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はじめに
表紙の写真は，1998年9月12日，米国

ワシントン州のセントヘレンズ火山北方の
Johnston Ridge Observatoryから東に約
2kmの位置から撮影したものである（第1
図）．天候にも恵まれ，噴火から20年たっ
たとはとても思えない生々しい光景であっ
た．

最近，国内の大学で学生や院生を対象と
した海外巡検が行われることが増えてき
た．日本大学文理学部でも，海外実地研究
として「ハワイ火山」を1995_1996年に，

「アメリカ西海岸カスケード火山」を
1998_1999 年（予定）に実施してきた．
我々が参加させていただいた，1998年の
場合，学生・院生が31名，引率者その他
の合計43名の大所帯であった．9月3日-14
日にかけて，大型バスに乗り込み，セント
へレンズ火山をはじめ，クレーターレーク

（マザマ火山）やラッセン火山などを巡る
雄大なツアーであった．

その中でも，最も時間を費やしたのは

セントへレンズ火山で，まずワシントン州
バンクーバーのCascades Volcano Obser-
vatory（CVO）で，噴火の特徴や観測体制
についてのレクチャーを受けた．その後の
3日間で，被害の大きかった山体の北側を
中心に，遊歩道沿いに現地調査を行い，噴
出物や被害の状況，現在の防災対策のよう
すや自然環境保護，教育啓蒙への取り組み
を，興味深く見学した．
噴火の経緯

セントへレンズ火山は，アメリカ西海岸
のカスケード火山地域の北に位置する島弧
型の成層火山で，最近600年間少なくとも
3つのデイサイトドームの活動をしている
活火山である（第2図）．前回の1957年噴
火では，北西側中腹のGoat Rockから安山
岩質溶岩流等を流下させている．

1980年の噴火は，3月20日から火山性地
震が観測され，3月27日には山頂ドーム付
近から最初の水蒸気爆発が発生した．その
後，爆発を繰り返しながら，火山体の北斜
面がせり出し始め（2m/日），5月18日ま

でにその変形は100m強に達した．
そして，5月18日，M5.0の地震発生と

同時に変形部分が地すべり的に崩壊した．
このため山体内部のマグマ本体が一気に露
出し爆発，ダイレクトブラスト（爆風）を
伴う山体崩壊が発生した．ブラストは火口
から北側600 km2 の山林を一気に破壊し，
岩屑なだれは28km流下し，さらに二次的
な土石流・泥流も発生した（写真3，写真
5）．これによって，セントへレンズ火山の
山頂には巨大な馬蹄形カルデラが形成され
た．この一連の噴火により57名の人命が
失われた．その後，1986年まで溶岩ドー
ムの成長と小規模な噴火を繰り返し，最終
的に馬蹄形カルデラ内に，比高260m，基
底直径1kmの新溶岩ドームが形成された．
噴火後20年

この噴火によって，North Fork Toutle
Riverは厚い岩屑流堆積物や火砕流・泥流
で埋め立てられるとともに，周辺の広大な
森林がなぎ倒され裸地化した．

この噴火の事実と教訓を後世に伝えるた
め，セントヘレンズ火山周辺は，National
Volcanic Monumentに指定され，できる限
り人の手を加えないように厳重に保護され
ている．ヘリコプターによる種捲きや，砂
防ダムの建設も行われていない．一方，見
学者のための道路整備やビジターセンター
等の整備は進み，我々が訪れただけでも，
Mount St. Helens Visitor Center, Coldwater
Visitor Center, Johnston Ridge Obser-
vatory, Windy Ridge Viewpointの4か所に
設けられていた．

表紙写真解説

セントヘレンズ火山噴火から20年

和知　剛・千葉達朗（アジア航測株式会社）

第1図．Johnston Ridge Observatory近くから見たセントへレンズ火山（表紙写真スケッチ）．

写真1．JRO前広場から望むセントへレンズ火山の馬蹄形カルデラと新溶岩ドーム． 第2図．セントへレンズ火山とその周辺
（Pringle, 1993）．
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このうちJohnston Ridge Observatory
（JRO）は，USGSのDavid A. Johnstonが，
火山観測中に殉職した地点に建設されたも
ので，観測所であると同時に博物館も兼ね
た施設である．12年の歳月と1,000万ドル

（建物だけ）の費用が投じられており，大
型長距離バスだけでも20台収容できる駐
車場も設けられている．駐車場から館内に
通じる道路および館内は全てバリアフリー
であり，交通弱者に対しても十分な配慮が
なされている．館内には約300席のシアタ
ーがあり，噴火の映画の上映終了とともに
スクリーンがあがり，本物のセントへレン
ズ火山が現れるという趣向である（写真
2）．

写 真 4 に 示 し た の は Windy Ridge
Viewpointからの景観で，火口から北東の
位置にあり，馬蹄形カルデラや流れ山，パ
ミスプレーン，Spirit Lakeなどを一望する
ことができる．名前のとおり風が強い場所
なので，パークレンジャーによる説明も透
明な防風壁のある一角で行われていた．
Spirit Lakeは，噴火によって大きく位置と
高さを変えたが，湖面上には流れ込んだ大
量の流木が未だに浮かび，覆い尽くさんば
かりである（写真5）．

火山を観察するための遊歩道が，きちん
と整備されており，定期的にパークレンジ
ャーの案内もあるらしい．道の外側に足を
踏み入れると罰金$200という看板も各所
にあり，調査するには，まずキョロキョロ
するのが癖になった．

訪れる観光客は，おしなべてよい見学者
であり学習者であった，パークレンジャー
の説明は，高度で専門的なものであるにも
関わらず，熱心に聞き入っているようすに
は感心した（写真1，写真4）．
謝　辞

日本大学文理学部地球システム科学科の
荒牧重雄教授・遠藤邦彦教授には，現地で
大変お世話になった．写真3および5の斜
め空中写真は，1995年8月20日に建設省
土木研究所の山田　孝氏が撮影されたもの
であり，このたび快く使用の許可をいただ
いた．記してお礼申し上げる．

文　献
Pringle, P.T., 1993, Roadside geology of

Mount ST.Helens National Volcanic

Monument and vicinity. 120p.
http://vulcan.wr.usgs.gov/Volcanoes/MSH/

framework.html

写真2．スクリーンの裏の本物のMSH

写真 3．（上）North Fork
Toutle Valleyに流れ込んだ岩
屑なだれ（右岸）と土石流．

写真 4．（中）Windy Ridge
Viewpointで説明を受ける観
光客．

写真 5．（下）ブラストの流
下方向になぎ倒されたSpirit
Lake周辺の倒木．
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●日本で一番オンボロな博物館
戸隠村は長野県の北端に位置し，名物

“戸隠ソバ”や平安時代からの山岳信仰の
霊場として知られる人口約5,400名の山間
地の村である．地質学的には北部フォッサ
マグナ地域の中央部に位置し，新第三系が
厚く発達する地域である．村の南部は旧村
名にちなんで柵（しがらみ）と呼ばれ，古
くから地質の研究が行われてきた．長野県
の新第三系の標準層序の柵層（下部鮮新
統），猿丸層（上部鮮新統）の模式地でも
ある．特に柵層は多くの貝類化石を含んで
おり，江戸時代の文献にも産出の記録が残
されている．これらは，明治時代から研究
の対象となり，ここで採集された標本をも
とにシナノホタテ（Mizuhopecten tribli-

um）をはじめ，いくつかの新種が記載さ
れている．柵化石動物群と呼ばれ，大桑－
万願寺化石動物群との関連性が注目されて
いる．

この柵地域の中央に，廃校となった中学
校の校舎を利用した戸隠村地質化石館があ
る．1949年建築の校舎をそのまま利用し
たオンボロなこの館は，日本でたった一つ

の村立の自然史系登録博物館である．1980
年，郷土資料館として開館した当時は，長
野市の学習グループより寄贈された化石類
と埋蔵文化財や民具など郷土資料を基に展
示を行っていた．しかし，当初より地質系
博物館の建設を意図して資料収集や化石教
室などの教育活動を行っていた．83 年，
村内川下地籍よりシンシュウゾウの下顎化
石が発見され，当館が中心となって発掘し
たことが契機となり，化石を中心とした自
然史系博物館への方向性が打ち出され，87
年地質化石館と名称を変更した．その後
89年に学芸員を採用し，93年には登録博
物館となった．職員は館長（教育長兼務）
以下4名だが，実際の運営は学芸員以下2
名である．入館料は開館以来無料．交通の
便が非常に悪いこともあって，入館者は年
間4,000名程度だが，目的意識の高い来館
者が多く，リピーターや化石教室の参加者
の比率が高いのが特徴となっている．2階
建ての木造校舎の床面積は約720m2，展示
面積は約400m2，他にクリーニング室，学
習室，収蔵庫，研究室などのスペースがあ
る．

●地元の化石を中心に展示
当館では，戸隠村産の実物標本を中心に

館員手作りの展示を展開している．入り口
ロビーから廊下にかけては大きなブロック
標本を中心に展示し，どうしてこんな山奥
からこんなにたくさんの化石がでてくるの
だろうか，という来館者の疑問を引き出す
ようにしている．ウグイス張りの階段を登
ると2階は4つの展示室に分かれている．
第 1 展示室は大型哺乳類化石のコーナー
で，シンシュウゾウ（Stegodon shin-

shuensis）の下顎骨化石（長野県指定天然
記 念 物 ） や 上 腕 骨 化 石，カ イ ギ ュ ウ

（Hydrodamalis sp.）の肋骨化石，アシカ
科（Otariidea）の歯化石や鯨類化石などを
展示する．第2展示室は海生動物化石のコ
ー ナ ー で，多 産 す る シ ナ ノ ホ タ テ

（Mizuhopecten triblium）やヤマサキホタ
テ（Mizuhopecten yamasakii），シガラミ
サルボウ（Anadara amicura），コヤマク
ロアワビ（Haliotis koyamai）など，浅海
性で寒流系や岩礁性の種類を多く含む100
種類にも及ぶ軟体動物化石を展示してい
る．他にもウニ類やフジツボ類，ホホジロ
ザメ（Carcharodon carcharias）の歯化
石などを展示している．第3展示室では，
パネル類を中心に戸隠山や飯縄山，北部フ
ォッサマグナの生い立ちを復元している．
手作りの復元ジオラマも展示されている．
第4展示室では，国内外の示準化石を中心
に展示し，地球の歴史と生命の進化を学ぶ

博物館紹介◯22

戸隠村地質化石館
TOGAKUSHI FOSSIL MUSEUM

戸隠村地質化石館　学芸員　田辺智隆

地質化石館

棚層の模式地

シンシュウゾウ下顎化石（県天然記念物） 豊富な貝類化石
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コーナーとなっている．戸隠産の鮮新世の
化石も地球の長い歴史の中ではごく最近の
新しい化石なのだ，ということを実感でき
るように心がけている．こうした展示を基
に，職員による展示解説を随時行っている
が，来館者にはなかなか好評である．ホタ
テコース（30分），ゾウコース（45分），
クジラコース（2時間），耐久コース（8時
間，要予約・昼食）などのコースがあり，
希望者は受付で申し込むようになってい
る．

●館を支える豊かな資料群
当館では開館以来ずっと戸隠産の化石を

中心に資料を収集・保管してきた．その数，
2万点を越えている．他に各地から寄贈さ
れた化石類を約3千点保管，収蔵している．
こうした化石以外にも，戸隠周辺に生息す
る動物類の標本も集まりつつあり，毎年
11月に開催される特別展の材料ともなっ
ている．特に館で処理，作成してきた脊椎
動物類の骨格標本は，トガリネズミやコウ
モリ類，オコジョ，ツキノワグマ，トド，
ミンククジラまでに及び約100種，120点
を超えるコレクションとなっている．また，
地質・古生物を中心に自然関係の図書
6,000点余りを所蔵し，学習室で公開して
いる．これらの資料群は，研究や教育・普
及活動などさまざまな場面で活用されてい
る．しかし，オンボロ校舎の床には気の毒
な重量となっており，いつ床がぬけるか心
配の種でもある．

●体験を生かした多彩な教育，普及
活動
当館は化石産地の中央に位置し，採集が

可能な露頭まで短時間で行くことができ
る．こうした立地条件を生かし，発掘体験
を通じて大地の生い立ちを学ぶ「化石教室」
を開催している．この教室は，まず館内見
学で化石や地質について認識を高め，実際
に露頭で化石を採集し，その後クリーニン
グや同定までを一日かけて行うこの学習会
は大変好評で，5月から11月にかけて50
回程度開催され，年間1,000名以上の参加
者がある．この教室の際に発見された貴重
な資料も多く，標本を寄贈していただくこ

とで館の充実にも一役かっている．また，
村の子どもたちが中心となって化石クリー
ニングに取り組む「化石友の会」（年40回
程度），地域の自然を見直す「自然観察会」

（年10回）や近所の小学校との連携事業
「地域探検クラブ」（年20回）などの戸隠
の豊かな自然を生かした教育・普及活動を
行っている．加えて毎年11月には，戸隠
から化石として見つかっている動物たちに
焦点をあてた手作りの特別展示を行ってい
る．「クジラ」「ゾウ」「ダイカイギュウ」

「貝類」などをテーマに開催し，多くの地
域住民の参加を得ている．

館では村内の地質や化石，動植物の紹介
やこうした活動の記録を目的に「地質化石
館だより」を発行している．また，94年
には水をテーマに村の自然史をまとめた

「水と大地のシンフォニー―私たちの村
戸隠―」，98年には村内の指定文化財の解
説書などを発行している．最近では村民か
ら地域の自然に関するいろいろな質問が寄
せられるようになり，開館から20年近く
を経てようやく地域の自然史博物館として
認められてきたように思える．

●未来に向けて
戸隠村は化石をはじめとして自然に大変

恵まれた村である．ここだけにしかいない
貴重な動植物も残されており，こうした地
域の自然を記録，保存していくためにも将
来的には地質学や古生物学，生物学を中心
としたきちんとしたかたちでの自然史系博
物館の整備が必要である．戸隠村全体を博
物館として活用していく博物館準備室とし
てこのオンボロ校舎にはもう少しがんばっ
てもらいたい．

＜利用案内＞

戸隠村地質化石館
開館時間　9 : 00_17 : 00
休 館 日　毎週月曜日，祝日の翌日，

冬期（12月1日_3月20日　この
期間内でも事前連絡があれば見学
可）

入 館 料　無料
交　　通 JR長野駅から川中島バス「鬼無里」

行に乗り「参宮橋入り口」バス停
下車，戸隠村営バス「追通」もし
くは「役場前」行に乗り換え，

「柵郵便局前」バス停で下車して，
徒歩1分．柵小学校前の木造校舎．
自家用車の場合は，長野市から国
道406号線経由で約17㎞．約40分．

所 在 地 〒381_4104 長野県上水内郡戸隠
村栃原3400番地

電話&Fax : 026_252_2228
E-mail : kaseki@avis.ne.jp
URL/http ://www.avis.ne.jp/̃kaseki/

貝化石を産出する戸隠山

楽しい化石クリーニング

化石発掘の体験



特別展

「発見!!石の王国～今，
明かされる地球の秘密
～」

趣　.旨
名古屋市科学館では，「石を知ることは地

球を知ること」をテーマにして，広く一般市
民に対して石に親しんでいただく特別展を開
催します．タイトルの「石の王国」とは地球
のことであり，地球ほど多種多様な石が見ら
れる惑星は他にはないことに気付いてほしい
という意味を込めています．

興味喚起のため，宝飾品や石器といった加
工品から，隕石，美しい鉱物結晶，太古の岩
石までを展示するだけでなく，「石の工房」
というコーナーを設置し，石に実際に手をふ
れていただくようにもしています．この特別
展を通じて，石に親しみ，石に隠された地球
の科学に興味を持つ人が増えてほしいと願っ
ています．

日　時：平成11年7月17日（土）～8月31日
（火）（開催日数38日）（毎週月曜日及び第3
金曜日は休館）
開館時間：午前9時30分～午後5時（8月の
毎土曜は午後6時まで）入場は閉館30分前ま

で
主　催：名古屋市科学館・中日新聞社・中部
日本放送
後　援：愛知県・岐阜県・三重県各教育委員
会，名古屋市交通局，JR東海，名古屋鉄道，
近畿日本鉄道，愛知県子ども会連絡協議会
会　場：名古屋市科学館
入場料：一般1,000円，高大生700円，小中
学生400円

（前売り券は200円引き．プラネタリウムを
除く常設展観覧料を含みます．）
出品協力：文部省国立極地研究所/名古屋大

学年代測定資料センター/神奈川県立生命
の星地球博物館/徳島県立博物館/三笠市
立博物館/牟礼町石の民俗資料館/

　

奇石博
物館/博石館/益富地学会館/岐阜天文台/
近山晶宝石研究所/ぎおん石/ジュエリー
岩島/ビルマ・ジェムス/神岡鉱業/三信鉱
工/オリンパス光学工業/セイコーインス
ツルメンツ　ほか
内　容

（1） 石と人との関わり
石の王国の人々は，ずいぶん昔からさまざ

まな用途に石を使ってきました．今でも，生
活の中で，芸術や産業で，石は欠かせません．
長い歴史の中で，人々は石の性質を学び，石
の上手な利用方法を考え出したからです．そ
れぞれの場でどのような石が用いられたのか
解説します．

（2）石になった生物
生物がそのままの形で石になっていること

があります．このような化石を展示し，過去
の歴史が石に閉じこめていることを感じてい
ただきます．

（3）石のルーツ
地球には非常に多くの石が見られます．多

種多様な石ができるためには，いくつかの石
のでき方があることを知っていただきます．

（4） 宇宙から来た石
マーチソン隕石，火星・月起源隕石などさ

まざまな隕石を展示しします．
（5）石から探る地球のひみつ

科学という手段により石を調べると地球の
ことがわかります．地球の歴史を秘めた主な
岩石を展示し，地球について知っていただき
ます．

（6）石の鑑定
石を鑑定するには，石の性質を知る必要が

あります．石の性質を実際に調べながら，石
について学んでもらいます．

（7）石の工房
石のテーブル，石の彫刻作品などを展示し，

石に親しんでもらいます．また，石を使った
アクセサリーやメモ台などを製作しながら，
石の性質を知ってもらいます．
連絡先：

〒460_0008 名古屋市中区栄2_17_1
電話 052_201_4486 Fax 052_203_0788
名古屋市科学館

（担当：学芸課　西本昌司）
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名古屋市科学館

夏の特別展

「ヒマラヤは海だった」
―世界最高所の石灰岩
と世界一古いアカスタ
片麻岩を展示―

世界の最高峰に海を見るという，夏休みに
絶好のテーマの特別展を開催する運びとなり
ましたので，お知らせします．ヒマラヤは海
だったと聞いて驚く人は少なくなりました
が，しかし，その証拠となるいろいろな化石，
それにインドからチベットに至る標本をじっ
くりと見た人は多くないでしょう．地球環境
に関心が高まっている今日，広く一般の興味
を引くものと期待されています．

展示する標本をざっと紹介しますと，昨年
5月，日中共同調査隊が採集し，テレビでも
放送（7月5日テレビ朝日）されたエベレス
ト頂上直下の石灰岩，それに含まれる化石

（酒井治孝・澤田　実日本地質学会西日本支
部例会講演1999年6月）をはじめとして，イ

ンド亜大陸盾状地の岩石，ゴンドワナ堆積物，
同氷河性ダイアミクタイト，洪水玄武岩，ヒ
マラヤ変成岩のガーネット巨晶などの鉱物・
岩石，テチス海堆積物の化石・岩石，テチス
海洋プレートの構成物，ラサブロックの火成
岩，カイラス山の礫岩など，180点に及んで
います．アカスタ片麻岩は，最高所の石灰岩
に対応して最古のものを展示するものです．
ヒマラヤ山地とエベレストの地形地質断面模
型，グラフィックパネル，写真なども展示し，
小学校高学年から中学生の理解を得るように
心がけています．

この展示会は，酒井治孝教授（九州大）よ
り標本と資料の提供を受けて実現したもので
す．当館の設立趣旨と展示内容については，
地質学雑誌103巻（1997年）12号のニュー
ス・博物館紹介，あるいは日本地質学会第
105年大会（松本1998年）の発表か見学旅行
案内書をごらんください．なお，当館の近く
に農業公園「チロルの森」，また，当館付設
のロッジもあり，夏涼しい塩嶺高原で，家族
連れで楽しめます．
ご利用案内会期： 1999年 7月 31日（土）～ 9

月15日（日）
開館時間：午前9時～午後5時
休館日：火曜日と祝日の翌日（火曜日が土，
日，祝日の場合は開館）
会場：ミュージアム鉱研　地球の宝石箱
〒399_0651 長野県塩尻市北小野4668
いこいの森公園内
電話 0263_51_8111 Fax 0263_51_8113
入館料：特別展入場料は無料で，通常の入館
料だけです
大人　800円（650円）高校・大学生　500円

（400円）小・中学生　300円（200円）
（ ）内は20名以上の団体割引
＊優待券（1割引）がありますので，館のパ
ンフレットとともに請求してください．
＊この記事持参（コピー可）でも優待します．
交通：JR塩尻駅または岡谷駅からタクシー
15分
高速長野道塩尻ICまたは岡谷ICから15分

（東京，名古屋から約200km）
（加藤信一）

ミュージアム鉱研　地球の宝石箱

お詫びと訂正：6月号掲載の写真（相模トラフ・駿河トラフ海底地形図）が逆版となっていました．
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長崎県地学会の発足
長崎県地学会は，日本地質学会西日本支

部の例会が，長崎市において初めて開催さ
れたのを契機として，昭和36年（1961）9
月24日に産声をあげた．当初12名の発起
人によって設立が計画されたが，この日の
設立総会には25名の有志が参集した．
会員の構成

現在の会員は約250名であり，この中に
は長崎県外の会員が24％含まれる．会員
の構成としては，大学・研究所や小中高の
教員が41％，官公庁が5％，地質コンサル
タントなどの企業関係が 34 ％，残りの
20％が自営業・主婦や60～65歳以上の退
職者となっている．入会後20年を経過し
た会員が70歳以上になると特別会員に推
挙され，会費が免除されることになるが，
該当者はすでに16名に達している．
日曜地質巡検会

