院生評議員に選ばれて
マーティン，アンドリュー・ジェィムズ

今回，日本地質会の院生評議員に選ばれましたので，この機会に
自己紹介をし，評議員としての希望や意見を述べたいと思います．

私はロンドンから約100キロ北東にあるエッピン（Epping)とい
う町で生まれました．そして，5歳の時にウェールズのテンビー

（Tenby）という小さな海岸の町に移り，高校を卒業するまですご
しました．ウェールズの古い言葉であるウェールズ語（Welsh）は
話せませんが，テンビーこそ私の最初の故郷です．2番目の故郷は
茨城県だと思っています．英国つまり連合王国（United Kingdom）
はイングランド，スコットランド，ウェールズと北アイルランドの
四つの地域に分かれていることはご存じでしょう．その連合王国も，
最近大きく変化しつつあります．例えば，スコットランドとウェー
ルズでは，最近，地方議会ができ，地方が独自に行政などを行うこ
とができるようになりました．スコットランドでは，なんと300年
ぶりのことだそうです．一方，ヨーロッパが一体化するという動き
もあります．私は，こういった急激な変化について行けず，イギリ
スに帰るたびに，「私は外人である」と感じてしまいます．日本が
一つの国としてまとまっていることは，実にうらやましいかぎりで
す．

高校時代の地学の時間に，テンビーの海岸に露出している石炭紀
の石灰岩を調査したことが，私が地質学に興味を持った最初でした．
その後，ケンブリッジ大学の自然科学課程に入学して地質学を専攻
しました．

ケンブリッジ大学の地球科学部の岩石学コースと堆積学コースで
は，野外調査，薄片観察，化学分析が，この順番で重要とされてい
ました．大学の卒業試験は，一週間をかけて理論と実験の両方面に
ついて試験されました．日本の大学では，イギリスのような卒業試
験がない代わりに，卒業研究があるということを知りました．卒業
研究の成果はゼミなどで発表されているのをみてびっくりしまし
た．イギリスでは修士課程や博士課程に入らないと研究できないシ
ステムになっています．学部では，専門の基礎のマスターが大切で，
研究は大学院に入ってからという教官の考え方にもとづいたシステ
ムだと思います．私も基本的にはこの考え方に同感です．しかし，
イギリスの学部学生の多くは，卒業試験が近づくと大学での勉強の
成果の80％以上がペーパーテストによって評価されてしまうこと
を考えて，ストレスを感じることも確かです．

私は大学生のころ，ケンブリッジ大学の多くの学生同様，あまり
勉強には身が入らず，サークルやスポーツに夢中になっていました．
中でも，船をこぐのが一番好きでしたが，身長が185 cmと低すぎ
た（！）ため，オクスフォード大学との対抗ボートレースに出場で
きませんでした．これが，今でも残念です．

私は7年前に日本にきました．その時は，2年間ぐらい日本語を
勉強しながら英会話教師でもしようかと考えていました．そうこう
しているうちに，日本の大学院で，もう一度勉強したいと強く思う
ようになりました．そして，日本という地の利を生かして，島弧の
テクトニクスをテーマにしようと決意しました．この課題はイギリ
スにいたのでは十分な研究ができません．たまたまNaumannにつ
いての記事を読んだりしているうちに，南部フォッサ・マグナの島
弧-島弧多重衝突仮説にであい，非常に面白いと思ったわけです．
現在は，茨城大学の天野研究室で野外地質調査にもとづいて，南部
フォッサ・マグナのテクトニクスを研究しています．ところで，私
の妻は日本人ですが，私が日本の大学院に入学したのも，今後ずっ
と日本に住みたいと考えているのも，妻が日本人という事とは関係
ないのです！

さて，2年間院生代表評議員の間に2つのことを実行したいと考
えています．一つは，学生・院生の意見や問題提起などを聞いて，
それを評議員会に伝え，討論してもらおうと考えています．e-mail
を活用して連絡を密に取るつもりですのでご協力をお願いします．
二つめは，日本の地質学の国際化に関連したことです．私はイギリ
スと日本の両方で教育を受けてきました．できれば，評議員会など
で，両国の教育制度を比較検討し，活発に議論してみたいと思って
います．いずれにしてもどちらかが完璧ということは無いのです．