日曜地質巡検会は，発足当初から一貫し
て続けてきた事業であり，原則として年間
5回（3，4，5，9，10月）の日曜日に開催
してきたが，平成10年度までに182回実施
した．参加者は毎回15～20人程度である
が，テーマによっては40名を超す場合も
あるし，最近では家族連れが増えてきてい
る．

第 100 回記念の巡検会は，昭和 54 年
（1979）年4月29日に，国指定の天然記念
物「七釜鍾乳洞」（古第三系の石灰藻石灰
岩に形成された鍾乳洞）において行い，立
教大学の石島　渉名誉教授を招き，石灰藻
化石に関する特別講演と石灰藻化石の産状
の現地指導を受けたが，参加者は75名で
あった．また，同年10月21日には，長崎
市茂木の白岩海岸において，「ノルデンシ
ョルト茂木植物化石発見100年記念特別巡
検会」を実施し，茂木植物化石層（鮮新世）
の露頭を前にして，郷土史家の田中敏朗教
諭（高校社会科）の「1879年10月ノルデ
ンショルトの長崎来訪」と題した野外講演
会を開いた．

地質巡検会はおもに長崎県内の本土地域
で行われているが，県外には，昭和42年

（1967）4月に，熊本県天草下島の富岡半
島に日帰りで行った．また，平成 6 年

（1994）8月17～19日には，山口県西部地
域の県外巡検会を実施し，25名の参加者
があった．
海外地質巡検会

第 1 回海外地質巡検会は，昭和 54 年
（1979）8月11～16日に大韓民国において
実施し，21名が参加した．建国大学の元
鍾寛教授（現在は江原大学）の指導により，
江原道の先カンブリア時代の片麻岩やオル
ドビス紀三葉虫の採集，三陟炭田長省炭鉱

の訪問，ソウル市内のジュラ紀大宝花こう
岩の採集などを行った．

創立30周年記念の第2回海外研修は，平
成3年（1991）8月17～21日にハワイ諸島
において行った．ハワイ島ではキラウェア
火山のクレーター・溶岩トンネル・アア溶
岩・黒砂海岸の見学と四輪駆動のワゴン車
によるマウナケア（4,206m）の登頂，マ
ウイ島ではハレアカラ山の火山地形の見
学，オアフ島ではダイアモンドヘッドへの
登頂などを行った．参加者は32名で，年
齢は5歳から78歳にもおよんだ．二人の開
業医が参加していたので，マウナケア登頂
の際に，高山病には適切な処置をされてい
た．

第3回の海外研修は，平成8年（1996）
12月25～30日に台湾の中～北部で行い，
18名が参加した．台北で故宮博物館の見
学後，苗栗地区の鮮新世貝化石の採集と台
湾石油探鉱総院の訪問，東西横断公路ぞい
の日月潭・太魯閣国家公園緑水地質景観展
示場・太魯閣峡谷，花蓮の大理石加工場，
基隆郊外の野柳海岸の侵食地形，大屯火山
の噴気活動を見学した．
総会・研究発表会・特別講演会

例年6月下旬には，総会と研究発表会を
行っている．その際に特別講演会も開催し，
これまでに20数名の地球科学者を招いた．
講演者には，層位学の波多江信廣・野田光
雄，炭田地質学の松下久道・高橋良平・相
原安津夫，堆積学の岡田博有，岩石学の唐
木田芳文，古生物学の松尾秀邦・早坂祥
三・火山地質学の太田一也・中田節也・宮
地六美・渡辺一徳，構造地質学の酒井治孝，
地震学の久保寺章・尾池和夫・清水　洋の
諸先生があげられる．また，昭和 48 年

（1973）夏には，来日中のウプサラ大学の
Dr. R. A. Reymentの特別講演会を開き，

「南大西洋の開き始めの時期」というタイ
トルで講演して頂いた．
長崎県地学会誌

本会の定期刊行物には「長崎県地学会誌」
があり，平成8年度（1996）に第60号を刊
行した．内容は主に会員の投稿による研究
報告であるが，日曜地質巡検会記事，海外
報告，教材研究などを掲載している．また，
創刊号から第7号までに「長崎県地学文献
目録（地質の部）」を地域別に連載した．
第31号以降は地学論文の内容を抄録した

「NESA Abstract」を連載し，これまでに
120編を収録した．

特集号として，「長崎県下の新露頭の研
究」や「海外巡検報告（大韓民国・ハワイ）」
などを刊行した．昭和57年（1982）7月23
日の長崎豪雨災害の記録写真・調査報告・
災害体験記・文献目録を盛った「7.23 長
崎豪雨災害特集号」は，広く一般にも頒布
した．
特別出版物

創立10年記念の出版物として，昭和46
年（1971）11月に「長崎県の地学―日曜

巡検ガイドブック―」を刊行した．これに
は，それまで地学会誌に掲載した日曜地質
巡検巡検会記事を基にして，県内50か所，
県外3か所の地質案内を載せている．3,000
部ずつ3刷りまで刊行したが，その後各地
の露頭の状態が著しく変わったので廃刊に
した．

昭和50年（1975）には，長尾　巧博士
が大正15年（1926）から昭和3年（1928）
にかけて地学雑誌（東京地学協会）に連載
した「九州古第三紀層の層序」を一括し，
集成復刻版を特別号として刊行した．本書
の発刊の際には，長尾博士とゆかりの深い，
波多江信廣・野田光雄・湊　正雄教授が序
文を執筆され，湊教授はさらに「長尾　巧
博士研究業績目録」を寄せている．

特別号第2号は「長崎県地質・地下資源
調査報告（長崎県商工部鉱工課資料）」の
復刻版を平成10年（1998）に発刊した．
これは，長崎県の委嘱で，昭和 26 年

（1951）～28年（1953）にかけて，九州大
学の地質学・鉱山学の研究者が行った調査
の，ガリ版刷りの報告書を新たに製版した
復刻版である．執筆者には，木下亀城・野
田光雄・岡本要太郎・牟田邦彦・大島恒彦
の諸博士が名を連ねている．
NESAそくほう・NESAニュースレター

会務報告や会員の消息などの記事を盛っ
た連絡誌として，昭和 46 年（1971）に

「NESAそくほう」が創刊され，平成9年
（1997）に第100号に達した．翌年3月より
は，体裁を新たにして「NESAニュースレ
ター」の刊行を始め，今日に至っている．
事務局

〒852_8521 長崎市文教町1_14
長崎大学教育学部地学教室内
電話 095_847_1111（内線2370）
Fax 095_844_0401

（1999年6月7日）

長崎県地学会の紹介

Nagasaki Earth Science Association
（略称：NESA）

長崎県地学会会長　鎌田泰彦

長崎県地学会特別出版物
（左）長崎県の地学―日曜巡検ガイドブック―
（右）九州古第三紀層の層序（集成復刻版）

第184回　日曜地質巡検会（平成11年5月16日）
（大村市萱瀬ダム周辺の火山岩類の観察）

ハワイ地質巡検会参加記念
（平成3年8月18日）（マウナ
ケア中腹サドルにて，マウナ
ケアを背景にして撮影）
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今回も，比較的よく使われながら，我々が

完全に理解していないことの多い，表現を採

り上げたいと思う．

TimeとPlace
“Often”“always”“sometimes”のように

時間を示す言葉で，場所や状態を表現しよう

とすることは，日本語・英語を問わず珍しく

ないが，これは正しくない．“Suggestions”

各版では相当これにスペースを割き例文を多

数示している．以下［ ］内の表現が正しく，

アンダーラインは間違いで，削除すべき．

“[Many of] These fissures often intersect.”

“[Some of] These crystals are sometimes an

inch in diameter.”

“[Few of] These pebbles almost never have

striated faces.”

“[Most of] These pebbles are usually light

gray.”

“The moraine is rarely less than a mile wide

[in a few places].”

“When [Where]the thickness is greatest it is

75 m.”

“The ore was richest when [where] it was

most altered.”

通常使われる時間→場所の表現が，1991年

版にまとめてある． 参考になると思うので，

下に引用する．

時間的表現 意図する意味

Always Everywhere

Frequently, often Commonly, many of

Now and then Here and there

Occasionally Locally

Since Inasmuch as

Sometimes In places, some of

Usually Commonly, most of

When Where

While Although, whereas

Varyとvariable
“Vary”は他動詞として，例えば“Vary the

flow by adjusting the valve.”のように使い，

また自動詞として“Iron contents vary in sam-

ples of the ore.”のようにも使う．この点は

まず問題ないと思うが，“variable”はしばし

ば不正確に使われている．この語は数学の変

数も意味し，本来は任意の値をとり得るもの

である．従って自由に可変な値以外は使わな

いほうがよい．相当数の例文が“Suggestions”

に出ている．“Lava flows of variable [varied]

composition.”“Various [Varied]iron contents.”

“The gold-silver contents are variable [vary]in

samples from Homestead Peak.”“Fracture

characteristics of rocks under variable stress

conditions (in the laboratory).”

Verbalとoral
この項目は，“Suggestions”の各版に全く

同一の文章で出ている．即ち“verbal”は

「言葉」を意味し，“oral”は「話す，口頭で」

を示す．“Verbal”を“oral”の意味で用いる

こ と が あ る が，こ れ は，正 し く な い

（improper）と“Suggestions”では断じ，書

面か口頭かは“written”か“oral”を用い，

“verbal”は使うなと指示している．正しい用

法の例として，“The difference between the

two accounts are only verbal.”「二つの考えは

ほとんど同じで，違いは言葉（表現）に過ぎ

ない．」また“The text contained two explana-

tions, one verbal and the other mathematical.”

が出ている．

確かに“verbal”は「言葉」が最も重要な

意味であろうし，“verbal translation”と言え

ば“literal translation”同様「逐語訳，直訳」

のことである．その意味でこの指示は正しか

ろうとは思うが，果たして“verbal”を「口

頭で」の意味で使うのが“improper”か，非

常に疑問に思う．恐らく大部分の辞書には

“oral”と同義語ないし近い意味も示している

はずである．

Viewpoint, standpoint, point of view
「……の観点から……」というような表現

には，日本語で屡々お目に掛かり，時には英

訳するのは厄介だろうな，と思ったりする．

しかし，結構英語でも使う人達が少なくない

ようである．Suggestions”1958年版では，

「複数の“authorities”は，“viewpoint”と

“standpoint”を区別し，“point of view”と

“viewpoint”は個人の判断，“standpoint”は

基本的な原理原則に基づく，意味合いを持つ，

としている．」と書いているが，同時にこの

三つの表現は一般的には，同義語として使わ

れており，“point of view”が古くからの

“idiom”であるので，最も適当であろうと述

べている．確かに多くの辞書もそのように扱

っている．更に多くの場合この表現を使いす

ぎると戒めている．例文；“From a genetic

point of view, [The genesis of ]the coralline

limestones have [has] been more carefully

studied.”“[Considered geologically] The

range can be divided into two parts from a geo-

logical standpoint.”アンダーラインしてある，

「観点から云々」は止めろということである．

またしばしば使われている“from the

standpoint of coal mining,”や“from the point

of view of farming”は“coal miner”と

“farmer”とすべきで，抽象的な“coal min-

ing”や“farming”は“point of view”を持ち

得ないと強調している．ごもっともと思うし，

日本語の場合も「農業政策」，「農業団体」あ

るいは「農家」の観点を単に「農業の」とい

うことが多いように思える．しかし筆者には，

特に日本語の場合は，誤解されない限り問題

にすることもないように思える．

次に似た意味を持つが正確には異なる言

葉，あるいは似ているように錯覚されること

の多い言葉について述べて見る．今まで書い

てきた中にもこのような表現を少し採り上げ

たが，特に我々が明確に意識することの少な

いと思われる言葉を選んで，以下に述べる．

Abilityと capacity
この両語はよく同義語のように扱われるこ

とがあるが，これは違い，“ability”は積極的

に何事かを実行する能力を示し，“capacity”

はむしろ受動的に「受ける，含む，吸収する，

保つ，」能力や空間的な容量などを示す．例

えば“the capacity [ability] of the channel to

carry sediments,”の場合はチャンネルの堆積

物を運搬する能力の話なので，“ability”が正

しい用法ということになる．一方“the tank

has a large capacity,”“the aquifer has a large

ability [capacity] to store water from precipita-

tion,”は受け身の能力であるから，“capacity”

が正しい．

Assume, presume, postulate
仮定するという意味では，“presume”は違

うと証明されるまで仮定したことを事実と信

じている状況を示す．ただしこの仮定は経験，

理論，論理に基づくものでなければならない．

この場合“assume”とほぼ同義語であるが，

“assume”の方が仮定の根拠が多少薄いこと

があるようである．やはり仮定するという意

味では，“postulate”は単独あるいは一連の

議論・推論の前提として“assume”する場合

に使う．“Postulate”を“infer（推論）”ある

いは“conjecture（推測・推察・憶測）”の意

味に使う人が少なくないが，これは誤りであ

る．

次回もこれを続ける．

地学英語雑感⑮　地学でよく使う表現―3
嶋 吉彦
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地質図幅の研究は，地質調査所の基幹的
かつ基盤的研究として位置づけられてお
り，日本の国土の実態を把握することを目
的として，大正7年（1918年）から7万5
千分の1地質図幅をスタートさせ，昭和24
年（1949年）から5万分の1地質図幅に切
り替え現在に至っている．詳細な地質調査
に基づく国土の実態の把握は，世界各国に
おいて国家事業として進められている．

昭和54年（1979年）以降，地質図幅の
作成は所内の研究部を横断した3つの研究
グループ（観測強化地域の地質図幅，特定
観測地域の地質図幅，一般の地質図幅）で

分担しており，大学の教官にも研究分担を
お願いしている．

具体的には，3_5年計画で1図幅当たり
平均250日の野外調査を行って作成してい
る．最近では一人で担当することはまれで，
数人が専門分野を考慮して分担している．
調査は，ポイント調査ではなく，地層や岩
石が露出する沢や海岸，林道などについて，
5千分の1～1万分の1の精度でルート調査
を行う．そして，地層や岩石の分布・相互
の関係などを2万5千分の1の野稿図にま
とめ，最終的に室内研究と総合して，5万
分の1地質図幅にとりまとめる．室内研究
は，化石や放射年代測定による時代決定，
資料の顕微鏡観察・化学分析等各種の最新
の手法で分析を行って，地層・岩石を記載
し，地質の区分を行う．大学が理論や新手
法の研究を行う場だとすると，地質図幅の

研究は，国土という現場での実証的研究を
行っているといえる．成果は地質図幅と
B5判約100ページの地域地質研究報告と
して出版するとともに，学会発表や論文と
して学会誌へ投稿されている．

これらの研究グループのうち，地質部が
中心となって進めている特定観測地域の地
質図幅作成計画は，地震予知連絡会が，近
い将来地震の起こる可能性がほかより高い
と考えられる地域として昭和53年に選定
した全国8地域の特定観測地域について，
地震予知計画の基礎資料として5万分の1
地質図幅を作成するため，昭和54年から
開始された．計画開始から四半世紀を経た
第5次計画終了時までに8地域内の156枚
の5万分の1地質図幅が完成・出版される
予定である．

今年度からスタートした第5次計画（平
成11_17年度）では，13枚の5万分の1地
質図幅と総括図を8地域9葉出版する予定
である．総括図は，昭和54年以前にすで
に刊行されていた地質図幅と7万5千分の
1地質図幅（大正11年_昭和30年に刊行）
でカバーされた地域についても調査を行
い，説明書をつけて20万分の1のスケール
でとりまとめる．観測強化地域と特定観測
地域を除いた全国の地域は地質図幅の研究
グループが所管して作成計画をたて，実施
している．このグループでは日本全国から
の情報が得られるよう地質部員を中心に配
置・実施されている．

ちなみに，平成11年度は特定観測地域
では白馬岳など14図幅と9総括図，一般の
地質図幅では青森西部など17図幅の調査
研究が行われている．

これらの研究グループによる研究成果は
着実に出版されており，全国1,274図幅の
うち，7万5千分の1地質図幅等93図幅（5
万分の1換算　272.5図幅），5万分の1地質
図幅605.5図幅，合計878図幅（カバー率
68.9％，平成11年3月31日現在）となっ
ている．

地質図幅は，日本産業技術振興協会，東
京地学協会を通じて販売されており，日本
地質学会を通じても購入できる．

地質調査所の地質図幅
作成の現状

地質調査所
酒井　彰
牧本　博
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WPGMについて
WPGM（Western Pacific Geophysics

Meeting）は，主に西太平洋地区を研究対
象にしている地球科学者のために，AGU
が2年に1度開いている大会です．

2000年には日本で以下のように開催さ
れます．

日　程：平成12年6月27日（火）～6月30
日（金）

場　所：国立オリンピック記念青少年総合
センター（渋谷区代々木）

今回は日本での開催で，日本地質学会を
はじめ多くの日本の地球惑星関連学会が共
催します．講演は西太平洋に関する話題に
限らず，地球惑星関連科学に対して広く募
集されますので，日本地質学会会員の皆様
もふるってご参加下さい．

WPGMに関する詳しい内容はホームペ
ージ（http ://earth.agu.org/meetings/
wp00top.html）をご覧下さい．

特別セッションの募集
WPGMでは一般セッションに加えて多

数の特別セッションを設けます．今回は特
別セッションのテーマを公募いたします．
2000年WPGMは地球惑星科学関連学会合
同大会（平成12年6月25日～6月28日）
と同じ場所で，日程も一部分重なる形で開
催されます．

従って，合同大会のセッション数は例年
に比べると減ることが予想されます．そこ
で，国際的なセッションを開くお考えをお
持ちの方は，ぜひWPGMにご応募下さい．

特別セッションを申込まれる方は，以下
の項目について英文でお知らせ下さい．
宛先は下記のプログラム委員です（どなた
でも結構です）．

（1）特別セッションの名称
（2）コンビーナの氏名・連絡先（電話番号，

電子メイルアドレス）
（3）特別セッションの趣旨を記述した講演

募集用の宣伝文（1パラグラフ）
申込みの最終締め切りは平成11年11月

10日（水）ですが，9月中にはそれまでに
集った特別セッションの紹介をEosに掲載
する予定です．従って，それに間に合うよ
うに応募した方が多くの講演を集めること
ができると思いますので，できるだけ早く
お申し込み下さい．

プログラム委員

Chair, Solid Earth
佐竹健治（Kenji Satake）
Earthquake Research Department 
Geological Survey of Japan
1_1_3 Higashi Tsukuba, Ibaraki 305_8567
Japan
Phone : +81_298_54_3640  Fax : +81_298_
52_3461
E-mail : satake@gsj.go.jp

Committee Co-Chair and Seismology
Robert L. Wesson
MS966 U.S. Geological Survey 
Denver Federal Center Box 25046 Denver,
CO 80225_0046
Phone : 303_273_8524  Fax : 303_273_8600
E-mail : rwesson@usgs.gov

Atmospheric Sciences
住　明正（Akimasa Sumi）
Center for Climate System Research
University of Tokyo
4_6_1 Komaba Meguro-ku, Tokyo 153_8904
Japan
Phone : +81_3_5453_3951  Fax : +81_3_
5453_3964
E-mail : sumi@ccsr.u-tokyo.ac.jp

Committee Members Atmospheric
Sciences
Malcolm Ko
Atmospheric and Environmental Research
Inc.
840 Memorial Drive Cambridge, MA
02139_3771
Phone : 617_349_2249  Fax : 617_661_6479
E-mail : mko@aer.com

Geodesy
福田洋一（Yoichi Fukuda）
Department of Geophysics Kyoto University
Kitashirakawa Oiwakecho Sakyo-ku, Kyoto
606_8502 Japan
Phone : +81_75_753_3912  Fax : +81_75_
753_3912
E-mail : fukuda@kugi.kyoto-u.ac.jp

Oscar L. Colombo
NASA Goddard Space Flight Center 
Code 926 Greenbelt, MD 20771 
Phone : 301_286_4480  Fax : 301_286_2562
E-mail : zcolc@gibbs.gsfc.nasa.gov

Geomagnetism and Paleomagnetism
綱川秀夫（Hideo Tsunakawa）
Department of Earth and Planetary
Sciences
Tokyo Institute of Technology
2_12_1 Ookayama Meguro-ku,  Tokyo
152_8551 Japan
Phone : +81_3_5734_2459  Fax : +81_3_
5734_3537
E-mail : htsuna@geo.titech.ac.jp

David J.Dunlop
Erindale College Department of Physics
3359 Mississauga, ON L5L 1C6 Canada
Phone : 905_828_3968  Fax : 905_828_3717
E-mail : dunlop@physics.utoronto.ca

Hydrology
鈴木裕一（yuichi Suzuki）
6_17_17 Kinunodai Yawara-mura Tsukuba-
gun Ibaraki 300_2436 Japan
Phone : +81_485_39_1648
E-mail : ysuzuki@risgw.ris.ac.jp

Harry F. Lins
U.S. Geological Survey

Mail Stop 415, National Center Reston, VA
20192_0002
Phone : 703_648_5712  Fax : 703_648_5070
E-mail : hlins@usgs.gov

Ocean Sciences
久保田雅久（Masahisa Kubota）
School of Marine Science and Technology
Tokai University 
3_20_1 Orido Shimizu, Shizuoka 424_8610
Japan
Phone : +81_543_37_0916  Fax : +81_543_
34_9983
E-mail : kubota@mercury.oi.u-tokai.ac.jp

川幡穂高（Hodaka Kawahata）
Marine Geology Department Geological
Survey of Japan
1_1_3 Higashi Tsukuba Ibaraki 305_8567
Japan
Phone and Fax : +81_298_54_3765
E-mail : kawahata@gsj.go.jp

Julie McClean
Naval Postgraduate School Department of
Oceanography
Code OC/Mn Monterey, CA 93943
Phone : 408_656_2437  Fax : 408_656_2712
E-mail : mcclean@nps.navy.mil