最後に，日本の地質学の国際性について簡単なコメントをしたい
と思います．先日の日本地質学会第106年総会シンポジウムにおい
て，日本で出版されている地球科学系の雑誌の内容に対して，国際
的に通用しないとの強い批評がありました．そこで，私は「地質学
雑誌」と外国の学会誌（たとえば，ロンドン地質学会誌）とを読み
くらべてみましたが，個々の論文のレベルにはあまり差がないと感
じました．「地質学雑誌」には，日本の地質研究にもとづいたオリ
ジナリティーのあるアイデアがいくつも提案されているのではない
でしょうか．もし問題があるとしたら，それは英語かもしれません．
英語という点では，日本人はやはり不利だと思います．残念ながら，
現代はwindows98と同じように，ある一つのやり方や制度が世界を
支配してしまう傾向があります．現在，全世界の科学者のコミュニ
ケーションの手段は英語です．したがって，日本人の大学生は若い
うちに英語を一生懸命勉強したほうが良いと思います．たしかに英
語をマスターするのは大変ですが，私が漢字を勉強するのよりは楽
かもしれません．

院生コーナー

テンビーの海岸に露出して
いる石炭紀の石灰岩　

大学の卒業式

常時投稿をお待ちしております．院生コーナーの編集は，現在，
以下の2人で行っております．e-mailでいただければ幸いです．
（顔ぶれが変わりました）

698g5040@mn.waseda.ac.jp 島田耕史　（早大）
massago@geo.titech.ac.jp 真砂英樹　（東工大）
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ともに学ぶ自然教室の開催

日本地質学会北海道支部では北海道地学教育連絡会，地学団体研
究会北海道支部とともに北海道地学教育ネットワーク（代表；北海
道教育大学札幌校　田中　実）を立ち上げ，地学の普及，教材化，
地学の学び方などについての討論や資料集づくりなどを進めていく
ことになりました．

そこで今回その最初の取り組みとして，小中高の教員を対象に下
記のような現地見学会を開催することにしました．関心のある方は
是非参加してください．
北海道地学教育ネットワークの構成学会：

北海道地学教育連絡会，地学団体研究会北海道支部，日本地質学
会北海道支部

ネットワーク事務局：田中　実，能條　歩，松田義章，古沢　仁，
八幡正弘

子供たちに地層や地形をどうやって見せたらいいか，考えあぐね
ていませんか? 今年，結成した北海道地学教育ネットワーク（3
学会の共同；下記参照）では自然，とくに地学に関係する現象につ
いて，みんなでゆっくりと観察して子供たちや一般の方々にどのよ
うにして理解してもらえるか，学びあう会を開催することになりま

ともに学ぶ自然教室のご案内
―地形・地層の見方，学び方―

北海道支部 した．今回は札幌からすぐの厚田村望来（もうらい）地域です．気
軽に参加してみませんか？

コース：厚田村望来地域
見学のポイント：
（1） 知津狩（しらつかり）の段丘地形，砂丘，後背湿地，海岸地

形など
（2） 望来海岸の段丘堆積物と不整合　　　
（3） 望来海岸の海底堆積物…地層の見方，石の見方，貝化石など
開 催 日：7月18日（日）（小雨決行）
集合時間：10 : 00
集合場所：厚田村望来海岸駐車場

ここから約8台の車に分乗して行動します．
解散時間：15 : 30（予定）
持ち物：昼食，ハンマー（またはトンカチ）
参加費：1,000円（資料代など）
募集人員：25名（先着順）
申し込み先および問い合わせ先：

北海道教育大学札幌校　理科教育研究室　田中　実
電話・Fax 011_778_0387（申し込みはFaxでお願いします）
申し込みされた方には折り返し，詳しい案内をFaxでお送りいた

します．
注意：この見学会では主催者側でとくに保険に加入する予定はあり

ません．とくに危険な箇所はありませんが，各参加者の責任で行
動してください．

主　　催：北海道地学教育ネットワーク
協力後援：札幌市文化部博物館計画

（文責　八幡正弘）

支部コーナー

専門部会コーナー

日韓構造地質研究会
第2回合同大会
The 2nd. Joint Meeting of Korean and Japanese
Structure and Tectonic Research Group

（構造地質研究会・日本地質学会構造地質部会・韓国地質学会構
造地質部会，共催）
1999年8月19日（木）～23日（月）
場　所：北海道様似町
19日：新千歳空港→昭和新山見学→様似町
20日：合同大会