Planetary Scienses
並木則行（Noriyuki Namiki）
Department of Earth and Planetary
Sciences Kyushu University
6_10_1 Hakozaki Higashi-ku, Fukuoka
812_8581 Japan
Phone : +81_92_642_2313 Fax : +81_92_
642_2684
E-mail : nori@geo.kyushu-u.ac.jp

Seismology
谷岡勇市郎（Yuuichiro Tanioka）
1_1 Nagamine Tsukuba Ibaraki 305_0052
Japan
Phone : +81_298_52_9206  Fax : +81_298_
51_3730
E-mail : ytanioka@mri-jma.go.jp

山崎晴雄（Haruo Yamazaki）
Graduate School of Science, Tokyo
Metropolitan University
1_1 Minamiohsawa hachiouji 192_0397
Japan
Phone : +81_426_77_2592  Fax: +81_426_
77_2589
E-mail : yamazaki@comp.metro-u.ac.jp

Solar Planetary and Aeronomy
早川　基（Hajime Hayakawa）
Institute of Space and Astronautical Science 
3_1_1 Yoshinodai Sagamihara, Kanagawa
229_8510 Japan
Phone : +81_427_59_8165  Fax : +81_427_
59_8456
E-mail : hayakawa@stp.isas.ac.jp

Timothy J. Fuller-Rowell
ERL/SEL NOAA 
325 Broadway Boulder, CO 80303

2000年　Western Pacific 

Geophysics Meeting（WPGM）

のお知らせ

木村　学



日本地質学会News 2 （ 7 ） 11

Phone : 303_497_5764  
E-mail : tjfr@sec.noaa.gov

Tectonophysics
木村　学（Gaku Kimura）
Geological Institute University of  Tokyo
Hongo 7_3_1 Bunkyo, Tokyo 113_0033
Japan
Phone : +81_3_5841_4510  Fax : +81_3_
5841_4569
E-mail : gaku@geol.s.u-tokyo.ac. jp

松井正典（Masanori Matsui）
Department of Earth and Planetary
Sciences Kyushu University 
6_10_1 Hakozaki Higashi-ku, Fukuoka
812_8581 Japan
Phone : +81_92_642_2653  Fax : +81_92_
642_2684
E-mail : matsui@geo.kyushu-u.ac.jp

Kirk D. McIntosh

Institute for Geophysics University of Texas
at Austin
4412 Spicewood Springs Road Bldg 600
Austin, TX 78759_8500
Phone : 512_471_0480  Fax : 512_471_8844
E-mail : kirk@utig.ig.utezas.edu

Volcanology, Geochemistry and
Petrology
中田節也（Setsuya Nakada）
Earthquake Research Institute University of
Tokyo
1_1_1 Yayoi Bunkyo-ku, Tokyo 113_0032
Japan
Phone : +81_3_5841_5695 (Local only) Fax :
+81_3_3812_6979
E-mail : nakada@eri.u-tokyo.ac.jp

大場　武（Takeshi Ohba）
Kusatsu-Shirane Volcano Observatory 
Tokyo Institute of Technology 
641_36 Kusatsu Agatsuma, Gunma

377_1711 Japan
Phone : +81_279_88_7715  Fax : +81_279_
88_7717
E-mail: ohba@ksvo.titech.ac.jp

有馬　真（Makoto Arima）
Geological Institute Yokohama National
University
79_2 Tokiwadai Hodogaya-ku, Yokohama
240-8501 Japan
Phone : +81_45_339_3354  Fax : +81_45_
339_3264
E-mail: arima@ed.ynu.ac.jp

Nobumichi Shimizu
Department of Geology and Geophysics 
Clark Lab 102 Woods Hole Oceanographic
Institution Woods Hole, MA 02543_1541
Phone : 508_289_2963  Fax : 508_457_2175
E-mail : nshimizu@whoi.edu

シンポジウム“グローバルテクトニクスの新概念”
International Symposium on New Concepts in Global Tectonics

学協会・研究会報告

New Concepts in Global Tectonics Group―
グローバルテクトニクスの新しい枠組みを志
向する研究交流グループ―が，昨年 11 月
22・23日につくば市の地質調査所でシンポ
ジウムを開催した．それにさきだつ20・21
日には，房総半島の地質見学が実施された．

シンポジウムでは，地球科学の根幹にかか
わるさまざまな仮説の存在が相互認識され，
発想の豊かさの重要性を共感することができ
た．今後，いっそうの研究交流をすすめるこ
とも合意された．
■New Concepts in Global Tectonics
Groupとは？

NCGTグループと略称されるこのグループ
は，1996年の第30回万国地質学会議（北京）
において，地球造構論の新しい展開をめざす
人々によって結成された．その際，ニュース
レターの刊行と2年後のシンポジウム開催が
申し合わされ，今回のシンポジウムは，この
合意にもとづくものであった．オーストラリ
アで編集されているこのグループのニュース
レター（各号20～30ページ）は，巻頭言・
論文・総説・討論・書評・出版物の紹介など
で構成され，すでに10号まで刊行済みであ
る．

■シンポジウムの概要
シンポジウム参加者は，海外から22名，

国内から54名であった．海外参加者の内訳
は，インド1名，オーストラリア5名，カナ
ダ1名，韓国1名，ギリシャ1名，中国1名，
米国5名，モンゴル2名，ルーマニア1名，
ロシア4名であった．これらの出席者のほか，
Proceedingsへ海外から24件の投稿論文があ
り，合計100名のかたがたがシンポジウムに
貢献された．

シンポジウムは，藤田至則大会会長の挨拶，
鈴木尉元大会準備委員長の経過報告，NCGT
グループ事務局のJ.M. Dickins氏の挨拶には
じまった．講演は3つのセッションに編成さ
れ，23件の口頭発表と32件のポスター発表
が行われた．360ページにおよぶProceedngs
は，73論文を収録している．

会議第1日夕刻には牛久のワイナリーにお
いて，宮城晴耕氏の進行でレセプションが催
された．各国参加者のスピーチ，歌と踊りが
つづき，相互の親睦をはかるうえでも，この
シンポジウムは大きな盛り上がりをみせた．

■講演
講演ではじつに多様な地球観が提示され，

プレートテクトニクス説を一部改変したも
の，地球膨張説，サージテクトニクス説，プ
リュームテクトニクス説，海洋化説，コア/
マントル境界における過剰質量説，微惑星衝
突による太平洋起源説，などの間で活発な討
論が行われた．内容を個々に紹介することは
できないが，以下に演者と演題を列記する．
＜セッション1＞ 大陸と海洋の構造と起源

Parubets N. (Canada) The new concept of the
origin of continents

Choi D.R. (Australia) Precambrian structures
in the Pacific Ocean 

Dickins J.M. (Australia) Major global changes
in the development of the Earth during the
Phanerozoic

Bhat M. I. (India) Untenability of the Neo-
Tethys : Okeanos was not a polygamist 

Levin L.E. (Russia) The migration of astheno-
sphere upwelling in time and space and its
connection with plate tectonics 

Tassos S. (Greece) Excess mass stress
(E.M.S.), the driving force of geodynamic
phenomena

Yano T., Matsumoto Y. (Japan) and Wu G.
(China) Late Mesozoic arch tectonics on
East Asian continental margin and a possi-
ble origin of the Pacific

Gao M.X. (China) Late Cenozoic continental
dynamics of East Asia



Strutinski C. (Romania) Shear-belt versus
compression tectonics: the testimony of
regional metamorphism

Gerel O. (Mongolia) Intraplate Mesozoic mag-
matism in eastern Mongolia―An example
of mantle plume activity

Maslov L. (Russia) Concentration of mechani-
cal stresses and activity in the area of the
Pacific tectonics belt

Suzuki Y. (Japan) A proposal of three dimen-
sional geotectonics

Melnikov O.A. (Russia) A new global rotation-
al model of the Earth―The most perspec-
tive alternative of the modern plate tecton-
ics model

Das T.K. and Roy D. (India) Role of Geospot
in maintaining the essential processes of
Earth dynamics

Dickins J. M. and Choi D. R. (Australia)
Neogene events and the modern world 

Gao M.X. (China) Possible dynamic model of
the Himalaya

Tassos S. (Greece) The manifestation of
excess mass (E.M.) and E.M.S. in the
Aegean Region

Komuro H. and Yano T. (Japan) Effect of
Coriolis force on a rising mantle diapir

Vogel K. (Germany) A new view to the coastal
types after Alfred Wegener

Hunt C.W. (Canada) Hydrogen as the driver
of global tectonics

Hunt C.W. (Canada) Anhydride theory : A
new theory of petroleum and coal genera-
tion
＜セッション2＞　膨張説とサージテクトニ
クス

Maxlow J. (Australia) Global expansion tec-
tonics: Empirical small Earth modelling of
an exponentially expanding Earth 

Luckert K. W. (USA) From ocean floor
chronology to expansion tectonics 

Hoshino M. (Japan) Oceanic trenches
Leybourne B.A. (USA) Surge theory vs. Plate

theory: El Nino has the last word ―A theo-
retical discussion of the driving force
behind El Nino

Smoot N.C. and Murchison R.R. (USA) Deep-
ocean survey technology, bathymetry, and
tectonics

Taner I., Meyerhoff A.A., Morris A.E.L., Agocs
W.B, Kamen-Kaye M. (USA), Bhat M.I.
(India), Smoot N.C. (USA) and Choi D.R.
(Australia) Surge tectonics

Maxlow J. (Australia) Global expansion tec-
tonics : Empirical small Earth modelling of
an exponentially expanding Earth 

Luckert K.W. (USA) From ocean floor
chronology to expansion tectonics 

Tassos S. (Greece) The cognitive tools of
Earth expansion

Shiba M. (Japan) Why has been strata left?

＜セッション3＞　島弧とその周辺地域の造
構運動

Adachi H. (Japan) Dynamics of late Miocene
tectono-magmatism in the Fossa Magna dis-
trict, Central Japan

Tsunoda F. (Japan) Middle Pleistocene
regional elevation of the Izu-Honshu Arc 

Hayakawa M. (Japan) Seismicity and volcano-
activity in Japan

Yoon S. (Korea) Tectonic history of the south-
ern Japan Sea: Implications for the forma-
tion of the Japan Sea

Nagumo S. (Japan) A thermal tectonic model
for generating marginal-sea and island-arc
system

Levin L.E., Viskovsky Yu A. and Rogacheva
L.E. (Russia) The Far East Seas―Japan,
Okhotsk and Bering: Thermal regime of the
lithosphere and petroleum potential

Makarenko G.F. (Russia) Japan Islands and
Corner-Milne Rise are the geographical
twins on the structural-symmetric Earth 

Sigova K. and Lamykina G. (Russia) Fault tec-
tonics of marginal seas of Asian-Pacific
Ocean transition zone

Lamykina G., Sigova K., Ranguelov B. and
Vikulin A. (Russia) Geodynamics of seismo-
focal zones in the Japan and Kuril-
Kamchatka arc-trench systems

Smoot N.C. and Leybourne B.A. (USA)
Remotely sensed data contribute to the par-
adigm shift of ocean basin tectonics: the
Banda Sea vortex structure as an example

Matsumoto Y. and Yano T. (Japan)
Geotectonic problems in central Asia

Fujita Y. (Japan) Overlap of the igneous-type
Hiroshima and Green Tuff Movements in
the Japan Sea ―With reference to the gene-
sis of the Japan Sea―

Yashima R. and Ohtake K. (Japan) Pliocene
volcanism in the northeastern Honshu arc

Nakamura S. (Japan) Volcano and its base-
ment structure at the junction of island arcs
in central Japan

Kosaka T. (Japan) Sedimentation and tecton-
ics in the western margin of the Fossa
Magna region, central Japan Arc 

Chichibu Basin Collaborative Research Group
(Japan) The lowermost formation of the
Neogene system in the Chichibu Basin

Yamagishi I., Tukada Y. and Uehara T.
(Japan) Pleistocene tectonic movements in
the northern Fossa Magna, Central Japan

Mitsunashi T. (Japan) Geology of South
Kanto, central Japan

Kodama K. (Japan) Folding in the fore-arc
basin in Japan

Awa Collaborative Research Group (Japan)
Geology and geologic structure of south
end of the Boso Peninsula

Yamauchi S. (Japan) Growth pattern of the

Miocene basin in the Shimane Peninsula,
Southwest Japan

Matsumoto Y. (Japan) Geotectonic develop-
ment of the Beppu-Shimabara graben in
central Kyushu, Japan

Kubota Y. (Japan) Significance of island arc
junctions and cauldrons as a potential sites
on the late Cenozoic gold deposits in the
Japanese Islands

Iikawa K. and Neotectonic Research Group
(Japan) Recent vertical crustal movement in
relation to geologic structures in Northeast
Honshu, Japan

Kobayashi K. and Neotectonic Research
Group (Japan) On the recent pulsating
crustal movement in Northeast Honshu,
Japan 
■房総巡検

外国人10名，日本人29名が参加した．20
日早朝つくばを出発し，太東岬で黄和田層中
の海底地すべり，勝浦でHK凝灰岩と南北断
層系，鴨川で枕状溶岩を見学．21日は，野
島崎で関東地震・元禄関東地震による隆起波
食台，房総半島南端の作名背斜両翼の凝灰岩
鍵層，房総半島中部で東日笠層の海底谷を見
学した．

覆瓦構造を示す巨大海底地すべり，鍵層対
比と層相層厚変化から綿密に復元された堆積
時褶曲作用，その要因とされる基盤地塊の差
別的昇降運動など，露頭を前に議論が続いた．
■ビジネスミーティングと今後の計画

シンポジウム期間中に開催されたビジネス
ミーティングでは，グローバルテクトニクス
をめぐる研究動向，各国における地学教育の
現状と課題，NCGTグループの活動，などが
討論され，各国の連絡責任者が選出された．
今後は，1）ニュースレターのいっそうの充
実，2）第31回IGC（2000年）への取り組み，
3）次回のシンポジウム（2002年）の開催準
備，などを協力して推進することが合意され
た．
■シンポジウムの到達点

今回のシンポジウムやニュースレターを通
じてテクトニクス研究の現状が把握された
が，まずもって驚かされたのは，プレートテ
クトニクスという巨大仮説が四半世紀以上に
わたって一世を風靡してきたにもかかわら
ず，地球科学の根幹にかかわるじつに多様な
仮説群が現存していることである．参加者た
ちは，シンポジウムを機に，世界各地に潜在
する仮説群を相互認識し，仮説発想者たちの

「人となり」に接しあうことができた．
多くの方々のご支援をえて開催された今回

のシンポジウムの到達点は，『新しい地球観
を探る手弁当の国際交流が，協力的競争関係
のもとにはじまった』という点にある．紙面
をおかりして，多大なご支援を賜った皆様方
に厚く御礼申し上げる次第である．

（鳥取大学教育地域科学部　矢野孝雄）
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南の風社　1998年9月発行，A5判，200
ページ，定価2,800円＋税　ISBN4_905936_

39_X

四国がどのような地質でできているか．著
者は卒論以来40年の調査研究をまとめ，一
般の人にもわかりやすくまとめられた．

第1章四国の地質事始めにはエドモント・
ナウマンが南国市や佐川町を訪れたことが述
べられている

第2章では四国の地質概要が説明されてい
るが，Ⅰ．外帯の地形は地質を反映している
ことが強調されている．

Ⅱ．地質のあらましとして，領家変成帯，
和泉帯，中央構造線，三波川変成帯のことが
述べられているが三波川帯のことが圧倒的に
多い．三波川変成帯は著者が多くかかわった
ところである．御荷鉾帯は，著者が研究中に
生まれた娘に「美香穂」と命名した地質であ
る．三波川変成帯と御荷鉾変成帯の関係は謎
に富むおもしろい問題である．秩父累帯はそ
の純度の高い石灰岩を含むことが特徴で，こ
の石灰岩にはフズリナ化石が産することから
古生層とされてきたが，最近では石灰岩を取
り巻く地層中から微化石（コノドント，放散
虫）が発見され中生代の地層とされてきた．

黒瀬川構造帯は秩父累帯の北帯と中帯を境
する不連続断層帯をいう．この断層帯はさま
ざまな岩石を含み蛇紋岩に取り囲まれてい
る．黒瀬川陸塊は赤道付近からやってきたと
考えられている．

四万十帯は四国の南縁を作る地層で分布の
面積は広い．放散虫を主体とした微化石の研
究から四万十帯は4つの時代に区分できる．

北に傾くのに南ほど若い地層が分布すのはプ
レ－ト理論によって説明される．足摺岬，室
戸岬には花崗岩や班れい岩などの深成岩が分
布するが，このため四国は二つの岬のところ
が浸食に強く残っているという．四万十帯の
中に超塩基性岩が発見されるがこれらは付加
過程で上部マントルの一部がはぎ取られてき
たと説明される．このほか，四万十帯を覆う
新しい地層として新第三紀層・鮮新世層など
がある．また石槌山系を取り巻く火山湖，屋
島や小豆島の火成岩，第四紀層の説明もある．

第3章にはプレートテクトニクス理論によ
る四国のでき方を，黒瀬川構造帯に結びつけ
て論じている．そして地震波の研究結果を参
照し，黒瀬川構造帯が地殻下部ではギャップ
となっており，四国の地質を論ずるとき大き
な意味があるという．

第4章は，四国はどのようにしてできたか
である．四国の古生層が中生層に変わった現
在，四国の土台はジュラ紀にできたといって
よい．三波川帯は上昇しているが，その原因
ははっきりしない．付加帯が地下に潜って三
波川帯を持ち上げたという説もある．

四国には大地震があった．南海トラフにそ
って地震の震源は並んでいる．そして地震が
起こるたびに四国は隆起しているが，地震の
間には沈降している．結果として四国は少し
隆起して広くなっていく．次の地震はいつ起
こるか，はっきりしないが，地震に襲われる
ことは間違いない．「備えあれば憂いなし」，
の所以である．

わかりやすくかかれているので，専門家に
はやや物足りないとの意見があろう．しかし
その分，初心者や地質に無縁の方にはおもし
ろい読み物となっている．

（羽田　忍）

東京大学出版会　1998年11月発行，A5
判， 3 2 8 ページ，定価 4 , 0 0 0 円＋税
ISBN4_13_060722_7

年代測定概論

兼岡一郎

地球惑星史のようにその誕生から現在まで
の歴史を研究する歴史科学にとって，時間軸
を決める作業はもっとも重要である．時間軸
決定に用いられる年代測定法は放射性元素の
壊変反応を用いることは良く知られている．
しかしながら，地質学および関連科学を専攻
している研究者や学生がいざそれを勉強した
いと思ったとき，身近な日本語の教科書がな
いのが現状であった．その意味で，本書“年
代測定概論”は待ち望んでいた本である．

欧米では早くから年代測定やそれに関連す
る多くの教科書が書かれてきたが，日本では
核化学研究者である木越邦彦による先駆的教
科書が1965年に出版された後はほとんどな
かった．その先駆的教科書が出版された年，
本著者である兼岡一郎氏は大学院に進み，過
去に地球で生じた現象を物理化学的な方法で
解明することに意欲を燃やしていた．その研
究活動の一貫としてK_Ar年代測定を試みた．
その後，Ar_Ar年代測定を日本で初めて手が
けたり，希ガスを用いた地球科学的研究を行
ってきた．地球史上のさまざまな現象に時間
を刻む作業を通じて年代測定の意味を深く考
えてきた著者が放射年代とはなにかを問いつ
めながらまとめた本である．

複雑系の科学を扱う地質学および関連科学
研究者や学生にとって，実に，身近な存在で
年代測定学を勉強できる教科書でもある．

本書は先ず第1章で年代とはなにかを自問
しながら年代測定法の歴史を紹介している．
第2章では放射年代測定法の原理と基礎を扱
っている．放射壊変反応を利用した年代測定
には基本的な仮定がある．そこで，測定して
得られる数値年代の意味を厳密に定義するこ
とを行っている．特に，年代の起点を厳密に
定義することを主張している．この考えは本
書のバックボーンでもある．そのような背景
からか，読者に初めから閉止温度の概念を説
明している．

第3章では地質学および関連科学によく使
われる年代測定法，つまり，親核種と娘核種
の同位体比の時間変化を利用した K_Ar
(Ar_Ar), Rb_Sr, U(Th)_Pb，Sm_Nd，Re_Os
法等を解説している．第4章では宇宙線生成
核種である14C等を用いた年代測定法，ウラ
ニウム系列の放射平衡からのずれを用いた方
法，放射線損傷を利用するFT, TL, ESR法を
解説している．第3，4章では単に方法論を
解説するだけでなく，それぞれの方法の歴史
的経緯と特色を紹介しているので，読んでい
く内に博識になる気がする．また，測定対象
となる試料を具体的に示しているので実に分
かりやすい．読者が飽きないように，ときど
き地球科学のトピックスを挿入しているとこ
ろが心憎いほどの気遣いが感じられる．第5
章はその他の原理に基づく幾つかの年代測定
法を紹介している．中でも，半減期が短い放
射性元素である消滅核種を用いた宇宙年代学
の紹介は普段関係していない分野をチラリと
見せてくれて面白い．

6章では，再度，本書のバックボーンであ
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る年代の意味や不確かさを具体的に取り扱っ
ている．第7章は測定対象に応じた年代測定
法をかなりのページを割いて記述している．
太陽系初期から現在までの時間をほぼ連続的
に刻むさまざまな年代測定法がすでに確立し
ている．どの時代の現象をどのような方法を
用いて測定するかを具体的な例を紹介しなが
ら読み物風に解説している．したがって飽き
ない．

第8章は微小部分および微少量を用いた先
端的な年代測定法とその将来の動向を著者の
思いれを込めて書かれている．付録として，
地質年代表と主な測定機器の概要を載せてい
る．また，もっと詳しく個々の測定法を学び
たい読者に参考となる文献と著書を紹介して
いる．

本書は人類考古学的試料の年代測定にもか
なり関心を持って書かれている．その点で，
地質学研究者のみならず人類考古学研究者の
読者も対象となる著書であることを最後につ
け加えて書評としたい．