小松正幸，木村　学，狩野謙一各氏の特別講演の後，口頭
発表とポスター発表

21日：巡検；幌満かんらん岩，日高変成岩類の変形

構造地質部会 （案内者：澤口　隆，在田一則，豊島剛志，小山内康人）
22日：巡検；イドンナップメランジュ，歌露礫岩の変形

（案内者：浅野裕史・金川久一・伊藤谷生・木村　学）
23日：様似町→新千歳空港
参加者数予定：日本から約60名，韓国から10_15名．
参加費（懇親会込み）：10,000円（一般）/5,000円（学生）

（新千歳空港～様似町往復および巡検のバス代は無料）
宿泊は全期間（4泊5日）通じてアポイ山荘．
宿泊費：9,000～9,500円（一般），5,000円（学生）/1泊3食付
Abstract 締切：7月16日（金）（韓国側の要望で少し延期）
Abstract 送付先：早稲田大学教育学部　高木秀雄　宛

宿泊およびバスの関係で，すでに申し込みは締め切られています．
当日の飛び入り参加は受け付けませんが，ぜひという方は，多少の
ゆとりはございますので，下記まで予め御予約ください．
問い合わせ先：澤口　隆（早大・教育）
e-mail : tsawa@mn.waseda.ac.jp 電話：03_5286_1510



28 日本地質学会News 2 （ 6 ）

6月に入り，そろそろ皆様のお手元にIssue 2が届く頃と思い
ます．さて，本年の原稿の投稿状況はほぼ例年なみでしたが，
大型特集号が例年ほど入っていないため，受理原稿の掲載待ち
時間はかなり改善されてきました．今年に入ってから受理され
た原稿は，おしなべて1年以下，平均7か月程度で出版される
予定です．さらに編集委員会での議論の結果，速報性を重視し
た新たなカテゴリーとして，「Short Note」を発足させる方向
で出版社とも議論を始めています．正式に投稿規定に取り入れ
られた段階で，追って詳しくご紹介しますが，基本的には刷り
上がりページ数を押さえ，特段の査読上の配慮により受理後即
刻掲載できるような方向で検討しております．

今年の誌面構成日程が若干変更されましたが，基本的には発
行月の5か月前に，出版社に登録されている受理済み完成原稿
が掲載対象となります．Issue 3についてはすでに以下の誌面
編成を終了しています．次号Issue 4についての〆切は，8月初
頭となります．

なお，ブラックウエル社の出版担当編集者として，色刷りや
別刷りなどの著者との出版上の窓口になっていたMs. Rosei
Rushは，5月より異動し，新たにMs. Sarah Jamesが担当する
ことになりました．Issue 3以降に掲載される論文に関するお
問い合わせなどは，以下のメールアドレスによりご連絡下さい．
本年Issue 2までに掲載された論文に関しては，これまで通り
Ms. Rosie Rush宛で構いません．

Sarah.James@blacksci-asia.com.au

9月に発行が予定されているIssue 3の誌面構成を以下にお知
らせいたします．なお，目次原稿の校正が終了していませんの
で，実際の発行段階では若干の修正変更が行われる可能性があ
ります．

Volume 8, Issue 3 (September)

[Thematic Section]
Cretaceous Tectonic Events in the Border Regions between the

Asian Continent and the Proto-Pacific

Preface
H. Okada and T. Sakai

Polyphase accretionary tectonics in the Jurassic to Cretaceous
accretionary belts of central Japan
O. Takahashi

Thermal structure and paleo-heat flow in the Shimanto accre-
tionary prism, southwest Japan
A. Sakaguchi

Tectonic implication of Lower Cretaceous chromian spinel-bear-
ing sandstones in Japan and Korea
K. Hisada, S. Arai and Y. l. Lee

Geochemical contrast between the Sanbagawa psammitic schists
(Oboke unit) and the Cretaceous Shimanto sandstones in
Shikoku, Southwest Japan and its geologic significance
K. Kiminami, A. Hamasaki and T. Matsuura 

[Research Articles]
Generation of rhyolite magmas by melting of subducting sedi-

ments in Shodo-Shima island, SW Japan, and its bearing on the
origin of high-Mg andesites
G. Shimoda and Y. Tatsumi

Volcanic history and tectonics of the Southwest Japan Arc and
the Ryukyu Arc since 2 Ma
H. Kamata and K. Kodama