（板谷徹丸）

愛智出版　1999年1月発行，A5判，248
ページ，定価 3,800 円（税抜き価格）
ISBN4_87256_375_1

本書は，今まで断片的な解説になりがちだ
った「酸汚染と酸性環境」の実態について，
解明されたことと未解明なことをわかりやす
くまとめ，「自然生態系を生物地球化学的な
視点」によって総合的に科学した画期的な本
である．編者は環境庁国立環境研究所で総合
研究官として「酸性雨研究プロジェクトチー
ム」を率いる生物地球化学者であり，その広
い研究視野と世界的な交流範囲が反映され
て，最新の研究成果が随所に盛り込まれてい
る．専門家のみならず，一般の人々にも読ん
で欲しい良書である．

酸性雨問題が大きな地球環境問題の一つと

酸性環境の生態学―酸汚染と
自然生態系を科学する―

佐竹研一編

してマスコミなどに取り上げられ，国民の関
心を集めるようになってすでに久しい．しか
し，「酸性雨という言葉の響き」から受ける
印象がそうさせるのか，通常は「酸性の雨へ
の表面的な関心や理解にとどまる」ことが多
い．従って，一般には1）酸性雨問題や，2）
雨・霧・大気粉塵に含まれて降下・沈着して
くる酸性汚染物質の中身や，3）複雑な過程
をたどりながら広がる汚染物質の影響がどの
ようになっているのか，といったことについ
て，「これまで何が明らかになり，また何が
わかっていないのか？」といった点について
の科学的な理解は得られていないといっても
過言ではないだろう．ところが，このような
理解の現状に対し，この問題についてより深
く知りたいと思う人々の要求に応えてくれる
成書は，これまであまりなかったように思わ
れる．
“酸性環境の生態学”というタイトルの，

地質学関係者にとって耳新しい響きのする本
書は，特に「酸性汚染物質の自然生態系への
影響」について，1）陸水生態系や森林生態
系を構成する水生植物や魚，2）水生昆虫や
藻類，あるいは 3）樹木や土壌微生物，など
への影響について，各分野でそれぞれ専門家
として研究活動を行っている方々が執筆した
ものである．もちろん河川・湖沼の自然水や
土壌の中に含まれる重金属などの分析も解説
されているので，特に「環境科学という広い
視点からの研究・理解が要求される」地質学
関係者にとって，本書は非常に示唆に富む内
容となっている．その主な目次構成は次の通
りである．

1．日本の自然酸性湖沼と酸性河川
2．陸水の酸性化と魚類への影響
3．酸性湖沼の水環境と生息魚類の変化
4．陸水の酸性化と水生昆虫への影響
5．環境の酸性化とナラタケによる森林被

害
6．酸性環境が地衣類に与える影響
7．森林生態系の物質循環と酸中和機構
8．窒素の循環および土壌酸性化
9．酸性雨による土壌酸性化と樹木影響

10．酸性降下物が落葉広葉樹に与える影響
11．ササ群落の土壌酸性化抑制機構
12．珪藻を環境指標として見た酸性環境
13．酸性雪による陸水への影響
また，酸性雨の被害といった断片的な現象

面の考察にとどまることなく，自然生態系と
いう大きなサイクルの中で，酸汚染の実態や
生態系への影響を動的にとらえているところ
に本書の画期的な特色がある．分析化学や生
態学における専門用語の使用が内容をやや難
しく感じさせている点は否めないが，サケ・
マス・イワナ・メダカ・ミズムシ・カゲロ
ウ，あるいはナラタケ・コケ・サクラ・カエ
デ・シラカンバ・スギ・ササなどの動植物が
全体を通して取り上げられているので，全く
の門外漢にとってもフィールド感のある「身
近な環境問題の意識が喚起される」内容構成
でもある．

「環境科学というグローバルな視野」が現
代の地質学者に必須となっているだけに，科
学的な信頼性の高い情報が豊富に盛り込まれ
ている本書は，本学会員とその周辺の人達に
はぜひ一読を薦めたい絶好の書である．本書
を通じて「酸汚染の実態とその自然生態系へ
の影響をより深く理解する」ことで，自然を
研究対象とする本学会員諸氏から，「良い地
球環境を次世代に残す知恵」が産み出されて
くれることを，評者も切に願うものである．

なお，購入希望者は直接，会員であること
を明示したFaxか郵便で，愛智出版までお申
し込みください．本学会員に限って価格の約
10％を割引き，代金後払い，送料は同社負
担のサービスを実施してくれるそうです．
連絡先：〒191_0065 東京都日野市旭が丘
1_14_13（株）愛智出版（Fax 042_583_0968）

（三田直樹）

東海大学出版会　1999年6月20日第1刷
発行，A5判，xxxvi＋483ページ，定価
5,000円＋税　ISBN4_486_01460_X

クーンのパラダイム説によると，科学は革
命の繰り返しによって進歩するといわれる．
我われは地球科学における一大科学革命「プ
レートテクトニクス革命」を目撃する幸運に
恵まれた．この革命で地質学が主役を担うこ
とができたのは深海掘削船「グローマー・チ
ャレンジャー号」のお陰である．しかしなが
ら，この掘削船とそれを舞台として活躍した
地質学者たちにこれまで十分なスポットライ
トが当てられてきただろうか．これまで，グ
ローマー・チャレンジャー号の活躍について
は科学ジャーナリストB. Horsfield & P.B.
Stoneによる“The Great Ocean Business”

（Hokker & Stoughton，London，1972）とい
う好著があったが，舞台上の名優たちには未
だライトが暗かった．

地球科学に革命を起こした船
グローマー・チャレンジャー号

高柳洋吉訳
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ここに紹介する訳本は，グローマー・チャ
レンジャー号上の科学者たちに光を当てたま
さに待望の書である．原著は著者自身が名優
の 一 人 で あ っ た K. J. Hsü（ 1992）：

“ Challenger at Sea ― A Ship that
Revolutionized Earth Science”（Princeton
Univ. Press）である．著者の略歴に触れてお
くと，Hsüは1929年南京に生まれ，1948年
中国の大学を卒業後，奨学金を得て渡米，
1950年オハイオ州立大学で修士号，1954年
にUCLAでPh. Dを取得，1964年にスイス連
邦工科大学教授に就任して，国際的に活躍．
現在は同大学名誉教授．

Hsüはいう．地球科学革命の成功は，地質
学者と地球物理学者を結び付けたグローマ
ー・チャレンジャー号の賜物であり，チャレ
ンジャーは地質学者を檜舞台に上げてくれた
と．著者の史観によれば，地球科学は二つの
革命をたどった．その第一革命は18世紀後
半のジェームス・ハットンの斉一説と19世
紀前半のウイリアム・スミスの層位学の成立
であり，1960年代後半から1970年代に確立
したプレートテクトニクスはその第二革命で
ある．本書はこの二つの革命を軸に，その先
頭に立った革命の志士たちを，ときには非情
に，ときには情感をこめて描いた歴史大作で
ある．登場人物はハットン，ライエル，ダー
ウィン，マーチソンからヴェーゲナーを経て，
ヘス，ムンク，そして第二革命の戦士に至る
まで343名を数える．Hsüの人脈の広がりと
交流の深さは驚くばかりである．この中には
何人もの日本の研究者も登場する．人物描写
はときにはその人の宗教，教育，政治的背景
からHsüの個人的好悪感情まで含まれ，人物
挿話に耳を傾けながら地球科学史を学ぶこと
ができる．また，要所要所で地質学の基本原
理や研究手法を解説しながら，著者の人生観
と哲学が語られるので，読者は知的充足感を
十分味わうことができよう．とくに，興味深
いのは，著者の研究キャリヤーの中で，当初，
古典的地球観に束縛されていた著者が次第に
プレートテクトニクスに改宗していく過程が
包み隠さず描かれていることである．

本書の序文は日本語版のみでなく，ドイツ
語版（1982年執筆），中国語版（1983），ア
メリカ版（1992）の各序文も収録されており，
その時どきの著者の心情がよく伝わってく
る．いずれも味わい深く，引きつけられる．
とくに，中国語版がよい．序文に続く本書の
構成は次の通りである．

第一部「革命前夜（1963_1968）」，第二部
「決定的進展（1968_1973）」，第三部「新領土
の開発（1973_1975）」，第四部「仕上げなが
ら新しい革命の種をまく（1975_1983）」，エ
ピローグ，訳者あとがき，写真版（14ペー
ジ），深海掘削航海目録（第1～96次），人名
索引からなる．

第一部ではハリー・ヘスの夢から実現した
グローマー・チャレンジャー号の船出までが
述べられている．とくに，古気候の温度計を
仕上げ，長い海底コアを手に入れたいため

JOIDESを設立して深海掘削計画の足掛かり
を作ったチェザーレ・エミリアニと地震探査
技術を開発したモーリス・ユーイングへの深
い敬愛と顕彰をこめて．

第二部はグローマー・チャレンジャー号に
よる大成果，海底拡大説の検証，プレートテ
クトニクス理論の評価，背弧海盆の起源，ホ
ットスポットの探索，トランスフォーム断層
の調査，を語る．これらの快挙を導いた大き
いうねりは何だったのか．それは権威に囚わ
れない自由な科学的発想があったからと著者
は考える．

この問題で著者の母国との対比が面白い．
偉大な文明に輝く中国で何故ガリレオもニュ
ートンも生まれなかったのか．それは儒教の
美徳が科学の判断には致命的なのである．こ
のため中国で科学革命は起きなかった．この
歴史の教訓に同胞は気づいてほしいと，著者
は訴える．そして，儒教の束縛から解かれて
いく著者自身の改宗の軌跡はどの記述よりも
面白く，印象的である．例えば，スミス層位
学の見方で始めたフランシスカン層群の研究

（Hsüの学位論文の研究）の破綻と挫折，そ
の後，Hsü自身によるプレートテクトニクス
の観点からのメランジュ概念の見直しとその
導入によってフランシスカンに世界の目を集
めることになった様子が語られる．

第三部の中心は，本書全体のハイライトで
もあるが，著者自身の改宗後の大ヒット「地
中海は干上がった」という科学的結論に至る
ドラマである．彼の本領である堆積学的証拠
をもって，なかなか納得しない地球物理学者
たちを説き伏せる過程はみごとである．

第四部はグローマー・チャレンジャー号の
最後の花道を飾った活動的縁辺域の掘削成
果，海底の環境を規制していた南極底層流の
挙動の把握から1973年の古海洋学の確立に
至るまでの過程，およびK_T境界での生物
大量死問題への貢献からなる．この時期に直
面した深海掘削計画の国際化（DSDPから
IPODへ）の問題，とくにHsüがまとめ役と
して苦労したヨーロッパ・コンソーシアム結
成の裏話など興味は尽きない．また，グロー
マー・チャレンジャー号の老朽化対策として
登場した代船エクスプローラー号から
SEDOCO（現在のレゾルーション号）に落
ちつくまでの経緯は，曇天が晴れ渡るような
話である．

大量死問題に関連して，著者はダーウィン
の自然淘汰説を鋭く批判するとともに，現在
の種の絶滅率は白亜紀末に匹敵すると現今の
環境的危機に警鐘を鳴らしている．なお，ア
ルヴァレズ親子以前に，Hsüは白亜紀末の生
物大量死を天体の衝突に求めていたのであ
る．

最後のエピローグで，著者は革命後の
ODP（国際深海掘削計画）が貧相になった
ことを嘆き，〈大きいことを考える〉ことの
できるもう一人のムンク，もう一人のヘス，
もう一人のエミリアニの出現を待望して全巻
を終わっている．

本書の魅力は訳者のあとがきに尽きる．評
者はこれほどの興味と興奮に満ちた地質学史
―地球科学史を知らない．それは中国の一角
から世界に飛翔して波瀾に満ちた研究活動を
送った著者のエネルギー，明晰な頭脳，率直
さ，適応力，ロマン，個性的人間性と感性か
ら出たものだからである．とにかく面白い．
このユニークな啓蒙書を日本語で読めること
に感謝したい．

訳者の出版意図を代弁すると，本書によっ
て地球科学に対する一般的な理解が深まり，
未来を担う若い世代の興味をかきたて，科学
に献身する人たちが多くなることである．評
者もそれを願っている．21世紀の国際舞台
で日本に求められているもの，それが本書に
示されている．全地質学徒に一読をお薦めし
たい．

訳文はよくこなれていて大変読みやすく，
翻訳作業の苦労を思い，訳者の地道な努力に
敬意を表するものである．

（岡田博有）

小川町　1999年3月25日発行　283ペー
ジ，定価3,500円＋450円（送料）

自前のデータによる町史づくり 新しい段階
を迎えた地方の時代とも言える1980～1990
年代は，地域ごとの歴史編纂がさかんであっ
た．手短にいままでの資料を集大成しただけ
の編纂事業もあれば，新しい見方にたって調
査のやり直しの段階から手掛けられた歴史編
纂もあった．この本の編纂は後者のケースに
あたる．しかも，「あとがき」にも記されて
いるように，「本づくりにあたっては，事前
に調査の時間を十分にとって，自前のデータ
ーでまとめてほしい」という依頼主（小川町）
の意向があった．わが町を愛してやまない，
という依頼主の意気込みが伝わってくる．

こうした意向に応えた調査・執筆陣づくり

小川町の歴史　別編

小川町の自然　地質編
―大地にきざまれた歴史―

小川町史地質調査団
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は，きわめて組織だったものであった．つま
り，この陣容の中核は，古生代，中新世，第
四紀の3つの時代のそれぞれに，自前のデー
タを十分にもち，十分な調査・研究実績のあ
るグループがすえられた．それらは中・古生
代が関東山地団体研究グループ，中新世が比
企団体研究グループ，第四紀が新しく組織さ
れたグループであった．これらを統括した調
査団が全てをとりしきった．

これらのグループが1992年から1996年ま
での5年間を調査期間にあて，その後の3年
間を執筆期間にあてて，この本が創られた．
この本のような，地域の住民すべてが読者対
称になる地史の編纂にあたっては，「中学生
でも読みこなせる記述と構成」，「あらゆる階
層の人たちのニーズに応える地域地質事典と
しての内容」，「地域の資源・環境・防災など
の基礎・参考資料集」という3つの要素が要
求されよう．この意味でいえば，最初の要素
が第1部の「大地にきざまれた小川町の歴
史」，第2の要素が第2部の「小川町の地質」，
第3の要素が第3部の「小川町の地質資料」
となっている．
オールカラーの古自然の復元図 第1部にお
いては，花粉化石に基づく「1万年の森のう
つりかわり」，小川ロームや昆虫化石などに
基づく氷河時代の古環境，中新世の堆積盆地
の発生期と終末期，1億年前ごろの「中央構
造線」近傍の地殻変動，笠山の古海底火山な
ど，数多くの見ごたえのあるカラーの復元図
がならぶ．地域の人たちに聞きなれた地名が
ぞくぞくと出てくるので，きっと，一気に読
みすすまれるに違いない．

この部の第5章に，地元で呼びならわされ
ている「仙元山地震」の紹介がある．この地
震は「1931年の西埼玉地震」であるが，そ
の解説をつけておかないと，少し分かりづら
い．気象の記述も，「雷の通り道」など，暮
しに関連するところが多いので，小川盆地と
いう地形的条件との関係などを指摘しておく
と，より親しみがでたであろう．また，一般
にも入手可能な文献の紹介を多くすれば，こ
れらの成果がよりはっきりと理解されるに違い
ない．ともあれ，オールカラーは圧巻である．
地域地質事典 第2部は，地域地質事典とし
ても使える記述になっていて，むずかしく論
争の絶えない関東山地東縁部の中・古生界に
ついて，簡潔，かつ，正確に書かれている．
これによって，地質家は，この地域の中生代
後期～末期の問題点の整理ができる．中新世
の堆積盆地についても，新しい成果がたくさ
ん含まれている．とくに小川町層の基底部の
化石群集の報告は，関東山地北東縁部の中新
世の造構史を考える上で重要である．第四紀
の段丘区分が新しくなされており，秩父盆地
や関東山地東縁との対比で貴重なデータであ
る．最後に地史の諸問題が述べられていて，
関東山地の帯状構造のみかた，押しかぶせ地
塊，断層，段丘の対比などがまとめられてい
る．小川地域は，第四紀の隆起の著しいとこ
ろでもあるので，活断層や地震などについて

コメントできたのではなかろうか．
カラーの地質図 添付資料としてカラーの地
質図と3つの断面図が添えられている．とく
に興味深いのが断面図で，御荷鉾緑色岩類の
ほぼ平らな上面の上位に，褶曲した白亜系・
古第三系が重なり，それらがブロック化され
ている様子などが復元されていたり，長年論
争の的になってきた堂平山での構造も，きっ
ちりと描かれている．さまざまな構造復元を
シミュレートできて，楽しい．

以上のように，この本は，恵まれた条件を
活かしてのたいへんな労作である．地域の地
質情報がこれほど集中的，総合的，体系的に
処理されているのも珍しい．全国でも，かな
りの地質家が，この本の刊行と同じような事
業にかかわっていると思われる．たいへん参
考になるので，ぜひ，御一読されることをお
薦めしたい．

なお，この本は，下記へ3,950円（送料こみ）
を添えて現金書留で申し込めば入手できる．

〒 355_0311 埼玉県比企郡小川町高谷
1507_18 小川町市史編さん係

（角田史雄）

応用地質学会　1999年4月発行，A4判，
294 ページ，定価 4,000 円　ISBN4_

931517_01_3

斜面問題を取り扱った書籍の多くは，発生
した斜面変動に対してどのような対策工を施
工するのが適切かという，主として工学的な
観点から書かれている．それに対して，本書
は，斜面変動を地質学的・地形学的手法によ
って，地形発達史を解明し，それを将来的な
予測に利用しようという立場で書かれてい
る．このため，実務で斜面問題を扱っている
技術者にとっては，一般書籍とかなり趣を異
にすると感じられる書に仕上がっている．

本書は，平成6年度から3か年計画で，日
本応用地質学会研究企画委員会の下に「斜面
地質に関する研究特別委員会」が設置され，
その活動内容・成果をとりまとめたものであ
る．執筆者は，現在第一線で活躍中の研究者
や技術者で構成され，6つのワーキンググル
ープを編成し執筆に当たっている．

執筆の方針としては，「今日主流となって
いる斜面問題の解決方法は，技術的な方策で
対症療法的に対処する力学的予測である．本
書で提唱している“斜面地質学”は，時間の
ファクターを重視した発達史的アプローチで
あり，その定量的モデルの開発であって，予
防医学的な対策に効力を発揮する．」という
主張が貫かれており，非常に読み応えのある
できに仕上がっている．

斜面問題に関して，とかく解析テクニック

斜面地質学

―その研究動向と今後の展望―

や，枝葉末節的設計方法が話題になるような
昨今の状況の中で，これでけ真正面から斜面
問題の本質的アプローチがまとめられたとい
うことは重要な意義があるものと思われる．

本書は，
第1章 斜面における地質学―斜面地質学

の提唱―
第2章 斜面変動と地質
第3章 風化・浸食と斜面変動
第4章 第四紀における斜面発達史
第5章 不安定化機構―すべり面の形成―
第6章 調査・評価手法
第7章 事例研究

の7章からなる．
第1章では，地質学の中でも地すべりや崩

壊などの現象を扱う機会が多くなり，斜面で
発生する諸々の地質現象を研究対象とする分
野として「斜面地質学」を提唱している．

第2章では，斜面変動と地質との研究史を
整理した後，地質的素因について事例や新し
い知見を交えながら丁寧に説明している．

第3章では，風化・浸食についてまとめら
れている．特に風化に関しては，斜面安定に
深く関与しているにも関わらず，あまり正面
から取り上げられた書物がなかった．本章で
は，風化による強度低下や，地形形成過程な
どについてわかりやすく解説してある．

第4章は，第四紀において斜面地形がいか
にして形成されたかを解説してある．斜面問
題を取り扱う場合，まず地表地形を調べるわ
けであるが，その中にも数多くの情報が存在
していることが，本章を読むことによって理
解できると思う．

第5章は，「不安定化とは何か」から始ま
って，「破壊の伝播と地すべりの発生メカニ
ズム」をわかりやすく解説している．通常実
務で用いる「破壊の同時性」や「地盤の均一
性」の仮定には相当な無理があり，それを解
決するための今後の展望を示している．

第6章では，目的や，事業の進捗段階によ
り多種多様となる調査方法についてコンパク
トにまとめ，それぞれの適用限界や問題点ま
で言及している．

第7章は，委員会のメンバーを中心とした
技術者が関わる地すべり地の事例研究であ
り，本書の3分の1を占めている．紹介され
ている21の斜面事例は，執筆者が深く関与
している現場であり，かなりつっこんだ内容
となっている．

評者の印象としては，斜面現象を地質学・
地形学的手法により，ことの本質に迫ろうと
する熱意を感じる．実務で斜面対策に携わっ
たことのある技術者にとっては，かなりのイ
ンパクトがあり，真摯に斜面問題を考える人
にとって最適の書となると思う．これだけの
成果をとりまとめられた日本応用地質学会斜
面地質に関する研究特別委員会のメンバーお
よび執筆者の方々のご苦労に敬意を表する次
第である．

（太田英将）
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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．

東京大学地震研究所
一般公開「地球を斬る」

東京大学地震研究所では，一般市民の方や
学生・生徒のみなさんを対象として，地球科
学に関する最先端の研究に触れていただくと
ともに，私共の研究活動についてご理解いた
だけますよう，一般公開を下記の要領で行い
ます．皆様のご来訪を心よりお待ちいたして
おります．
◎一般公開
日時：平成 11 年 8 月 2 日（月），3 日（火）

10 : 00～16 : 30
（上記の時間内にご自由に見学できます）

場所：東京大学地震研究所（文京区弥生
1_1_1）

駐車場がありませんのでお車での来場は
ご遠慮ください．

展示内容：地震や火山噴火の仕組み，災害の
防止等に関する研究について，最新の成果
をコンピューター映像やパネル展示でわか
りやすく説明します．また，起震車による
地震動の体験コーナーや地球科学に関する
質問コーナーも開設する予定です．