Geology and thermochronometry of the east edge of the Median
Batholith (Median Tectonic Zone) :a new Perspective on
Permian to Cretaceous crustal growth of New Zealand
N. Mortimer, P. Gans, A. Calvert and N. Walke

Paleomagnetism and Tectonics of Karaginsky Island, Bering Sea 
D. V. Kovalenko and I. R. Kravchenko-Berezhnoy 

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）
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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矢萩賢仁さんの
ご逝去を悼む

本会会員，矢萩賢仁さんは，平成
11年3月11日，くも膜下出血のため
逝去されました．まだお若く平素は細
い体に似合わず大変タフな方で，常に
精力的に仕事を処理しておられたの
で，たまたま出張先で訃報を耳にした
ときには，まさかという思いが先に立

ち我が耳を疑いました．ましてや，奥様はじめご家族の方々にと
っては本当に信じられぬ思いでありましたでしょう．その日は仕
事から遅く寮に戻り，自室で寛いでいる様子であったとのことで
す．4月からは，故郷の山形に近い仙台への転勤も内定し，新た
な意欲に燃えていたとも伺っております．4月からの新しい生活
のことなどを考えておられたのではないでしょうか．享年40歳
でした．

矢萩さんは昭和33年4月山形に生まれ，県立山形東高校を経て
昭和56年3月東北大学理学部地学科（地質・古生物学専攻）を卒
業されました．卒業後ただちに日特建設株式会社に入社，本店技
術室に配属されましたが，インドネシアのチラタダム工事に参画
するため，昭和61年に海外事業部に転出され，同年1月から昭和
63年7月まで，現地にて主にダム基礎岩盤の土木地質的評価とグ
ラウチングによるダム基礎岩盤の改良工事の管理に携り，同ダム
の順調な進捗に貢献されました．帰国してからは平成3年3月ま

で海外工事部にてチラタでの経験を買われて，主に海外のダム基
礎岩盤処理に関わる工事の設計・積算・施工計画に携る等，同社
の海外工事を知る数少ない貴重な存在でした．同年4月からは同
社の根幹をなす特殊専門工種の管理部門である基礎本部に移り，
地質の知識を存分に活用し，グラウチングおよび斜面の対策工事
の設計・施工管理，および現場で発生する地質技術的な問題解決
のため東奔西走し，同社の技術発展のため大いに力を尽くされま
した．平成4年4月には建設省土木研究所フィルダム研究室へ交
流研究員として派遣され，平成6年3月までの2年間，ダム基礎
処理に関わる新しい技術開発のための研究に携りました．平成8
年4月には同社の筑波研究所に移り，主任研究員としてこれまで
の経験を生かして，グラウチング技術の新しい可能性を求める研
究開発に携り，最近は特に産業廃棄物堆積場の遮水幕の造成と保
守をシステマティックに行う新しい技術の研究に力を入れておら
れ，その成果が実を結びつつありました．本当に惜しい人物を亡
くしました．

この4月でようやく41歳を迎えようという，研究者としてこれ
からの活躍を期待され，また本人もこれから新しい環境で，地質
学の知識を生かした土木技術の仕事に邁進しようという気持でい
っぱいであったろうと思うとき，まことに残念でなりません．今
も，彼の誠実で少し山形訛りが残る話しぶりで，後ろからふと話
しかけてくるような気がしてなりません．ここに謹んでご冥福を
お祈り申し上げます．

（特別寄稿：日特建設（株）鈴木楊一）

追　悼

�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1,000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1,000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1,000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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1999年度
1999年度評議員選挙の開票が，3月6日

（土）日本地質学会事務局で行われ，その
結果右の方々が選ばれました．

今回の投票率は32％程度でここ数年ほ
とんど同じ状況です．そこで，少しでも選
挙に関心を持っていただくため，ここで皆
様からの投票用紙がどのように開票されて
いくのかを紹介したいと思います．この記
事を読んで頂き，選挙に関わる経験やノウ
ハウその他のご助言を頂けると，今後の選
挙委員会の活動の参考にもなると思ってい
ます．
9 : 30 選挙委員5名，日本地質学会事務