一般公開会場「地震研究所」
営団地下鉄南北線 東大前駅より徒歩4分
営団地下鉄千代田線 根津駅より徒歩10分

問い合わせ先：東京大学地震研究所　庶務掛
電話 03_5841_5666

＊このほか8月2日に行われる公開講義に関
しましても，地震研究所から案内が来ており
ますが，本ニュース誌の発行・送付が申し込
み〆切日より後になりますので，今回はご案
内いたしません．

第49回東レ科学講演会
日　時：平成11年9月22日（水）

開演18時00分　終演20時40分
ところ：有楽町朝日ホール（有楽町マリオン

11階）
東京都千代田区有楽町2_5_1（JR有楽
町駅前）

テーマ：“よくわかる生命科学の新しい展開”
1． クローン生物と臓器形成の現在

東京大学大学院総合文化研究科教授
津島　誠

2． 脳と神経の働きに挑む
東京大学医科学研究所教授　理化学研
究所脳科学総合研究センター，発生・
分化研究グループディレクター

御子柴克彦
その他：入場無料，予約の必要はありません．

定員638名（当日会場先着順・開場：17時
30分）
ご来聴の方には，後日講演記録を進呈いた

します．
主催：東レ科学振興会
後援：日本動物学会・日本発生生物学会・日

本生化学会
問い合わせ先：財団法人　東レ科学振興会

〒279 千葉県浦安市美浜1_8_1（東レビル）
電話 047_350_6103

東海地震防災セミナー
1999のお知らせ［第16回］

下記のとおり本年も開催いたします．関心
をお持ちの方々のご参加を期待します．
日時：平成11年11月11日（木）13 : 30_16 : 00
会場：静岡商工会議所会館5階ホール

（JR静岡駅北口西側）
テーマ：東海地震防災への新たな取り組み

座長：名古屋大学名誉教授　飯田汲事
1． 大規模地震災害の特徴と問題点

京都大学防災研究所教授・工博
河田恵昭

2． 効果的な地震防災対策
東京大学生産技術研究所助教授・工博

目黒公郎
主催：東海地震防災研究会
連絡先：〒422_8035静岡市宮竹1_9_24

土研究事務所
電話 054_238_3240 Fax 054_238_3241

（土　隆一）
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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．

「朝日賞」候補者推薦依頼の
お知らせ

朝日新聞文化財団より，1999年度「朝日
賞」の候補者の推薦依頼がありましたので，
お知らせいたします．

記
朝日新聞社は文化活動支援を公益的な立場

から行うため，1992年に「朝日新聞文化財
団」を設立し，朝日賞の授賞事業は当文化財
団が継承しました．

この賞は，1929（昭和4）年に朝日新聞社
が創刊50周年を記念して創設したもので，
わが国のさまざまな分野において，傑出した
業績をあげ，文化，社会の発展，向上に多大
な貢献をされた個人または団体にお贈りして
まいりました．

推薦票は，8月31日（火）まで，所定様式
送付となりますので，推薦を希望される方は
8月15日までに，執行委員会あてお知らせく

ださい．
問い合わせ先：朝日新聞社文化企画局文化メ

セナ部「朝日賞」係
〒104_8011東京都中央区築地5_3_2
電話直通 03_5540_7453 Fax 03_3541_8999

平成12年度日本学術振興会
カイロ・ナイロビ研究連絡セ
ンター派遣研究者募集要項
趣旨：日本学術振興会は，エジプトを中心と

した西アジア地域およびケニアを中心とし
たアフリカ地域をそれぞれ対象として，こ
れらの地域にかかる学術情報の収集および
我が国の学術情報の提供，センター対象地
域への訪問日本人研究者にかかる各種の便
宜供与などを行うことを目的として，カイ
ロおよびナイロビに研究連絡センターを設
置しており，これらのセンターで下記の業
務に携わる派遣研究者を募集するものであ
る．

応募資格：当該地域にかかわる研究を行って
いる我が国の中堅・若手研究者（博士の学
位を有する者，またはこれと同等の研究業
績を有する者）

ただし，ナイロビ研究連絡センターの短
期派遣研究者については，教授・助教授ま
たはそれに準ずる研究者

派遣予定人数および派遣期間（原則として平
成12年4月から派遣）：

（1）カイロ研究連絡センター（エジプト・
アラブ共和国）1人　1年

（1）ナイロビ研究連絡センター（ケニア共
和国）長期1人　1年以上

短期1人　4か月以上6か月以内
派遣研究者の業務：日本学術振興会は，セン

ター派遣研究者にセンターの運営業務を委
嘱する．

センター派遣研究者は，センター業務
（センター運営経費の管理・執行を含む．）
に携わるほか，センター業務に支障がない
限り研究活動を行うことができる．

支給する経費：
往復航空賃，滞在費・調査研究費（本会旅
費規定による．別途宿舎を提供）， 海外旅
行障害保険料

申請期間：平成11年9月13日（月）～17日
（金）（必着）

連絡先：〒102_0094 東京都千代田区紀尾
井町6_26_3 上智紀尾井坂ビル5階
日本学術振興会　国際情報課「海外研究連
絡センター」係
電話 03_3263_1721 Fax 03_3263_1854

各賞・
研究助成



平成11年度（第21回）沖
縄研究奨励賞候補者推薦に
ついて

財団法人沖縄協会より標記推薦依頼があり
ましたので，お知らせいたします．
推薦応募開始：平成11年7月15日
推薦応募締め切り：平成11年9月30日（当

日消印有効）
受賞者発表：平成11年12月6日　
贈呈式・受賞者記念講演および祝賀会：平成

12年1月20日（那覇市内のパシフィック
ホテル沖縄で開催）

詳細は本会および下記にお問い合わせく
ださい．

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

財団法人東レ科学振興会より例年とおり以
下の推薦がありましたので，お知らせいたし
ます．

第40回（平成11年度）東
レ科学技術賞候補者
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
科学技術賞：1件につき，賞状，金メダルお

よび賞金500万円（2件前後の予定）
推薦締切期日：平成11年10月8日（金）必着

第40回（平成11年度）東
レ科学技術研究助成候補者
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，萌芽的研究を活発に行っている
若手研究者

研究助成金：総額1億3千万円．1件3千万円
程度まで10件程度とします．

推薦締切期日：平成11年10月8日（金）必着

連絡先：財団法人東レ科学振興会　
〒279_8555 千葉県浦安市美浜1_8_1（東
レビル）電話 047_350_6103 Fax 047_

350_6082

第2回大学婦人協会守田科
学研究奨励賞　受賞候補者
募集について
趣旨：本賞は化学教育者故守田純子氏から女

性科学研究者育成のためにと遺贈された資
金を基にして，自然科学を専門とする女性
科学者の研究を奨励し，科学の発展に貢献
する人材を育成することを目的として設け
られたものです．

対象：自然科学分野において，優れた研究成
果をあげており，将来自然科学の発展に貢
献することが期待される40歳未満（応募
締切日現在）の女性科学者を対象としてい
ます．

授賞件数：年2件以内
賞状および副賞30万円を贈呈します．

提出書類：1．推薦状，2．履歴書（写真添
付），3．研究業績リスト，主要な論文別刷，
4．研究題目とその概要および今後の展
望・抱負等（A4判1～2ページ以内）

応募締切日：1999年11月30日（火）（必着）
書類送付先および連絡先：社団法人　大学婦

人協会
〒160_0017東京都新宿区左門町11番6の
101 電話 03_3358_2882 Fax 03_3358_

2889

なお，第1回受賞者は次の2方でした．
斎藤礼子博士　東京工業大学大学院理工学研

究科助手（高分子化学）
原田慶恵博士　慶應義塾大学理工学部物理学

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

既掲載公募採用結果のお知らせをいた
だきましたので，ご報告いたします．

東京大学地震研究所（地球化学分野）助
手　折橋裕二氏

千葉大学理学部地球科学科
教員公募

理学部地球科学科では学内の海洋バイオシ
ステム研究センター（安房郡天津小湊町内浦
1）と密接な関係を築いています．地球科学
科では，着任される方に，人事交流を含め，
積極的にそれに参加することを望んでいま
す．
担当講座：千葉大学理学部地球科学科地球進

化学講座

職　　種：教授1名
分　　野：古生物学

とくに，生物の古生態および進化を専門
とし，野外調査に基づく研究・教育を積極
的に行える方．さらに，他の地球科学の分
野と連携して研究・教育を進められる方．

応募資格：博士の学位を持つ50才位までの
方

着任時期：決定後なるべく早い時期
応募書類：

a） 履歴書
b） 業績リスト（レフリーを通った論文と

それ以外のものとを区別して下さい）
c） 主要な論文5編程度の別刷り，或いは

そのコピー
d） 推薦状または応募者の所見を伺える方，

数名の氏名，連絡先など
e） これまでの教育・研究実績と千葉大学

赴任後の教育・研究の計画・抱負など
をA4用紙2～3枚に記述して下さい

応募締切：1999年9月3日必着
書類送付先および問い合わせ先：

〒263_8522 千葉県千葉市稲毛区弥生町1_

33 千葉大学理学部地球科学科　伊藤谷生
電話 043_290_2856 Fax 043_290_2859
E-mail : tito@earth.s.chiba-u.ac.jp
応募書類は必ず書留郵便にて送付し，封筒

には「応募書類」と朱筆して下さい．

理学部地球科学科，自然科学研究科，海洋バ
イオシステム研究センター教官（理学部兼務
を含む）の内容（平成11年7月1日現在）
講座名 教授/助教授/助手
地球進化学

西田　孝・井上厚行・本選考/小竹信宏/
古川　登/高橋奈津子

地球ダイナミックス

伊勢崎修弘・廣井美邦・伊藤谷生/金川
久一・選考中/津村紀子

地球環境科学

佐倉保夫・大原　隆・水谷武司・選考中/
伊藤　慎・宮内祟裕/松本みどり

自然科学研究科

古谷尊彦/島　伸和・唐　常源/選考中

海洋バイオシステム研究センター

山口寿之/津久井雅志/亀尾浩司

地球科学科教員は，普遍教育ならびに大学
院自然科学研究科・博士前期課程および博士
後期課程の教育にも参加していただきます．

公募



東京大学海洋研究所の公募

採用人員：東京大学海洋研究所海底堆積部門
教授 1名

研究内容：海底堆積部門は，海洋底の堆積層，
地質構造，活断層などの観測解析により海
洋底の地質学的研究を推進しています．ま
た，当部門では，国際深海掘削計画，日仏
KAIKO計画，海半球プロジェクト，イン
ターリッジなどのプロジェクト研究に積極
的に参画しています．
本公募では，海洋地質学分野の研究を推し

進めるとともに，国際研究プロジェクトにお
いてリーダーシップを発揮できる方を希望し
ます．また，本学理学系研究科の教官として
大学院教育にも携わっていただきます．
提出書類：

1）履歴書　2）研究業績目録（原著論文，
総説，その他，に分けること） 3）主要論
文5編の別刷り（またはコピー）各1部　4）
研究業績の概要と今後の研究に対する抱負

（1,000字程度） 5）推薦書1通または応募
者について参考意見を述べることのできる
人（2名）の氏名および連絡先

公募期限　平成11年9月16日（木）
提出書類送付先（簡易書留で送付のこと）：

〒164_8639 東京都中野区南台1_15_1
東京大学海洋研究所
所長　平 啓介

現在の部門職員構成（平成11年6月現在）
部門名　教授/助教授/助手/技術官
海底堆積部門 （本公募）/徳山英一/斎藤
実篤・望月公廣/山本冨士夫
問い合わせ先：玉木賢策

電話：03_5351_6443
e-mail : tamaki@ori.u-tokyo.ac.jp
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報告
本会委員会以外の研究会・
委員会等よりのお知らせを
掲載します．

3学会（日本地学教育学会・
日本地質学会・地学団体研
究会）共催，第8回地学教
育セミナー（於，学習院
中・高等科）の報告

6月13日（日）に第8回地学教育セミナー
が開かれた．今回は日本地学教育学会が担当
しておこなわれ，冒頭に榊原会長より挨拶が
あった．

今回は『地球環境問題を探って』と題して，
以下の3つの講演が行われた．いずれも，内
容豊かな講演であったが，紙面の関係で，こ
こでは一部の内容のみ紹介する．

家庭でできる地球環境実験から，バイオメデ
レーションの最先端まで

……………………田崎和江氏（金沢大学）
油にまみれた玉石をきれいにするには，あ

なたならどうします．
1997年1月，ロシア船籍の「ナホトカ号」

の重油流出事故があった．流出した大量の重
油が海岸に漂着し始めたときに，行政は学者
にその対策を相談した．ところがなかなか適
当な人が見つからない．「石油は専門ではな
い」などなど，いろいろな部署を「たらいま
わし」にされたあと，『地球環境学』の田崎
会員まで辿りついたという．

外国の例ではこういう時には地理・地形学
者，考古学者や地質学者などに連絡する，と
いうマニュアルがあるらしい．つまり，現場
で直ぐに対応できる能力が地質学者には期待
されているというのだ．

とはいえ，田崎会員の話だけでも，それは
それで大変なことであったということが十分
にわかった．岩にべっとりくっついた原油は
どのように除去できるか．この場合は「しゃ
もじ」状の木片ではがすのが最適だったらし
い．それでは砂利浜に漂着した場合はどうか．

最初は玉石を雑巾でひとつひとつふいてきれ
いにするという作業から始まったそうであ
る．雑巾で一つ一つ拭くことは永遠に続きそ
うな作業である．これでは，ボランティア参
加者も精神的に参ってしまう．
「それではどうしますか．地質屋さん？」．
こういう問いかけをしながらのお話で，参

加者も緊張する？講演であった．
そこで解答．玉石は温めた海水で洗うのが

一番効果的であったという．ドラム缶のよう
なものに海水を入れ，それを沸かしてお湯に
する．そこに「立ち食いソバ」と同じように，
玉石をカゴにいれ，ゆさゆさと揺すると油が
分離できる．その“うわずみ”の油を取り除
きながら，作業を続けるという「温海水法」
を，現場の作業のなかで考案したという．こ
れは「特許もの」のアイデアだが，田崎氏に
よると「どんどん広めちゃったほうがよい」
とのことであった．

しかし，重油流出事故の場合，海上での処
理が基本である．ところが，日本は非常にそ
の対策がお粗末で，日本海側にはそのための
船は一隻も無いそうである．

この他，身近な材料をつかった実験やバク
テリアの働きの紹介など，非常に地学教育へ
の示唆に富む内容が満載であった．

地形と地質は農業の姿を決める―気候と歴史
も生かして農業を元気にしたい―　

……………井上　駿氏（総合農学会会長）
日本の伝統農業こそ理想的な農法であっ

た．
井上氏は国際的な協力事業に参加したなか

での，タイ中央平原での経験をまず話された．
ここでは住居，道路，灌漑施設があるのは自
然堤防などの微高地である．それ以外の土地
は後背湿地で土壌には粘土が多い．だから，
ここで，落花生を作っても，収穫するときに
土のなかから掘り出せない．土が乾いて，か
ちかちに，かたまってしまうからである．し
たがって，収穫のときには，灌漑水をいれて，
土を柔らかくして取り出すのだという．また，
落花生にこびりついた粘土を洗い流さないと
商品にならない．このようなことから，自然
堤防ぞい農業の形態は，それ以外の土地の農
業とはちがうのである．つまり，農業の姿と
いうのは耕地の土質で決まり，それは地形

的・地質的な要因，さらに歴史的な条件の中
で形成されてきたものなのである．

次に日本の伝統的な農業について話され，
農業生産力の高さと同時に，環境への負荷の
ない農業の実例として評価できるものだった
ことを示された．しかし，戦後の“農業改革”
の中で，アメリカの政策的な動きも影響して，
次第に農業の形も変化してきた．だから今の
日本の農業は必ずしも「環境にやさしく」な
い．環境問題を考える上で日本の農業の伝統
的な考えを取り戻すことも一つの方法なので
はないだろうかと提起された．

水環境問題と地質学―国内外の現場から―
……………末永和幸氏（応用地質研究会）

バングラデッシュのヒ素汚染
われわれには常識的なことであっても，地

下水の実態は意外に知られていない．地下に
空洞があって，そこに水が流れているという
イメージがある．これは学校教育でも経験す
る事で，例えば「地下水面」というと，そこ
に「地下の池の水面がある」と生徒はイメー
ジするようだ．講演では，まず地下水の実態
について，実際の調査あるいは観測の資料を
しめしながら話された．

次に，バングラデッシュの地下水ヒ素汚染
について話された．ヒ素中毒になると皮膚に
白い斑点があらわれたり，足にイボ状の突起
ができたりするような異常が見られる．ひど
くなると皮膚癌になる．軽い症状であれば，
バングラデッシュでは普通に見られるとい
う．つまり，バングラデッシュでは国土のほ
ぼ全域でこのヒ素汚染が見られるようであ
る．ところが，原因がよくわからない．いま
のところ人為的な汚染であるとは言えないよ
うだ．それでは，自然的な要因で，どのよう
に濃集したものなのか．これもまだ解明され
ていない．たとえば，調査した例では同じ村
でも井戸によってヒ素の濃度は違うのであ
る．一般的にいえることであるが，泥岩のな
かには他の堆積岩にくらべてヒ素がおおく含
まれる．今までの調査では，汚染地域をボー
リングしてみると，やはりヒ素濃度が高い泥
岩層がある事がわかっているそうである．

NGOの活動としての，正確な現状の解明
とその解決に向けての報告であった．

（担当　佐瀬和義）
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東京工業大学理学部
地球惑星科学教室　丸山研究室

ホームページ：http://www.geo.titech.ac.jp/maruyamalab/maruya-
malab.html 

固体地球のダイナミクスを核から表層に至る全地球的な規模で考
え，さらにその変動の歴史を地球誕生にまで遡って解明する（全地
球史解読）ことを研究目標としています．地質学的手法と岩石学的
手法が大きな柱となっており，地質学的手法では，世界中のさまざ
まな地域において野外調査を行っています．具体的には，インドネ
シア，オーストラリア，カザフスタン，グリーンランド，ジンバブ
エ，中国，南アフリカ共和国，ロシアなどです．岩石学的手法では，
顕微鏡観察やEPMA分析に加え，圦本・平田研究室の協力を得て
SIMS，ICP_MSなどを用いた超高感度化学分析，年代測定を行っ
ています．また，高橋研究室と共同で超高圧実験岩石学を行ってお
り，天然の試料と実験の両面から地球深部の現象に迫ろうとしてい
ます．

世界のトップレベルの研究者との交流が盛んで，国際研究集会が
多く開かれるのも丸山研究室の大きな特色の1つです．また地質・
岩石学以外の分野とも頻繁に交流し，学際的に研究を進めているこ
とも特色です．研究室の一週間の流れは，金曜日に昼食会があり，
みんなで昼食を摂りながら，各人の今週の研究の進行状況と来週の
予定を話します．その後，談話会（大ゼミ）があり，議論が盛んに
行われます．それ以外にも，マントルゼミ（カンラン岩・玄武岩系
における超高圧下での主・副成分鉱物の安定関係と物性），水ゼミ

（地球史におけるH2Oの大循環），表層環境ゼミ（地球史を通じた
表層環境の変化と生命の進化），変成岩ゼミ（変成岩研究グループ
の進歩状況報告会）が進行中で，それぞれに活発な議論が交わされ
ています．

（文責：内尾優子）

丸山研のメンバーからのコメント

丸山研究室とは？

研究室紹介　No. 8 小木曽　哲（PD）：ホットスポットマグマの起源物質と成因の解明
を目指して，高温高圧融解実験や海洋島玄武岩の化学分析を行っ
ている．現在の研究は，大平洋地域のホットスポット・アルカリ
玄武岩の成因について．
太田　努 学振特別研究員（PD）：古生代のオフィオライト（ロシ

ア）や超高圧変成岩（カザフスタン）中生代の高圧変成岩（北海
道）を研究しています．
太田　宏 学振特別研究員（PD）：西豪州，ピルバラの太古代緑色

岩帯の付加体地質学・緑色岩（火成岩）岩石学．圦本研究室所属
ですが，丸山研に頻繁に出入りしています．
Chris Parkinson（PD）：Since receiving my PhD from London

University in 1991. I have been involved in multidiciplinary
research of the links between tectonics and metamorphism at con-
vergent plate margins, and I have studied the structure, petrology
and field relations of high P/T and UHP metamorphic belts in
Indonesia, California, Greece, Japan and Kazahkstan.
折橋裕二（PD）：主にアファー・アラビアおよび東アフリカ地域に

分布する，マントルプルームに関連した火山岩類の地質学的・岩
石化学的研究を行っています．
小宮　剛（PD）：太古代から原生代の造山帯の地質と緑色岩の化学

分析からマントルの温度・組成の経年変化を読みとることを研究
してきました．最近は“いま”のことにもっと興味があります．
岡本和明（研究生）：研究テーマ　実験岩石学（沈み込み帯深部の

水の分布），太古代から現在までの沈み込み帯変成岩の地質学．
昨年は，南アフリカ太古代緑色岩帯の地質調査を行ってきました．
実験圧力は17GPaまで到達しました．今年は，太古代付加体の
構造地質学的研究と20GPa以上の（大人？）の圧力での実験が
目標です．
Ade Kadarusman（D2）：I am from Indonesia, working at Indonesian

Institute of Sciences (e.g. Geotechnology-LIPI-Bandung). Since
April 1998, enrolled as doctor course student at Maruyama Lab. My
own study is :“Petrology of garnet peridotite and Ophiolite from
Sulawesi, Indonesia”.
真砂英樹（D2）：専門は岩石学とテクトニクス．現在の研究テーマ

は超高圧変成岩（エクロジャイト）の岩石学．将来の夢は丸山研
野球部の抑えのエースになることです．（対戦チーム募集中）
石川　晃（D1）：これまではインドネシアに産するオフィオライト

の火成岩岩石学を行ってきました．最近はまわりからの影響によ
り，地球深部に興味をもちはじめ，いちから勉強中です．
上野雄一郎（D1）：35億年前の細菌化石を研究しています．化石を

含む地層の層序や岩相から原始的な化石細菌の生息環境を推定す
る一方，化石の形態と炭素同位体比から化石細菌の種類を考察し
ます．
北島宏輝（D1）：太古代（35億年前）の中央海嶺近傍における物

理・化学的環境，特に水深と熱水・海水の化学組成を実際の測定
と熱力計算から明らかにしたいと思っています．
清水健二（D1）：研究テーマはクロムスピネル中のメルト包有物と

含水マントル融解実験からみたコマチアイトの起源とマントルの
進化です．
内尾優子（M2）：原生代/顕生代境界頃（約5.4億年前）に起きた表

層環境の変動に興味があります．只今，ロシア南部のアルタイ地
域の石灰岩を研究しています．
宇都宮　敦（M2）：プレカンブリア紀/カンブリア紀境界頃のマン

トル活動の解明を目指して，ロシア共和国南部アルタイ地域の緑
色岩の岩石学的研究をしています．
片山郁夫（M2）：超高圧変成岩に産するジルコン中の包有物を研究

しているジルコニア片山です．子供が生まれたら女ならジル子，
男なら“じるこん”にしようかなー．あ，いっけねー最後に“ん”
がついちゃった．あれ，しり取じゃないんだっけ？
村上元彦（M1）：マントルかんらん岩中にジルコンが存在するとい

う推測をもとにそのジルコンの年代を測定することによって鉱物
レベルでの物質循環の証拠をつきとめたいと考えています．
山本純平（M1）：カザフスタン共和国コクチェタフ超高圧変成帯の

試料を用い，沈み込む海洋地殻の交代作用についての研究をして
います．
高橋徳幸（M1）：ボニナイトのカンラン石，スピネルのメルト包有

物中の同位体比を測定し，マグマ中の流体の挙動について考察し
ます．

院生コーナー

折橋（現　東大地震研）�

石川� 清水�

臼井（現　岡山大固体地球センター）�

クリス�
（理研）�

太田（努）�
丸山�

片山�
岡本�山梨�

宇都宮�

村上�

金子�
（現　地調）�

葛城�
（秘書）� アントン�

（NEDRA，カザフスタン）�

渡辺�
（秘書）� 秋元�

（秘書）�

太田（宏）内尾�

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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☆

北海道支部地質見学会の
ご案内

日　時：1999年8月28（土）13 : 00～29日（日）15 : 00
主　催：日本地質学会北海道支部・日高町
内　容：日高山脈館見学と白亜紀前弧域の地質
日　程：8/28（土）普及講演会（13_15時）日高町道の駅

日高山脈館見学（15_17時）日高町道の駅
懇親会（18_20時）日高高原荘
29（日）日高町周辺の巡検（9_15時）

集合解散：現地（公共交通手段：JR占冠中央駅～日高町役場のバ
ス）

募集定員：巡検参加者分は35名（日高町中～大型バス使用のため）
参加費用：（申し込み時に明記の上，部分参加も可能です） 懇親

会　3,000円
宿泊朝食弁当　5,000円　巡検のみ　2,000円（弁当持参，
資料代・諸経費等含み）

案内者：加藤孝幸（アースサイエンス）・川村信人（北大）・中川
充（地調道支所）

申し込み：下記の支部事務局巡検係まで，葉書・Fax・E-mailでお
申し込みください．先着35名で定員になり次第締め切り
ます．申し込まれた方には確認の連絡を差し上げます．

日本地質学会北海道支部事務局巡検係　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

☆

『第7回　火山灰巡検』報告

関東支部では，恒例の火山灰巡検を6月4日に実施した．これま
で同様，東京都立大学名誉教授の町田　洋先生と同大学大学院理学
研究科教授の山崎晴雄先生に案内していただいたが，今回は大磯丘
陵から丹沢山地周辺に場所を移し，丹沢山地の成立を足柄層群の岩
相や活断層の活動から考えることとこの地域に厚く分布する富士山
のテフラから富士山の発達史を読むことを目的に巡検を行った．

主な話題は
1） 足柄平野周辺の活断層と丹沢山地等の地殻変動との関係
2） 足柄層群の岩相変化と丹沢山地の隆起運動及び足柄層群の年

代問題
3） 富士山の完新世テフラや富士黒土層と富士山の発達史
4） 富士山のテフラ中のきわめて保存のよい御岳第1テフラ

であった．

参加者は24名で，地質コンサルタント関係者が全体の2/3と昨
年同様多かった．今回も，参加者の方々全員熱心に露頭観察をして

関東支部

北海道支部 いただいたが，その熱意が天に通じたためか，天気の方も予報に反
して好天に恵まれ，往復約3kmの林道沿いの露頭を巡る徒歩のコ
ースや明神峠，三国峠での地形観察も行うことができた．

今後の企画の参考とするため，参加者全員にアンケート調査をお
願いした．今回は丹沢山地をほぼ3/4周するような例年に比べ長い
コース設定のため，やや忙しい巡検になってしまったが，巡検のテ
ーマ，コース，参加費等についてはほぼ満足していただけたことが
わかった．また関東支部への希望については，この火山灰巡検を含
め，巡検に対する要望が多く，関東支部では今後も地質巡検を数多
く企画し，会員サービスに努めたいと考えている．

最後に，巡検コースの下見に加え，資料作成から当日の案内まで
大変お世話になった町田　洋先生，山崎晴雄先生に心からお礼申し
あげる次第である．
＜担当幹事＞

青野道夫（（有）青野地質コンサルタント），安藤　伸（応用地質
（株）），笠間友博（神奈川県立茅ヶ崎高校），佐々木和彦＊（応用
地質（株）） ＊旧幹事

（笠間友博 記）

私は卒論で種々のテフラの分布の端にあたる茨城県南東部の第四
系の堆積相を研究対象にしております．よって，一度は本場におけ
るテフラを見たいという思いに加えて，地形と地質の関係にも興味
があり，今回の火山灰巡検に参加させていただきました．

巡検当日は梅雨入り発表の翌日とあり，朝から雨の落ちる天候で
ありました．しかし，天候には例年恵まれている巡検であるという
ジンクス通り，雨予報にも係わらず晴天に恵まれました．どの観察
地においても非常に興味深い露頭ばかりであるうえに先生方の熱心
な解説に時間を忘れ，2地点の見学は残念ながら叶いませんでした
が，数々のテフラや堆積物などを見学できました．

特に有り難かったこととしましては，「御承知のこととは思いま
すが」と前置きされたうえで，平易にそれぞれの地層やテフラに関
して説明して下さったことであり，十分に理解を深めることができ
ました．また，テフラのみならず様々な堆積物が構造運動と海水準
変動の密接な関連によって形成されているということも改めて思い
知らされる機会となり，非常に有意義な巡検でありました．

火山灰巡検に参加して
茨城大学理学部　横山芳春

支部コーナー

日向断層の露頭で



22 日本地質学会News 2 （ 7 ）

原田哲朗会員を
偲んで

はらたさん，いつも”原チョン”さ
んの愛称で呼ばれ，学界にその人あり
と知られていた本学会会員の原田さん
は1998年8月1日脳出血のため永眠さ
れました．享年64才，和歌山大学の
定年まであと8ヶ月でのことでした．

原田さんは1934年に新潟県で生まれ，信州大学文理学部を卒
業，1958年に京都大学大学院理学研究科（地質学鉱物学専攻）
に入学，1965年に紀伊四万十帯牟婁層群の堆積学的研究で理学
博士の学位取得，1966年に和歌山大学教育学部に助教授として
赴任，以来和歌山大学にあって評議員・学生部長・学部長の要職
を歴任されました．本学会においては，1973年4月から1979年3
月までの3期にわたって評議員を務められました．原田さんが京
大に入ってきた年に，私は三回生となり，理学部地質学科に分属，
以来40年にわたる原チョンさんとのつきあいでした．地質の経
験も長く，また人生経験も豊かな原チョンさんからは山の歩き方
から，山菜・魚介の取り方，村人への挨拶のしかたまで，教わる
ことばかりでした．また，最近では大学運営や文部行政の方向な
どについて，示唆に富む意見を，いつもタイムリーに教えていた
だいていたところでした．私にとっては，原田さんはつねに教え
てもらえる先輩であり，たよりになる兄貴でした．追悼文をつく
ることを一日延ばしにしてきたのはもとより私の怠慢からことで
すが，原田さんとのお別れには，まことにつらいものがあります．

原田さんは信州大では小林国夫先生に師事され，卒論は北部フ
ォッサマグナでした．これが柵礫層であるとか，ご自身のつくら
れた地質図を大変自慢してました．京大大学院に進路を決めたの
は，自由な京都の雰囲気とフィールドワークを中心とした地質学
にあこがれてのことだったと思います．京大では槙山次郎先生の
門下に加わり，新生代の層序・古生物の研究グループにあって，
研究室の牢名主をつとめていました．教室・大学・学界の民主化
が叫ばれていた時代で，教室には自由な雰囲気がみなぎり，大学
院会の活動も盛んで，飲むほどに，酔うほどに研究や人生など，
深夜まで盛んに議論したのを思い出します．

原田さんが紀伊四万十の研究に入ることなったきっかけは，当
時の指導教官であった槙山先生にあります．先生が和歌山県の温
泉調査を取ってこられ，当時の金のない院生たちへのアルバイト
としたのです．原田さんもそのメンバーに加わるなかで，ごく自
然に紀伊四万十を終生の研究課題に選ぶことになったのですが，
山歩きと地質図づくりを地質屋の仕事と信じていた原田さんにと
っては，ごく自然のなりゆきであったといえます．

いまでこそ四万十帯は沈み込み帯の世界でもっとも典型的な例
として広く知られるようになりましたが，1950年代の終わりこ
ろには，仏像線より南の地帯は「未詳中生層」と呼ばれ，化石も
なく，構造も複雑で，学界では見向きもされていませんでした．
しかし，九州では橋本　勇，四国では甲藤次郎，紀伊では志井田
功の大先輩たちが地道な調査を続け，四万十帯の地質図づくりが
着実に進んでいました．当時の和歌山県地質図は，四万十帯は白
亜系と古第三系に大まかに区分され，塗り分けられているだけで
した．学界の事情に通じた指導教官がいたら，そんなところを研
究テーマに選ぶのはやめたまえと指導したに違いなかったのです

が，槙山先生もおやめになった後の空白期であったこともあって，
また院生は自由に研究テーマを選ぶのだといった雰囲気が支配し
ていた時代だったので，未開の地にまっしぐらに突っ込んでいく
ことになったのです．このころ，学界ではタービダイトについて
の論争があり，若き学徒であった原田さんはKuenenのMarine
Geologyをはじめとする海洋地質学の教科書やカルパチアやアペ
ニン山脈のフリッシュ関係の論文をむさぼり読むなかで，やがて
学位論文のテーマとしての牟婁帯の層序と古流系の解析に，独自
に取り組むことになったのです．原田さんがソールマークにかけ
た情熱は，それは誰もまねのできないものでした．原田さんの手
にかかれば，流れの方向を決めることのできないフリッシュ層は
ありませんでした．こうして，原田さんが和歌山大学に職を得て
からは，紀伊四万十帯の団体研究が急速に進むようになり，原田
さんはその要として活躍されました．1973年には総研A「四万十
地向斜の総合的研究」が原田さんを代表として組織され，一層研
究に拍車がかかりました．その成果は地質調査所による5万分の
1地質図幅「江住」（1979），「栗栖川」（1979），「竜神」（1980）
として実を結びましたが，すべて原田さんの貢献があったからこ
そできたことです．その後の和歌山における地質学の研究と教育
に原田さんの果たした役割りは，教育学部という不利な条件のな
かにありながら多くの後継者を輩出していることからみても，実
に大きなものがあります．

和歌山大学での原田さんは，大学運営の中心人物として，大学
を切り盛りしていたとのことですが，地質学分野での活動の実績
と持ち前の組織力を知っている者からみると，それは当然のこと
とうなずかれます．しかし，早くして逝くことになってしまった
のは，この間の無理がたたったと思わざるを得ません．この間，
学界関係の集まりにはよく顔を出してはいましたが，あれほど主
役を続けてきた夜の席には見かけることがほとんどなかったの
は，いまにして思えば，身体がいうことを聞かなかったのだとい
うことがわかります．この2年ほどは糖尿病・動脈硬化などの病
魔との闘いで，入退院を繰り返しておられたようですが，さしも
の頑健な身体も，病魔には打ち勝つことができなかったのでした．

若かりしころの原チョンさんのことに戻りましょう．原チョン
さんの結婚は大学院修士の時のことで，信大時代からの愛を育て
てのゴールインでした．当時は結婚は若く修士のころにするか，
あるいは年がいって職を得てからか，大きく二つの道がありまし
たが，原チョンが選んだのは，断然前者でした．当時はまた，会
費制の手作りの結婚式が主流で，京大楽友会館でのそれは，まこ
とに盛大なものでした．原チョンの人間的な魅力が多くにの仲間
を引きつけてのことでした．以来，原田さんの活躍の影には，経
済面も含めて，かわらぬ奥様の支えがありました．紀伊四万十の
研究グループの私達は，その後，海南に居を構えた原田家を紀伊
四万十への中継基地としてよく利用させていただき，原田家の翌
朝のおかずまでも酒のつまみとしてしまったことも，しばしばで
した．その奥様は，お二人が定年後には再び信州の地へと願って
建てたお宅に，現在はお住まいになっておられます（〒
399_7501 東筑摩郡本城村西條4396，電話& Fax 0263_66_3132）．
ご長男とご長女はすでに独立され，それぞれの道を歩んでおられ
るとのことです．

地質と山をこよなく愛し，たくさんの仲間をつくり，弟子を育
てたはらたさん，原チョンさん．どうかやすらかにお眠むりくだ
さい．つつしんで，ご冥福をお祈りいたします．

（徳岡隆夫）

追　悼
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原口九萬先生の
ご逝去を悼む

本会会員原口九萬先生は，平成10
年12月14日肺炎のため神戸市の病院
で逝去されました．享年94歳でした．
ここに謹んでお悔やみを申し上げま
す．

先生は，明治38年（1905）神戸市
にお生れになり，私立関西学院中学部から旧制第三高等学校を経
て大正14年（1925）京都帝国大学理学部地質学鉱物学科に入学
されました．昭和3年（1928）同学科を卒業された後，同年4月
直ちに大学院に進学されて岩石学を専攻され，小川琢治先生のも
とで研究を進められましたが，昭和7年1月に退学され南満州鉄
道株式会社（満鉄）に入社され，同社地質調査所に配属されまし
た．同社では地下資源開発に目覚しい業績を上げられた後，昭和
18年2月には海軍技師に転じられ，南方の資源調査に従事されま
した．戦後は，昭和22年（1947）5月から昭和24年（1949）4月
までの通産省地下資源調査所を経て，昭和25年（1950）5月から
昭和33年（1958）1月まで同省工業技術院地質調査所大阪出張所
で所長の重責を果たされました．昭和33年（1958）2月からは，
招請されて山形大学文理学部教授（理科地質鉱物学専攻）に就任
された後，昭和42年6月学部改組に伴い同大学理学部教授となら
れ，昭和46年（1971）3月定年退職されるまで研究・教育に情熱
を注がれました．

先生は，京都大学大学院時代に斉州島の火山調査・研究を進め
られ，その成果は「斉州島産火山岩造岩鉱物の研究」ほかの一連
の多くの論文として発表され，顕著な業績を残されました．満鉄
時代には，多くの成果を上げられましたが，なかでも「三姓炭田」
の発見と調査は最大の業績といえ，その間油頁岩の研究も深めら
れました．この油頁岩の研究が，後の昭和28年（1953）「満州に
おける油頁岩鉱床」として理学博士の学位論文に結実します．地
質調査所大阪出張所時代には，近畿地方の広い範囲にわたる鉱産
資源の開発にご尽力されたほか，地すべりなどの応用地質の調査
にも従事されました．

山形大学時代には，油頁岩の研究を続けるかたわら，山形県内
の地下水・石油を始め多くの鉱産資源の開発・研究のほか，新潟
地震の調査なども手がけられました．この時代に特筆されるもの

としては，油頁岩の研究に基づいた石油の根源についての考察や
バーブ構造の堆積学上の意義についての卓抜した見解などが上げ
られます．

先生は，京都大学時代に小川琢治先生の薫陶を深く受けられ，
山形大学時代の講義には「小川琢治先生は云々」というお言葉が
出ない日はないほどでしたが，先生のお言葉を通して小川先生の
研究や教育についての精神を我々学生に伝えていただいたのだと
思います．特に，小川先生が原口先生に言われたという「地質学
は難しい学問だから，一番優秀な子供に継がせたい．秀樹（ノー
ベル賞のあの湯川秀樹先生です）にやらせたかったが…」という
お言葉には非常に驚かされたと同時に，もしそれが実現していれ
ば…，と想像するだけでも楽しかった思い出があります．

また，先生は応用地質学に特別の思い入れをお持ちで，応用地
質学の重要性と難しさとともに基礎部門の勉学も疎かにできない
こと，さらに地質学においてはフィールドワークが何よりも大切
であることを，繰り返し繰り返し我々に説かれました．それに関
連して，大学院時代に「応用地質学」なる本を書こうとして「ま
だ早い！」と，小川先生に一喝されて深く反省されたエピソード
なども伺っています．

そのほか，海外での先生の豊富で貴重なご体験を踏まえた講義
のなかで，「三姓炭田の発見と調査」のお話しは圧巻でした．地
質調査の方法，確信に到る経過とその背景になった基礎的な研究
の蓄績，調査実施のための周囲に対する説得，そして炭田発見の
喜び，その後の始末記などを淡々として説かれ，まさに地質学の
醍醐味と迫力に圧倒されたものでした．先生は，最近は足腰がだ
いぶ弱っておられましたが，亡くなられる直前までいわゆるボケ
は全くなく，地質学雑誌などに目を通される読書の日々だった由
で，先生の衰えることない地質学に対する熱意を強く感じさせら
れました．ここに改めて，先生のご冥福を心よりお祈り申し上げ
ます．ご遺族の連絡先は，次のとおりです．

奥　様：原口あさ様
〒655_0048 神戸市垂水区西舞子4_27_18_609
電話 078_781_5603

ご子息：原口英生様
〒651_0053 神戸市中央区篭池通3_7_11
電話 078_221_5127

（清水惠助）

写真は，山形大学を定年退職された昭和46年（1971）頃の原口先生

追　悼
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1999年度第4回執行委員会

1999年6月14日（月）14 : 00～17 : 30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・湯浅真人・
佐々木和彦・滝田良基・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． 日本学術会議地球化学・宇宙化学研連委員長より，5月28日付

けで，平成12年度科研費審査委員候補者に関して，細目｢地球化
学｣の第1段審査委員候補者2名以内，分科｢地球科学｣の第2段審
査候補者1名の推薦依頼があり，科研費問題検討小委員会に連絡
しました．

2． 地質科学総合研連の鎮西委員長より，6月2日付けで，｢地質科
学関連学協会連合のための第2回会合｣を開催するとの通知があ
り，本学会の関連委員会の小松正幸委員長に連絡しました．

3． 旧事務局があった丸石ビルの原状回復工事が完了し，事務局移
転に伴う諸手続きが終了した．

4． 本年度支部補助金（合計30万円）を規定に従って，配分する
ことにしました．

5． 普及教育実行委員会より，｢’99青少年のための科学の祭典全国
大会（（財）日本科学技術振興財団）」に本学会より「箱根火山の
噴火の歴史をたどる」と「化石のレプリカをつくりましょう」の
2件が採択された旨の報告がありました（同大会は7月30・31日
北の丸公園科学技術館にて開催）．

6．下記論集の新規刊行計画が再提出され，検討の上，第2回定例
評議員会に提案することになりました．
小笠原憲四郎・近藤康生（編）：タフォノミーと堆積過程_化石
層からの情報解読

7． 99年度常置委員会委員および会計監査の候補者の検討を行い，
第2回評議員会に諮ることにしました．

8． 第2回評議員会の報告・議題について検討しました．

1999年度第5回執行委員会
1999年6月26日（土）10 : 00～12 : 00に北とぴあ902号会議室に

おいて行われました．
出席者は小松正幸会長，徳岡隆夫副会長，小泉　格評議員会議長，

足立勝治執行委員長，天野一男・湯浅真人・佐々木和彦・鳥海光
弘・渡部芳夫・公文富士夫・磯u行雄の各執行委員および水野事務
局長でした．

主な報告・審議事項は以下のとおりです．
1． 日本学術振興会より，「日本学術振興会科学研究費（基盤研究

等）取扱要領について」の通知があった．本件について，評議員
会報告に追加することとした．

2． 1999/6/25現在で長期会費滞納による除籍予定者78名が明らか
になった．事務局から会費の請求をするとともに，評議員会で回
覧し，関係者について評議員からも除籍にならないよう連絡して
もらうことにした（会費納入がない限り，本年12月の第3回定例
評議員会で除籍が決定される）．

3． 第107年（筑波）総会の日程が2000年3月18日（土）～19日
（日）筑波大学大学会館で開催することに決まった．第4回定例
評議員会もこの日程に合わせて3月17日（金）午後を予定するこ
ととした．

4．「国際学術研究の基盤研究への統合に関する要望書」について
意見交換し，要望書を出すことを第2回定例評議員会で了承を得
て，科研費問題検討小委員会でその具体化を検討して，提出する
こととした．

5． 地質学論集の最終刊行計画案（2件）が出された．計画案につ
いて意見交換し，とくに問題がないので第2回定例評議員会の議
題に含めることとした．意見交換の中では財政問題の観点から論
集編集委員会に売れ残った場合の買い取り責任が出され，受益者
負担の原則から今後検討することとした．