室に集合．
9 : 40 2月末までに到着した封筒の確認

を行った上で，開封作業スター
ト．事務局の橋辺さん，村松さ
んにもご協力頂く．

ハサミ，裁断機などを使って，投票用紙
を誤って切らないように開封し，封筒より
投票用紙を取り出します．この時，明らか
に白票や無効投票（たとえば今回の場合は，
会長や副会長の欄や，候補者の番号以外に
マークをつけている場合）とわかるものは，
あらかじめ分類しておきます．
10 : 30 自動読み取り機を使って投票用

紙を集計．

候補者ごとに得票数をカウントするとと
もに，白票，無効票を分類してくれるソフ
トを使います．本システムは，長年選挙委
員をやってこられた佐藤岱生さん（地質調
査所）が構築されたもので，数度の改良を
経て1989年に最終版となった地質学会オ
リジナルのものです．PC9801VMという古
いマシンを使い，ソフトもMS_DOS上の
N88BASIC上で動く貴重な（？）システム
です．読み取り作業はおおよそ1時間半，
念のため繰り返し読み取りをしたり，途中
に速報（？）を出すなどしても約3時間で
す．投票総数とのクロスチェックも行い，
投票結果がとりまとめられます．
13 : 30 会長，候補者および推薦人の

方々への選挙結果の報告（郵送）
で，開票作業が終了します．

（選挙委員会）

評議員

会
あい

田
だ

信行
のぶゆき

（千葉県立佐原高校）
地学教育をこれ

以上後退させない
ために，機会ある
ごとに，その重要

性を多いにアピールしていきたい．高校
の理科教員として，地質学を研究・教育
する立場から，地質学会の健全な発展を
願い活動したい．

評議員

在
あり

田
た

一則
かずのり

（北大大学院理学研究科）

地球惑星科学の
発展のために，地
質学的自然観・思
考法・手法を基本

に関連分野と積極的に連携する，また会
員の意見が広く反映される学会を目指し
たい．しかし，32％という評議員選挙投
票率には考えさせられます．

評議員

上砂
うえすな

正
しょう

一
いち

（明治コンサルタン
ト（株））

地球環境が懸念
されている今日，
地質環境に対する

社会的認識は低く地質学があまり重要視
されていない．現場で地質学を実践して
いる者として，学会活動を通じ今までの
経験を生かしながら社会に貢献したい．

評議員

大友
おおとも

幸
さち

子
こ

（山形大学教育学部）
教員養成系学部

に勤務する立場か
ら，地質学会の活
性化と発展のため

に働きたいと思います．また，まだまだ
地質学界においてマイノリティである女
性地球科学者の“元気のでる”輪を広げ
ていけるよう努力したいと思います．

評議員

小
こ

林
ばやし

和宏
かずひろ

（長野県立長野西高校）
地学教育は条件

が厳しくなってき
ています．でも，
話題は相変わらず

豊富であり，それをどう活かすのかを，
皆さんと考えたい．また，地方の教師会
員の声を伝えるパイプとしての役割を大
事にしていきたいと考えます．

評議員

酒
さか

井
い

治孝
はるたか

（九大大学院比較社
会文化研究科）

一般教養の地学
教育従事者とし
て，地質学の社会

普及啓蒙活動に尽力します．また，野外
地質学の研究者として，日本の若手研究
者の野外調査能力のレベルアップと国際
交流に尽力します．

評議員

赤羽貞幸
あかはねさだゆき

（信州大学理学部）
環境問題や自然

災害への対応が地
質科学の今日的課
題になっている．

地方大学にいる地質屋として，地域の
人々の要請あるいは期待していることを
学会活動に反映し，地質科学の重要性を
高める役割を果たしたい．