6． 大学入試センター試験「化学・地学」の分離に関する要望書の
提出と具体的内容は執行委員会に一任してもらうことを評議員会
に承認してもらうこととした．

7． 学校科目「地学」関連学会連絡協議会の地質学会委員3名のう
ち水野事務局長を阿部国広評議員に交代することを了承し，第2
回定例評議員会を承認してもらうこととした．

8． 第2回定例評議員会の議事進行について検討し，手順を決めた．

執 行 委 員 会 だ よ り

1999年度第1回臨時評議員会のお知らせ

標記評議員会を下記のように，10月8日（金）に開催いたします．傍聴ご希望の方は，10月4日（月）正午までに執行委員会
宛に，氏名・連絡先を記名した申請書をご提出下さい．

1999年度第1回臨時評議員会
日　時：10月8日（金）午後1時30分より
場　所： KKR名古屋三の丸
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日本地質学会役員抄
会　　　長：小松　正幸（愛媛大）
副　会　長：坂　　幸恭（早稲田大）

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

庶　　務：天野　一男（茨城大） 庶　　務：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）

各　支　部：北海道支部長：小泉　　格（北海道大）
東 北 支 部 長：矢内　桂三（岩手大）
関 東 支 部 長：遠藤　　毅（基礎地盤）
関 西 支 部 長：井本　伸広（京都教育大）
西日本支部長：大塚　裕之（鹿児島大）

各賞選考委員会：天野　一男（茨城大）・磯u 行雄（東京大）・板谷　徹丸（岡山理科大）・高橋　正樹（茨城大）・立石　雅昭（新潟
大）・田崎　和江（金沢大）・鳥海　光弘（東京大）・楡井　　久（茨城大）・吉田　武義（東北大）

第一庶務委員会：委員長　天野　一男（茨城大）・向山　栄（国際航業）・立石　雅昭（新潟大）
第二庶務委員会：委員長　湯浅　真人（地調）・佐藤　幹夫（地調）
ニュース誌編集委員会：委員長　高橋　正樹（茨城大）；牧野　泰彦（茨城大）・香村　一夫（千葉県環境研）・渡部　芳夫（地調）・多田

隆治（東京大）・真砂　英樹（東工大）・島田　耕史（早稲田大）・足立　勝治（アジア航測）・上砂　正一（明治コンサ
ルタント）・梅沢　俊一（梅沢地質コンサルタント）・有田　正史（地調）・三田　直樹（地調）・鈴木　喜計（君津
市）・阿部　国広（西有馬小）・蟹江　康光（横須賀市自然・人文博）・松岡　敬二（豊橋市自然史博）・松島　義章・
神戸　信和・湯浅　真人（地調）

会 計 委 員 会：委員長　佐々木和彦（応用地質）；上砂正一（明治コンサルタント）・松本　俊幸（国際航業）・市川八州夫（応用地質）
会 員 委 員 会：委員長　滝田　良基（ニュージェック）；中田　節也（東大）・鈴木　弘明（日本工営）
編 集 委 員 会：委員長　鳥海　光弘（東京大）・副委員長　渡部　芳夫（地調）；石井　和彦（大阪教育大）・石渡　　明（金沢大）・

伊藤　康人（大阪府立大）・入月　俊明（愛知教育大）・榎並　正樹（名古屋大）・奥村　晃史（広島大）・上岡　　晃
（地調）・鴈澤　好博（北海道教育大）・小竹　信宏（千葉大）・佐藤比呂志（東京大）・佐野　弘好（九州大）・塚原　弘
昭（信州大）・辻　　隆司（石油資源）・土谷　信高（岩手大）・中川　光弘（北海道大）・長谷川　卓（金沢大）・平野
弘道（早稲田大）・松岡　　篤（新潟大）・松田　博貴（熊本大）・三田村宗樹（大阪市大）・村田　明広（徳島大）

行 事 委 員 会：委員長　公文富士夫（信州大）；秋葉　文雄（石油資源　石油）・岡田　　誠（茨城大　層序）・安藤　寿男（茨城大
堆積）・後藤　仁敏（鶴見大　古生物）・榎並　正樹（名古屋大　岩石）・伊藤　順一（山口大　火山）・木村　克己（地
調　構造）・斎藤　　真（地調　地域）・斎藤　文紀（地調　過程）・坂本　正徳（國學院大　情報）・未定（応用）・
田村　嘉之（千葉県環境財団　環境）・西村　　昭（地調）

国際交流委員会：委員長　磯u 行雄（東京大）；木村　　学（東京大）・丸山　茂徳（東工大）・脇田　浩二（地調　交渉中）
会　計　監　査：長瀬　和雄（神奈川県温泉研）・青野　道夫（青野地質コンサルタント）

1999年度日本地質学会会長・副会長および評議員
会　長　　小松　正幸（任期2年）
副会長　　坂　　幸恭・徳岡　隆夫（任期2年）
評議員（任期　1999年度まで）

足立　勝治　　　足立　久男　　　赤羽　久忠　　　板谷　徹丸　　　磯u 行雄　　　永広　昌之　　　菊地　隆男
久保　和也　　　公文富士夫　　　熊井　久雄　　　小泉　　格　　　小出　良幸　　　佐々木和彦　　　佐瀬　和義　
柴　　正博　　　柴u 直明　　　田崎　和江　　　高橋　正樹　　　高安　克己　　　徳橋　秀一　　　鳥海　光弘　
新妻　信明　　　別所　孝範　　　真砂　英樹　　　吉田　武義　

（任期　2000年まで）
会田　信行　　　赤羽　貞幸　　　秋葉　文雄　　　阿部　国広　　　天野　一男　　　在田　一則　　　上砂　正一
大友　幸子　　　小林　和宏　　　酒井　治孝　　　周藤　賢治　　　田結庄良昭　　　滝田　良基　　 良幸
立石　雅昭　　　那須　孝悌　　　楡井　　久　　　野村　　哲 Martin, Andrew J. 松本　俊幸　　　丸山　茂徳
矢野　孝雄　　　湯浅　真人　　　吉川　周作　　　渡部　芳夫
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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．

■7 月 July
○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
■8 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，21～22日は日高帯の
巡検　参加者は日本側約60名，韓国側約20
名の合計80名　詳細は地質学雑誌ニュース
誌1999，6号，p27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
○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）
■9 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
○第49回東レ科学講演会
22日（水） 開演18時00分　終演20時40分
ところ：有楽町朝日ホール（有楽町マリオン
11階）東京都千代田区有楽町2_5_1（JR有楽
町駅前）テーマ：“よくわかる生命科学の新
しい展開” 主催：東レ科学振興会　後援
日本動物学会・日本発生生物学会・日本生化
学会　問い合わせ先：財団法人　東レ科学振
興会　〒279 千葉県浦安市美浜1_8_1（東レ
ビル） 電話047_350_6103
○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）
■■10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）
○第19回南極地学シンポジウム
14日（木）～15日（金） 場所：国立極地研
究 所 　 連 絡 先 ： 電 話 0 3 _ 3 9 6 2 _ 8 0 9 5 ,
Fax03_3962_5741（担当：三浦，E_mail:

miura@nipr.ac.jp）
○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
■11月 November
○東海地震防災セミナー 1999のお知らせ
［第16回］
11日（木）13 : 30_16 : 00 会場：静岡商工
会議所会館5階ホール（JR静岡駅北口西側）
テーマ：東海地震防災への新たな取り組み
主催：東海地震防災研究会　連絡先：〒
422_8035 静岡市宮竹1_9_24 土研究事務所
電話 054_238_3240 Fax : 054_238_3241
○地震学会1999年度秋季大会
17日（水）～19日（金） 場所：宮城県民会
館・仙台市民会館（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
■2 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
■8 月 August
○31回万国地質学会議
6日～17日 ブラジルのリオデジャネイロに
て開催　講演要旨締め切り：1999年9月1日
参加申込締め切り：1999年12月1日　詳細
はインターネットwww.31igc.orgを参照され
たい．
○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/.

C A L E ND A R



日本地質学会News 2 （ 7 ） 27
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第 106 年総会・討論会・記念講演会を，
1999年3月26日（金），27日（土）両日にわ
たって早稲田大学国際会議場（東京都新宿区
西早稲田1_6_1）において開催した．その間
3月26日に夕刻に同大学大隈ガーデンハウス
において懇親会を開催した．これらの全日程
は次のとおりである．
3月26日（金）

9 : 30～10 : 15（井深大ホール）
副会長講演　坂　幸恭「黒瀬川構造帯か

ら黒瀬川地帯へ」
10 : 15～12 : 00（井深大ホール）
第106年総会

13 : 30～17 : 30（井深大ホール）
シンポジウム「21世紀の地球科学界と

地質学会」
18 : 00～20 : 00（大隈ガーデンハウス）

懇親会
3月27日（土）

9 : 00～12 : 30（井深大ホール）
シンポジウム「クリーンナップ・ゴール

を獲得した有機塩素化合物による地質
汚染浄化」

9 : 00～12 : 30（第2会議室）
シンポジウム「日本の地質特性と地層認

定のパラダイム」
13 : 30～17 : 00（井深大ホール）
シンポジウム「首都東京と首都移転候補

地の地質環境的立地適正」
13 : 30～17 : 00（第1会議室）
シンポジウム「21世紀の地球科学と深

海掘削」
13 : 30～17 : 30（第2会議室）
シンポジウム「カザフ共和国コクチェタ

フ超高圧変成帯研究の最近の進展とそ
の地球科学的意義」

総　会　記　事

3月26日10時15分に開会，行事委員長磯
u行雄君の開会挨拶の後，議長として平野弘
道君，周藤賢治君が指名され，下記の報告，
審議が行われた．総会出席者は119名，委任
状259名，計378名で，定足数351名を上回
り，総会は成立した．

Ⅰ 報告事項
1 1998年度（平成10年度）事業経過報告

執行委員長足立勝治君から，配布資料に基
づいて次の報告があった．
�　会員の動静

1999年2月末現在の会員数は，賛助会員52
社，名誉会員54名，正会員4,624名，院生会

員538名，学生会員55名で，会員総数5,323
名であり，1998年2月末当時と比べると55
名の増加である．その内訳は次の通りである．

入会者256名（賛助会員1社，正会員87名，
院生会員127名，学生会員41名）

退会者128名（賛助会員5社，正会員112
名，院生会員10名，学生会員1名）

会員種別変更学生会員から正会員へ 3 名
学生会員から院生会員へ16名，院生会
員から正会員へ83名

逝去者17名（名誉会員2名，正会員14名，
院生会員1名）

除籍者56名（正会員49名，院生会員7名）
1998年度において逝去された16名の会員

は，名誉会員　野田光雄君，岩生周一君，正
会員　秦　光男君，小野晃司君，秋山　純君，
高野幸雄君，佐藤任弘君，原田哲朗君，野村
松光君，山田哲雄君，斎藤良二郎君，貝塚爽
平君，秦　好利君，原口九萬，諏訪　彰君，
稲井信雄君，院生会員　Adasivan Bindu君で
あった．日本地質学会の発展に貢献された有
為な会員を失ったことは，本会としてもっと
も痛恨とするところであり，深く弔意を表す
る．
�　諸集会及び委員会等の活動

1998年度においては臨時評議員会を含め
て評議員会5回，執行委員会16回，編集委員
会11回，そのほか選挙委員会，行事委員会，
会計委員会等の常置委員会，各賞選考委員会，
会計監査などが随時開催された．また，地学
教育研究委員会，環境地質研究委員会，女性
地球科学者の未来を考える研究委員会，ヒマ
ラヤ地質研究委員会などの研究委員会，第一
次地質基準策定委員会・地層名命名規約策定
委員会の標準化を検討する委員会，そのほか．
本学会の今後の運営あるいは方向を検討する
組織運営検討委員会，会則運営細則等検討委
員会，財政問題検討委員会，研究企画委員会，
地質学の普及を図ることを目的とした地質学
普及教育実行委員会，科研費問題検討小委員
会，各賞基金検討委員会が活動を行ってきた．

各専門部会においては，松本大会時におけ
るランチョン・ミーティング，個別的な連絡
を通じて活動をしてきた．これらの諸活動の
一部の内容は，すでに地質学会ニュース上の
評議員会議事抄録の中に，あるいは個別的な
記事として掲載されているので，ご参照いた
だきたい．

1998年度の第105年年会は，1998年9月25
日から27日まで，松本大会として，松本市
信州大学において1,193名の多数の参加者の
もとに開催されました．一般発表（個人講演）
として53セッションに対してポスター発表
128件を含め，合計739件の申し込みがあり，
年会後の見学旅行としてとしては，4コース
が悪天候の影響等により中止とななったが，
9コースが予定通り実施された．3日間の会

期中には昼の時間帯に11の専門部会ランチ
ョンが開催され，今後の専門部会活動につい
て討議された．また，午後6時からは14件の
夜間小集会が行われた．地域社会への研究成
果の還元・普及の行事としては，市民講演会

「地球の不思議に迫る」が日本地質学会主催，
信州大学後援のもとに，文部省の平成10年
度科学研究費補助金「研究成果公開発表（B）」
の助成を得て，また，工業技術院地質調査
所・信州大学理学部・日本地質学会共催によ
り，甲信越地質情報展「ザ・フォッサマグナ」
が，それぞれ多数の市民の来場を得て盛況裡
に開催された．

そのほか，環境地質研究委員会によるシン
ポジウム，国際シンポジウム，「地質学と地
震」研究委員会による断層見学会等，研究委
員会主催の行事，支部においては，総会のほ
か，支部主催のシンポジウム，見学会，普及
講演会等が活発に行われてきた．
�　雑誌およびその他出版物の刊行

地質学雑誌を毎月発行し会員に配布した．
本年度（104巻4号より105巻3号）の種類別
総数は論説57編，総説1編，短報14編，ノ
ート2編，口絵12編，論文ペ－ジ数は929ペ
ージ，その他32ページ，総ペ－ジ数は961ペ
ージであった．また，欧文は論説7編，短報
3編，口絵2編で，総ページ数127ページ，
論文総ページに対する欧文比率は13.7％であ
った．

1998年1月よりは地質学雑誌を純論文誌と
し，別に「日本地質学会ニュース」（略称：
ニュース誌）を併せて発行し，本学会内外に
関する諸動向・諸情報を盛り込んで，できる
限り早く，かつ多く会員の皆さんに提供する
よう，努めてきた．すでにニュース誌は2巻
3号まで発行しており，1巻4号より2巻3号
までの総ページ数は525ページである．発行
後，学会内外から非常に好評を得ており，今
後さらに内容を充実させるべく検討を進めて
いる．

地質学論集については，本年度に入り，50
号（狩野謙一ほか編：21世紀の構造地質学
に向けて）が7月に刊行された．現在2件の
ものが編集中，昨日の第4回定例評議員会に
おいて，さらに2件の新規刊行計画が承認さ
れた．

The Island Arcについては，Volume 7を予
定通り編集・刊行し，掲載論文，46編，総
ページ数は664ページと，前年度に比べてさ
らに充実された．1昨年秋から購読者の拡大
運動を行ってきたが，現在385名に達してい
る．さらに拡大を目指して運動中である．
�　その他

1） 次の他学協会とのシンポジウム・研究
発表会等を共催・後援あるいは協賛し
た．
(1) 鹿児島大学主催国際シンポジウム

日本地質学会第106年総会記事
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「琉球列島（南西諸島）─島嶼型動
物相の適応放散と絶滅の舞台─」の
後援．

（2）（財）日本科学技術振興財団主催
「’98青少年のための科学の祭典」の
後援と協力．

（3）ゼオライト学会「第14回ゼオライ
ト研究発表会」の協賛．

（4）日本粘土学会「第42回粘土科学討
論会」の共催．

（5）（株）ニュートンプレス主催「第1回
Newtonサイエンスセミナー」の後
援．

（6）（社）計測自動制御学会主催「第24
回リモートセンシングシンポジウ
ム」の共催．

（7） 日本応用地質学会主催「都市地震防
災地盤図に関するシンポジウム」の
協賛．

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

（9）「IGBPシンポジウム文化遺産と自然
災害」の後援．

（10）「第14回ESR応用計測研究会」の協
賛．

（11） 海洋調査技術学会「第10回研究成
果発表会」の協賛．

（12） （財）日本アイソトープ協会第36回
理工学における同位元素研究発表
会」の共催．

（13）「21世紀の地学教育を考える大阪フ
ォーラム」の後援．

（14） 日本ヒ素研究会「第9回ヒ素シンポ
ジウム」の協賛．

（15）「宇宙地球環境（衝突と球粒）国際
シンポジウム」の共催．

（16）「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」の協賛．

2） 日本学術協力財団より「第6回アジア
学術会議」（平成11年3月）に関連した

「アジア学術交流事業」への参加依頼が
あり，参加費1口（1万円）を拠出する
こととした．

3） 文部省より1998年7月22日付けで，
平成10年度科研費補助金（研究成果公
開促進費，学術定期刊行物），292万円
の交付決定通知があった．

4） 平成10年度文部省科研費補助金「研
究成果公開促進費」に係る「研究成果公
開発表（B）」の公募に対して申請して
いた，松本大会時の市民講演会「地球の
不思議に迫る」に対して，平成10年7月
22日付けで110万円の交付決定の通知が
あり，さきに述べたように同講演会は9
月26日に300名を越す市民の来場を得て
松本市で開催された．

5） 平成11年度の上記補助金に対しては，
市民講演会「中部地方の生い立ちと大地
震」（1999年10月9日），名古屋大会時

に名古屋市で開催予定）を申請した．
6） 地球惑星関連学会 1999 年合同大会
（東京）に向けて参加協力をした．その
他，外部関連の委員会については，自然
史学会連合，学校科目「地学」関連学会
連絡協議会，地球環境科学関連学会協議
会に参加し，随時それらの活動に協力を
行ってきた．

7） 普及教育実行委員会においては，昨年
7月25日～29日に東京，竹橋の科学技
術館で行われた「青少年のための科学の
祭典全国大会」に初めて「日本地質学会
講演・協力」として，参加し，「太古の
地球への招待」のテーマの下に実験・講
義を行った．一般参加者，主催者双方か
ら好評を得て，99年度にも是非にと要
望され，準備を進めている．そのほか，
同委員会では，数種の普及書の発行を準
備中である．

8） 第一次地質基準策定委員会ではこの2
年あまりの検討の結果，「第一次地質基
準案」を策定し，外部の関係者との意見
交換を行い，併せて今後の推進の方策を
討議した．さらに細部を検討し，また説
明書の完成のために同委員会を「地質基
準委員会」に発展的解消することとした．

9） 地層名命名規約委員会では，日本地質
学会地層名命名規約案を策定し，2000
年の総会に提案することを目標として，
検討を進めている．

10） 各賞問題検討委員会においては，日
本地質学会の各賞について検討を進めて
きた．検討結果の一部については，すで
に評議員会で審議されて名称変更等が決
定されている．これについては評議員会
議決事項の一つとして，承認いただきた
い．

11） ニュース誌に数回掲載された財政問
題検討委員会の中間報告に記されている
ように，本学会の財政は現在大きな危機
的状況に置かれております．分析の結果
これまでの財政の構造自体に起因すると
ころが大きいことから，今後の財政の安
定化を図る上には，抜本的な方策の導入
と，併せて緊急事態回避のために，それ
を前提とした最低限の会費値上げを今回
提案するのもやむなし，との結論となっ
た．これらについては改めて，評議員会
議決事項のなかでご説明してご承認いた
だき，さらに審議事項として，正会員の
会費値上げを提案させていただくことと
している．

12） 本学会の現行の組織運営体制につい
ては，以前に比べてはるかに複雑化し，
多様化した内外の諸条件，ニーズに対し
て適当でない面が数多く現れてきてい
る．そのため，ご承知のように数年以上
前から，諸委員会を通じて，改善の方策
が検討されてきた．1998年度の組織運
営検討委員会及び会則・運営細則等検討
委員会の結論についても，評議員会にお

いて審議された．同じく評議員会議決事
項のなかでご報告し，ご承認いただきた
い．

13） 地質科学に関する日本学術会議の青
木謙一郎，鎮西清高，斎藤常正3会員よ
り3月18日付けで，日本学術会議事務局
からの通知として平成12年度からの科
研費配分に関する審査委員の定数が1分
科細目につき従来の3名が6名に増員さ
れる計画となっており，このことに関し
て，4月中旬に関係学会の懇談会を開催
するとの連絡があった．

14） さきに触れた国際賞の名称変更に加
えて，各賞検討委員会では各賞にまつわ
る全般的な問題点を指摘し新しい賞体系
の提示を行い，この報告について評議員
会で審議した．その結果，今後の予定と
進め方等について，承認をお願いするこ
ととしている．

15） 地質科学関連学会連合の検討につい
ては，地質科学総合研連鎮西清高委員長
の呼びかけで検討会が日本学術会議で開
催され，本学会も出席した．連合の必要
性を中心に意見交換がなされた．今後，
学会連合体の設立の可能性と目的・組織
などを検討するため，地質科学連合に関
する検討委員会を設置して検討を進めて
いく．

16） 事業計画委員会では組織運営検討委
員会，財政問題検討委員会，会則細則等
検討委員会からの最終答申を受けて，法
人像を改めて検討し，定款（案）を策定
していくため，現行の委員会を存続した
いとの報告があり，これを承認した．

2 1998年度（平成10年度）日本地質学会役
員選挙結果報告

選挙委員会辻　隆司君より配布資料に基づ
いて次の報告があった．

1999年度日本地質学会役員選挙に関して，
1999年3月6日に開票した結果は次の通りで
ある．有権者総数5,209名，投票用紙発送数
5,116名，投票総数1,697通（内訳：有効投票
1,687通　内，白票6通，無効投票10通）で
あった．当選者の氏名は次のとおりである．

評議員（1999_2000年度；任期2年）
阿部国広，会田信行，赤羽貞幸，秋葉文
雄，天野一男，在田一則，上砂正一，大
友幸子，小林和宏，酒井治孝，周藤賢治，
田結庄良昭，滝田良基，巽　好幸，立石
雅昭，那須孝悌，楡井　久，野村　哲，
マーテイン・アンドリュー，松本俊幸，
丸山茂徳，矢野孝雄，湯浅真人，吉川周
作，渡部芳夫