評議員

秋
あき

葉
ば

文
ふみ

雄
お

（石油資源開発（株））
地質学の健全な

発展には学問と応
用の継続的なキャ
ッチボールが不可

欠と考えますので，これまでの経験を生
かし，双方の交流に微力を尽くし，また，
その実務的な役割の面白さを次世代に少
しでも伝えられればと思います．

評議員

阿
あ

部
べ

国広
くにひろ

（川崎市立西有馬
小学校）

学校教育におけ
る地学教育の地位
を高めるために働

きたい．地学教育の果たす役割を示し，
指導者の地位を高める施策を提起します．
児童，生徒が地学への興味・関心を高め
るために学校地学の実践交流を図ります．

評議員

天
あま

野
の

一
かず

男
お

（茨城大学理学部）

（1）世界の地質学
への学問的貢献，

（2）社会的要請への
対応，（3）新しい地

質学を担いうる後継者の育成という地質
学会の目標をバランス良く実現するため
の条件作りと体制作りに邁進したいと思
います．

新役員紹介�

開封された封筒と投票用紙の山

自動読みとり機
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評議員

周
しゅう

藤
とう

賢
けん

治
じ

（新潟大学理学部）

大学での改組は
文部省の方針の枠
組みの中で行われ
ているので各大学

で苦労していますが，地質学会の改革では
これを妨げる要因はなにもないと思いま
す．次世代が魅力を感じるような地質学会
を目指して微力をつくします．

評議員

那
な

須
す

孝悌
たかよし

（大阪市立自然史博物館）
生涯学習の推進

と無償労働力とし
てのボランティア
導入が強く指導さ

れている博物館現場では，必要な経費と
要員が削減されて大変苦労している．地
質学を普及し後継者を育てるため，地質
学会の皆さんの支援を得て努力したい．

評議員

丸山茂徳
まるやましげのり

（東京工業大学理学部）
世界が今までと

は全く違う時代へ
突入し，学会や雑
誌の存続が危機的

なサバイバルの時代になりつつあります．
地質学会が壊滅しないような方策を模索し
たいと思います．

評議員

矢
や

野
の

孝
たか

雄
お

（鳥取大学教育学部）
1．地質事象に

もとづいて地域
史・地球史を論理
だてていく視点の

前進のために，また，2．会員の多面的
な活躍が反映される学会づくりに，努力
したいと存じます．

評議員

吉川
よしかわ

周
しゅう

作
さく

（大阪市立大大学院理
学研究科）

環境問題・自然
災害など，地質学
が社会に果たすべ

き重要な課題は多い．今まで行ってきた第
四紀地質学の経験を踏まえて，地質学会の
活性化と社会的地位向上のために，微力な
がら働きたいと思います．

評議員

湯
ゆ

浅
あさ

真
まこ

人
と

（地質調査所）

産学官の連携を
推進するという視
点から，地質学の
普及に力を尽くし

たいと思っています．

評議員

渡部
わたなべ

芳
よし

夫
お

（地質調査所）

科学としての地
質学は，生活に必
要な資源や環境の
知識，災害防止や

土地利用の方策，そしてなによりも我々
の足下の大地を理解するために必要な情
報を社会に提供する義務があると思いま
す．微力ながら努力します．

評議員

楡
にれ

井
い

久
ひさし

（茨城大学広域環境
科学教育センター）

地質学会は，環
境地質学の体系を
環境地質研究委員

会などの実践で確立し，21世紀を迎え
る準備ができた．無事100周年を迎え，
そして世紀末現象に見舞われたことの語
り部に匹敵する環境地質学徒の一人にな
ります．

評議員

野
の

村
むら

哲
さとし

（群馬大学社会情報
学部）

過度に自然を利
用しすぎた反省か
ら，ふるさとを見

直す時代に入ってきました．こんなとき
にこそ地質学が生かされる，と思います．
西群馬の地に自然学校を夢みています．

評議員

Martin, Andrew J
（茨城大学理工学研
究科）

日本で一番歴史
のある地質学会の
院生代表として投

票いただき，とても光栄です．地質学会
は新しい考えのもとにより発展して行く
ことが必要です．院生諸氏の意見や考え
をうかがいながら活動する決意です．

評議員

松本俊幸
まつもとしゆき

（国際航業（株））
現在の多様化し

た社会で，地質家，
地質技術者が真に
社会に貢献できる

ため，多方面から地質学会の活動を創出
していきたい．そのため，多くの会員の
声を集約し，開かれた学会活動をつくり
だしていきたいと思う．

評議員

田
た

結
いの

庄
しょう

良昭
よしあき

（神戸大学発達科学部）
現在，大学の再

編，企業のリスト
ラなど激烈な競争
の中に地質学会も
おかれています．

このような中で，地質学会はどうしても
大学・研究所の論理が中心になりがちで
す．その中で，環境問題などに市民の論
理で，もっと運営されるよう助力する所
存です．

評議員

滝
たき

田
た

良
りょう

基
き

（（株）ニュージェック）
コンサルタント

や調査業界で働く
地質技術者の地位
向上を目指しま

す．そのためには，地質学の有用性や重
要性をアピールして社会的認知を得る必
要があり，地質学会の活性化はその第一
歩であると考えます．

評議員
たつみ

好幸
よしゆき

（京都大学理学部）
The Island Arc

をさらに発展させ
ることを通じて，
日本地質学会の活

性化に寄与したいと思っています．

評議員

立石雅昭
たていしまさあき

（新潟大学理学部）

教育・研究機関
の 独 立 行 政 法 人
化，中等教育にお
ける地学教育の縮

小，といった地質学を巡る厳しさが増す中
で，多岐多難な課題を会員の活力のある運
動で前進的に切り開くことが求められてい
ます．努力を惜しまず，頑張ります．

マーティン・アンドリュー・J
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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 July
○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
☆廃棄物処分・残土石処分・地質汚染問題国

際シンポジウム―地質鉱物資源の有効利用に

よる処理技術―

27日（火） 10 : 00_16 : 00 会場：住友海上
リスク総合研究所大ホール（住友海上本店東
京住友ツインビルディング西館3階大ホー
ル）問い合わせ先：古野邦雄　千葉県地質環
境 研 究 室 　 電 話 0 4 3 _ 2 4 3 _ 0 2 6 1 ,
Fax043_243_0263, email : riegc＠bekkoame.
ne.jp プログラムなどのより詳しい情報は
環境地質研究委員会のホームページを参照し
て く だ さ い．（ http ://www.bekkoame.
ne.jp/jcenvgeo/indexhtml）（本号参照）
○通商産業省工業技術院　地質調査所：最新

地質図発表会

30日（金） 展示：9 : 30_16 : 30 説明会：
12 : 00_13 : 00；入場無料　場所：地質調査
所研究本館　正面玄関ロビー（茨城県つくば
市）問い合わせ先：地質調査所広報係　電話
0298_54_3520 Fax 0298_54_3504
○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
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

8
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巡検　場所：京都大学
○日本地学教育学会第53回全国大会
25日（水）～26日（木） フォーラム，記念
講演，個人講演
27日（金）～28日（土） 野外見学旅行（4コ
ース） 会場：広島大学学校教育学部　問い
合わせ先：〒739_8524 東広島市鏡山1_1_1
広島大学　学校教育学部　林　武広（電話
0824_24_7126,  E-mail : thayasi@sed.hiroshi-
ma-u.ac. jp) または教育学部　磯崎哲夫

（Fax 0824_22_7085, E-mail : isozaki@ipc.
hiroshima-u.ac.jp) 大会に関する HP ：
ht t p : //www . i p c . h i r o sh ima - u . a c . j p /̃
chiken/taikai/taikai.html（詳細は「地学教育」
第52巻1号及び3号）
☆北海道支部地質見学会のご案内

28日（土）～29日（日） 日高山脈館見学と
白亜紀前弧域の地質
支部事務局巡検係：中川　充
〒060_0808 札幌市北区北8条西2丁目　札
幌第一合同庁舎内地質調査所北海道支所気付
電話 011_709_1813, Fax 011_709_1817 E-
Mail : nakagawa@gsj.go.jp（詳細は本誌）
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
○第43回粘土科学討論会
16日（木）～18日（土） 会場：倉敷芸術科
学大学（倉敷市連島町西之浦）討論会問い合
わせ先：岡山理科大学理学部基礎理学科坂本
尚史（電話・Fax 862_256_9430） テーマ：
環境汚染と粘土
○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
○日本古生物学会ワークショップ「海産無脊

椎動物の古生態学」

23日（木）～25日（土），26日（日）は自由
参加 内容：23日午後：講義「古生態学の
研 究 方 法 と 実 例 」（ Prof. F.T.Fursich,
Wuerzburg大学） 24日：参加者による話題
提供・研究発表と議論　25 日：野外巡検

（白亜紀），露頭を前にしての議論　26日：
海浜における現生生物の観察と採集　申し込
み・問い合わせ先：〒113_0033本郷7_3_1東
京大学総合研究博物館　金沢謙一　電話
03_5841_2817 Fax 03_3815_7053 E-mail :
kanazawa@um.u-tokyo.ac.jp（詳細本誌）
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
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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
○第15回ゼオライト研究発表会
21日（木）～22日（金） 会場：北見市民会
館（北海道北見市常盤町2_1_10） JR北見駅
から徒歩約10分，女満別空港から北見市内
行きバスにて北見バスターミナル下車（約
45分）後，徒歩約10分　テーマ：ゼオライ
トおよびその類縁化合物に関連した研究の基
礎から応用まで　申込先：〒152_8550 東
京都目黒区大岡山2_12_1 東京工業大学理
工学研究科化学専攻八嶋研究室気付　ゼオラ
イト研究発表会係（小松隆之）宛（詳細本
誌）
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
☆日本地質学会環境地質研究委員会第9回環
境地質学シンポジウム

期日：25日（木）～26日（金） 会場：早稲
田大学国際会議場会議室（詳細本号）
月 February 2000

○第9回フィッショントラック年代学国際会
議　9th International Conference on Fission
Track Dating and Thermochronology
6日（日）～11日（金） オーストラリア　ロ
ーン　問い合わせなど： http ://ft2000.
unimelb.edu.au
月 August

○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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1999年度第3回執行委員会

1999年5月17日（月）14時～19時に本年度第3回執行委員会が
日本地質学会事務局において行われました．出席者は足立勝治執行
委員長，天野一男，湯浅真人，滝田良基，鳥海光弘，渡部芳夫，公
文富士夫，磯u行雄各執行委員および水野篤行事務局長でした．
主な報告・審議事項は以下のとおりです．

1． 文部省より，科研費補助金（基礎研究等）交付業務の一部が文
部省から学術振興会へ移管されるという通知があった．

2． 日本学術会議第4部の鎮西・青木・斎藤3会員名により，科研
費配分の第2段審査委員が従来の3名から6名に増員されたこと
に伴う措置に関する連絡があったことが報告され，科研費問題検
討小委員会で審査委員候補選出を始めることが報告された．

3． 地理関連学会連合が3月25日に発足し，加入の案内が来ている
ことが報告され，意見交換の上，「地質科学連合に関する検討委
員会」においても対応を検討してもらうよう依頼することとした．

4． ニュース誌編集委員会で内規改正案が議論されたことをうけ，
執行委員会で審議した．執行委員会のニュース誌担当として，第

2庶務委員長があたることを明記することした．
5． 地質学論集の刊行計画案が新たに提出され，「計画書」に基づ

いて審議した．その結果，論集刊行規定に添ってない部分につい
て修正を求め，「計画書」の再提出を依頼することとした．

6． 現編集委員の本年6月での任期終了に伴い，オンライン編集体
制が軌道にのってきたので，改めて全国規模で新編集委員（幹事）

（1999年度～）の人選を検討することとした．
7． 第106年年会（名古屋大会）の参加登録費を値上げするととも

に，受付事務の合理化を計るために前納制をとることとした．参
加費は次のようになる（括弧内は当日払いの場合）．正会員3,000

（5,000）円，名誉会員・院生会員・学生会員1,000（2,000）円，
非会員5,000（7,000）円．なお，前納して大会に不参加の名誉会
員を除く会員については前納額は事務手数料200円を差し引いた
残額を会費の一部に充当し，名誉会員と非会員については後日手
数料200円と返送料を差し引いて返却することとした．

8． 第2回定例評議員会の議題について検討し，開催通知を出すこ
ととした．

9． 1998年度研究奨励賞（追加）の授与を，6月の評議員会冒頭で
行うことにした．

執 行 委 員 会 だ よ り

106年年会予告記事―訂正・追加―

1． 5月号でご案内しました学術大会予告記事中，p. 6のセッション一覧の1番～26番までの括りが＜テーマセッション＞となっていま
したが，＜定番セッション＞の誤りです．お詫びして訂正いたします．

2． 見学旅行一覧中の第8班「紀伊半島の中央構造線と領家帯の変形」において，見学地変更に伴い，2.5万分の1地形図「七日市」を
追加します．

（行事委員会）

日本地質学会役員抄
会　　　長：小松　正幸（愛媛大）
副　会　長：坂　　幸恭（早稲田大）

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

庶　　務：天野　一男（茨城大） 庶　　務：湯浅　真人（地調）
会　　計：佐々木和彦（応用地質） 会　　員：滝田　良基（ニュージェック）
編　　集：鳥海　光弘（東京大） 編　　集：渡部　芳夫（地調）
行　　事：公文富士夫（信州大） 国際交流：磯u 行雄（東京大）
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