なお，引き続き1999年度末まで在任する
役員は次のとおりである．

会　長：小松正幸
副会長：坂　幸恭・徳岡隆夫
評議員：足立勝治，足立久男，赤羽久忠，
磯u行雄，板谷徹丸，永広昌之，菊地隆男，
久保和也，公文富士夫，熊井久雄，小泉
格，小出良幸，佐々木和彦，佐瀬和義，柴
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正博，柴崎直明，田崎和江，高橋正樹，
高安克己，徳橋秀一，鳥海光弘，新妻信明，
別所孝範，真砂英樹，吉田武義
3 日本学術会議報告

日本学術会議会員斎藤常正君より提出され
た下記の報告が配布され，議長より紹介され
た

（1） 日本学術会議連合部会報告（1999年2月
18日）

1） IGBPの促進についての勧告案
IGBPは，1992_1996年度の5年度にか

けての5年間に前期計画として，8つの
コ ア プ ロ ジ ェ ク ト を 実 施 ， ま た
1997_2001年度には，後期計画として一
つのコアプロジェクトを実施中である．
最近は，その成果が国際レベルにおいて
の政策決定に反映されつつある．IGBP
執行部は，この計画を2期だけで終わら
せることなく，今後も引き続き実施する
ことを決定している．そこで学術会議よ
り，政府に対して「IGBP への分担金

（年19万ドル）を引き続き拠出し，わが
国における IGBP に関連する研究の促
進，国際対応・研究者の養成などの体制
の維持，予算などに関して措置をしても
らいたい」と言う旨の勧告を行いたいと
いう提案．〔提案の是非については4月
の学術会議の総会で決定の予定）

2） 第6回アジア学術会議の開催が3月15
日から18日まで東京で開催される．

3） 世界各国の学術会議の会議であるイン
ターアカデミーパネルの2000年会議が，
2000年5月，東京で開催される．

4） 今年1月，学術会議は創立50周年を迎
えたが，祝賀行事として，50年史の出
版や，各種の記念シンポジウム37件余
りが催される．

5） 国の行政改革との関連で，学術会議の
将来は「科学技術総合会議」における議
論で結論が出されることになっている
が，学術会議会長が「科学技術総合会議
との関係の問題」という話題で，外部に
公表した“会長特別談話”への反応など
について報告があった．

6） 国の行政改革との関連で，学術会議が
積極的に自己改革案を作るために，会長
と学術会議の7部の部長からなる「未来
構想懇談会」における検討の報告が提出
された．この検討報告については，4月
の総会で再度議論され，実施可能なもの
については，合意が得られれば，すぐ実
施が検討されることになる．

（2） 第4部〔理学〕会報告
1） 報告：2001年7月に発足する，第18

期学術会議会員の選出に際し，17期と
同様各学協会は，それぞれが登録した研
連の全てに，手持ちの推薦人の少なくと
も一名は配らなくてはならない．

2） 平成13年度開催国際会議の学術会議
の共同主催．各年8件の採択枠に対し，
この年度については15件の申し込みが

あった．地質関係では，第7回古海洋学
会議とゴンドワナシンポジウムの2件が
含まれる．その後，第7回古海洋学会議
が採択されたという情報が会員に入って
いる．正式の発表は3月末日．

3） 平成11年度国際会議代表派遣．従来
どうりの方式で配分方法が検討され，古
生物学研連推薦の中から1名，第四紀研
連推薦の中から2名への配分を学術会議
へ申し入れすることにした．

4） 大学関連研究費問題近年，重点領域研
究など，大型の科学研究費が増額されて
来たが，このような研究費の配分方式に
ついて，研究機関，研連などから意見を
聞くアンケートの原案が審議された．

5） 上記報告事項6）であげた，会長の提
示する日本学術会議改革案に対し，意見
交換があった．たとえば，「運営審議会」
を「学術経営委員会」と改めて，経営戦
略の策定，審議課題の選定，委員会の改
廃などについての原案作成・決定の権限
をもたせる案については，学術会議のこ
れまでのボトム・アップの方式を改悪す
るという批判があった．また，学術会議
の会員210名の選挙を，これまでの様な，
全員，学協会による直接選挙を改めて，
140名はこれまでの方式，70名は学術会
議会員自らが，女性科学者，地域におけ
る研究者，優れた科学者，学術団体を単
なる活躍の場としない科学者，外国人科
学者，に割り当てて選出する案が含まれ
ているが，これについても活発な議論が
あった．このような改革案が出される背
景には，女性科学者が，現在210名の会
員の中で僅か2名であること，現在の会
員の大多数が関東圏であり，北海道，九
州・琉球などの地域からの会員が極めて
少ないという問題がある．さらに，研連
の改革案については理学関係の研連のよ
うに，国際学術団体の日本における“受
け皿”という機能が重要であるが，その
ことが考慮されていないという批判が出
された．

学術会議会員がもつ，上記にあげたよ
うな批判は，各部長経由で，2月末日ま
でに文書で提出し，4月の総会における
この課題の議論で取り上げられることに
なっている．第16期から議論されて来
たような，研連の「見直し」問題につい
ては，この学術会議全体の改革が議論さ
れているなかで，当分議論からは“はず
される”という見通しが第4部長から表
明された．

6） 平成11年度に配分される科学研究費
は，対前年度11.5％増額され，1千3百
億円になる．その配分についての審査方
式が変更されることについて，学術会議
第 4 常置委員会の科学研究費ワーキン
グ・グループが文部省のヒアリングを行
った件について報告があり，議論がなさ
れた．審査方式が変更されるのは，1千

3百億円の内の800億円についてで，「基
盤研究（含国際学術研究），萌芽的研究，
奨励研究，定期刊行物助成」の審査を文
部省から日本学術振興会に移し，これま
での4倍の費用と人員をかけて審査する
ことになった．研究費の増額にともない，
審査をこれまでのように文部省内で行う
ことが不可能になったことが大きな理由
であるという．詳細は，学術審議会の科
研費部会で検討中である．

Ⅱ 承認を求める事項　
1 1998年度（平成10年度）評議員会議決事
項

評議員会議長小泉　格君より配布資料に基
づいて次の報告があった．

（1） 評議員会議長として小泉　格君を選出し
た．

（2） 執行委員として次の諸君を選出した．
足立勝治君（執行委員長）・天野一男君

（第一庶務）・久保和也君（第二庶務）・
佐々木和彦君（会計）・滝田良基君（会
員）・鳥海光弘君（編集）・高橋正樹君（編
集）・磯u行雄君（行事）・木村　学君（国
際交流）

（3） 選挙委員として次の諸君を推薦した．
福澤仁之君・鈴木毅彦君・手塚裕樹君・坂
本正徳君・辻　隆司君

なお，互選の結果，辻　隆司君が委員長
に選ばれた．

（4） 会計監査として三本健四郎・長瀬和雄両
君を推薦した．

（5） 事務局経費削減と事務局の面積増加を計
るために，神田駅東北東約500メートルの
井桁ビルに事務局を移転することとした．
新事務局は面積35.90坪で現在の約1.5倍，
賃借料は消費税を除き，月額395,795円で
現在より約2割減となる．この住所変更に
伴う会則改正については，審議事項として
改めて提案する．

（6） 会費等の預金口座振替による集金事務代
行サービスを，事務局の負担の軽減，会員
の定着率のアップ，資金管理の計画化，会
員にとっての会費振込上のメリット等を計
るために，導入することした．すでに年度
会費の徴収から実施している．利用者は次
第に増加しているが，まだ少なく，さらに
ニュース誌を通じて広報することとしてい
る．

（7） 文部省学術情報センターの電子図書館事
業に参加し，とくに地質学雑誌，総目録，
地質学論集，講演要旨をバックナンバーを
含めて広く会員・非会員への利用に供する
こととした，現在同センターに対して手続
き中である．手続き終了後，ニュース誌を
通じて，広報を行う予定である．なお，会
員の利用の場合には地質学雑誌については
無償，非会員の利用の場合にはすべての種
類について有償とした．今後，支部報も利
用対象に加えることを考えている．

（8） 次の4件の地質学論集の新規刊行計画を
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承認した．
・ 「ジュラ紀付加体の起源と形成過程」

（編集委員会　木村克己ほか）
・ 「本州弧下部地殻と酸性マグマの生

成・活動システム」（編集委員会　加
々美寛雄ほか）

・ 「古領家帯と黒瀬川帯構成要素と改変
過程」（編集委員会　高木秀雄・武田
賢治）

・ 「砕屑岩組成が語るもの」（編集委員
会　公文富士夫ほか）

（9） 各賞選考委員会委員として規約に基づ
き，前・現編集担当執行委員として徳橋秀
一・鳥海光弘両君を推薦し，残りの8名の
委員につき，評議員の中から専門分野を考
慮して次の諸君が選出された．

天野一男君・板谷徹丸・木村　学君・田
崎和江君・楡井　久君・丸山茂徳君・八尾
昭君・吉田武義君．なお，互選の結果，八
尾君が委員長に選ばれた．

（10） 1998年度日本地質学会各賞について，
各賞選考委員会の選考に基づき，審議の上，
次のとおり承認した．
1） 日本地質学会賞（2件）

勘米良亀齢「日本列島における付加型造
山運動の研究」

板谷徹丸「K_Ar年代の微量・迅速測定
法の開発と日本列島の地質年代学」

2） 日本地質学会論文賞（2件）
香村一夫・楡井　久「東京湾埋立地で観

測される微動と表層地質の関係」地質
学雑誌，102/8，715_729（1996）

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

3） 研究奨励賞（2件）
辻森　樹「中国山地中央部，大佐山蛇紋

岩メランジュの地質：大江山オフィオ
ライトの下に発達した320Ma青色片
岩を含む蛇紋岩メランジュ」地質学雑
誌，104/4号，213_231（1998）

梅田真樹「高知県横倉山地域のシルルー
デボン系横倉山層群」地質学雑誌，
104/6, 365～376（1998）

4） 小藤賞（1件）
阪本志津枝・高須　晃「青海_蓮華帯青

海地域のひすい輝石岩からのコスモク
ロアの発見」地質学雑誌，103/11，
1093_1096（1997）

なお，研究奨励賞のうち，辻森　樹君に
ついては手続き上の上から授賞を今後のし
かるべき早い時期とすることとした．

（11） 科研費問題検討小委員会の半数改選を
行った．
留任委員：天野一男（委員長），吉田武義，
公文富士夫，波田重煕
新任委員：廣井美邦，岡田尚武，新妻信明，
吉川周作．

（12） 科研費配分に係る審査委員候補者につ

いて，次の各分野の候補者を投票により選
出した．
地球科学2段1名（学会内留置），地質学一

般1段1名（学会内留置），層位古生物学1段
1名，同補欠1名，地球化学1段1名，自然史
科学1段1名（学会内留置）．

（13） 古生物専門部会の規約案を承認するとと
もに，同部会の設立を本総会に諮ることを
決定した．

（14） 名誉会員候補者として，内規と支部から
の推薦に基づき，次の6会員を本総会に推
薦することとした．北川芳男，倉林三郎，
諏訪兼位，早川正己，深田淳夫，藤田和夫．

（15） 会則第6条により，1995_1998年度の4
年間にわたる会費未納の56名の会員の除
籍を決定した．

（16） 1998年度版会員名簿の記載事項を承認し
た．

（17） 1998年度第4回定例評議員会において設
置された次の委員会の構成及び検討課題を
承認した．
組織運営検討委員会（委員長：徳岡隆夫副

会長），事業計画委員会（委員長：坂
幸恭副会長），財政問題検討委員会（委
員長：上砂正一評議員），会則・運営細
則等検討委員会（委員長：天野一男　第
一庶務委員長）．

（18） 研究委員会として，新しく地質基準委員
会，地質科学連合に関する検討委員会，名
誉会員に関する検討委員会を新設すること
を承認した．

（19） 普及教育実行委員会の設置期間を，新組
織運営体制が確立するまでの間延長するこ
とを了承した．

（20） 地層名命名規約策定委員会の設置期間を
2年間延長して日本地質学会地層名命名規
約の最終案を策定すること，「International
Stratigraphic Guide」の訳本を出版するこ
とを承認した．

（21） 各賞問題検討委員会の答申を審議し，従
来の国際賞を都城賞と変更し，日本地質学
会賞は会員を対象とし，都城賞は非会員を
対象とすることとした．また，これに伴っ
て，運営細則第9条1と同7を次のように
改正した．
第9条1． 本会は地質学に関する優秀な研

究業績をおさめた会員に日本地
質学会賞を授与することがあ
る．

第9条7． 本会は地質科学の研究において
重要な貢献をし，かつ日本の地
質学界の発展に貢献のあった非
会員に対し，都城賞を授与する
ことがある．

（22） 第107年総会を2000年春に筑波大学で行
うこと，年会を松江市（島根大学ほか）で
2000年秋に行うこととした．

（23） 第106年総会（1999年）の議事について，
報告を1998年度事業経過報告，役員選挙
結果報告，日本学術会議報告とし，承認を
求める事項を評議員会議決事項，1998年

度決算・財産目録・会計監査報告とするこ
と，また審議事項を，名誉会員の推薦につ
いて，古生物専門部会の設立について，
1999年度事業計画および予算案について，
会則変更について（会費値上げについて，
本学会の住所の変更について），その他，
とすることとした．

（24） 本総会に提出する 1998 年度決算案と
1999年度予算案を決定した．その内容に
ついては，次の第2項，IVの審議事項にお
いてそれぞれ，報告，提案する．

（25） 今後の財政改善計画について，財政問題
検討委員会の答申を受け審議した結果，次
のような措置をとることとした．すなわち，

（1）2000年度から正会員の会費を現行1万円
から1万2千円に値上げすることを本総会
に提案すること，（1）今後の財政運営の安定
化，財政改善を計るために，次の財政基本
原則を実行できるところから実施に移して
いくことである．それは，会費は学会の基
本的活動のために使用する，独立採算制の
原則を適用する，受益者負担の原則を適用
する，事業の推進強化を図る，の4点であ
る（詳しい内容についてはおおよそのとこ
ろは，本年のニュース誌2月号に掲載され
ている記事を参照）．

（26） 本学会の組織運営の改善について，昨年
度の執行体制整備委員会の答申を基にさら
に検討を進めた組織運営検討委員会の最終
答申を受けて審議した結果，その答申内容
を一部修正の上，承認した．会長・副会長
の被選挙権者，会長・副会長の評議員会で
の位置付け，評議員の地方枠を設けること，
総会を秋に開催する方向で検討すること，
それに伴って役員選挙の時期を変更するこ
と，その他，多数の項目が含まれている．
これらについては，何れも今後1年間にわ
たってさらに慎重に検討を加えた上，結論
を出すこととした．

（27） 関連して，会則・運営細則等検討委員会
において現行の会則・運営細則の条文につ
いて検討を行ってきた結果，会則・運営細
則共に，全体的に整理・整備が必要である
との最終答申が提出された．そして評議員
会は，同委員会と組織運営検討委員会の共
同提案を受けて審議の上，1999年度に新
たに会則細則等改正委員会を設置して検討
をさらに進めることとした．

（28） 地質学雑誌の口絵に関して投稿臨時規定
の一部の改正を行った．

以上の報告に対して，（21）の国際賞を都城
賞に変更したことについて疑義が出され，
討論の上，先ず，この問題を分離して承認
を求めることを議長が諮り，（21）以外につい
て賛成多数で承認した．その後，さらに討
論の上，議長が国際賞を都城賞に変更した
こと（運営細則の変更を含め）に関して挙
手による承認・不承認を求めた．その結果，
出席者（124名）のうち，承認61名，不承
認47名，保留16名となり，賛成が過半数
に達せず，不承認となった．
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2 1998年度（平成10年度）決算・財産目録および会計監査報告
会計委員長佐々木和彦君から1998年度（平成10年度）の収支決算について次の報告があり，さらに会計監査三本健四郎君から会計監査結果の

報告があり，これらを承認した．

Ⅲ 日本地質学会賞・日本地質学会
論文賞・研究奨励賞・小藤賞授
与

各賞選考委員長八尾　昭君から配布資料に
より，授賞審査・推薦理由が報告され，会長
小松正幸君から各賞受賞者に対して，賞状，
賞金（日本地質学会賞・研究奨励賞）および
副賞のメダルが授与された．

1999年度日本地質学会各賞受賞者
日本地質学会賞（2件）

勘米良亀齡（理学博

士・九州大学名誉教

授・日本地質学会名誉

会員，1923年生）
略歴： 1946年九州

大学理学部卒業，1977
年九州大学教授，1987
年九州大学定年退官，

現在国際航業（株）顧問

受賞研究テーマ「日本列島における付加型造

山運動の研究」

日本列島の地質構造発達史を論じるとき，
付加体という言葉や概念はぬきには語れな
い．この言葉を日本で最初に使い，この概念
のもとに独自の付加体形成モデルを提唱した

のが勘米良亀齢氏である．勘米良氏は1974
年に，西南日本外縁から南海トラフに至る海
域の堆積・構造変形の特徴と陸上の四万十帯
北帯の層序・構造の特徴を比較検討し，付加
体形成モデルを提唱した．奇しくも同年，
Seelyは中南米沖のデータを基に同様なモデ
ルを提唱し，Karigは西太平洋の島弧海溝系
の進化を“accretionary prism”という言葉
を使って説明している．勘米良氏は1980年
代に内帯の石炭─ペルム系秋吉石灰岩体とそ
の周辺の地層群を研究し，その石灰岩体の起
源が海山上に発達した礁成石灰岩の海溝域で
の衝突による崩壊と付加に求められることを
指摘した．さらに同氏は，プレートテクトニ
クスと付加テクトニクスの観点から日本列島
の構造発達史を総括する研究を進めた．例え
ば，付加体の研究以前に九州の秩父帯を詳細
に調査・研究した実績に基づき，黒瀬川帯を
微小大陸の衝突・付加で説明した．その研究
成果は，1980 年に岩波講座地球科学 15 巻

「日本の地質」として公表されている．一方，
それまでに紡錘虫分類学・生層序学の発展に
尽くし，また，多くの研究者を育成している．
以上のように地質学の発展のために貢献した
功績は，日本地質学会賞に値する．



板谷徹丸（理学博士・

岡山理科大学教授，
1946年生）
略歴： 1974年早稲

田大学教育学部卒業，
金沢大学・東北大学大

学院修了，1981年よ
り岡山理科大学，1998

年より同大学自然科学研究所所長併任．1997
年より神戸大学自然科学研究科教授（連携大

学院講座）．
受賞研究テーマ「K_Ar年代の微量・迅速測
定法の開発と日本列島の地質年代学」

造山帯の研究において，その構成岩石の精
密な年代論は不可欠であるが，測定用鉱物試
料の量・測定精度・経費などに問題があっ
た．このような問題を，手作りの質量分析計
を用いて解決した中心人物が，板谷徹丸氏で
ある．板谷氏は，K_Ar年代測定専用の質量
分析計を自ら設計し，組み立てた．とくに，
測定に供される鉱物試料の量を極めて微量に
しても高い測定精度が保てること，および短
時間に多数の試料を測定することを意図した
点が大変ユニークであり，質量分析計が稼働
しはじめてからの1年間の測定試料数は500
を越えた．これは，それまでの日本における
放射年代測定総数の1年分を，わずかに1週
間でこなしたことに相当し，従来の常識を覆
した．代表的な研究例として，板谷氏と共同
研究者たちは放射年代測定と野外調査とを組
合せた年代マッピング法を用いて，高圧低温
型変成帯として知られる三郡帯や三波川帯の
時空分布を明確にし，ほぼ水平な板状地質体

（ナップ）であることを明示した．これによ
って地体構造境界の位置および形態が初めて
明確に定義され，新しい付加型造山運動論を
導く基礎資料をもたらした．さらに，海外の
造山帯，及び日本列島に産する火山岩や深成
岩についても精力的に測定を進め，さまざま
な新しい知見をもたらすなど，地質学の発展
に大きく貢献した．以上の功績は日本地質学
会賞に値する．

日本地質学会論文賞（2件）

「東京湾埋立地で観測される微動と表層地質

の関係」地質学雑誌，1996，第 102巻，第 8
号，715_729ページ．

本論文は，わが国の都市域における地質環
境変遷の象徴ともいえる「埋立地」に焦点を
あて，内湾地域の地下地質を微動という振動

現象を媒介にして解明したものである．著者
らは，まず東京湾埋立地域でほぼ1年に及ぶ
微動の観測を行い，その基礎的性状を解明し，
震動源を周波数帯域により，海洋波浪，風・
内湾波浪，そして交通振動等の人間活動によ
るものの3つに区分した．次に，多地点にお
ける微動の解析結果と多数の地質ボーリング
柱状図から得た地下地質との関係を検討し
た．これらから微動特性は，更新統・完新
統・人工地層間の不整合面，完新統の層相，
それら地層間の強度特性の違いを反映すると
結論した．また，微動は表層地質を区分する
ための一つの有効な物理的指標となりうるこ
とを示した．本論文は，以上のように長い時
間をかけてデータを蓄え，観測事実として結
論を導いている．地下をモデル化して計算す
ることが多い領域に，地質学的観点を加えた
本研究は，ひとつの新しい取り組み姿勢を示
したものといえる．また，観測解析方法にお
いても確実さを備えており，境界領域の研究
として関係諸分野も興味を示したことと思わ
れる．以上のことから本論文は，地質学の発
展に資するところ大であり，論文賞に値する．

磯x行雄（東京大学大
学院総合文化研究科助

教授，1955年生）
受賞論文「Anatomy
and genesis of a subduc-
tion-related orogen: A
new view of geotectonic
subdivision and evolu-

tion of the Japanese Islands」
The Island Arc, 1996, vol. 5, p. 289_320.

環太平洋造山帯は，過去5億年間の沈み込
み帯に関連した造山作用を記録している．か
つてアメリカ西海岸がこの種の造山帯の模式
地であったが，この20年間における日本列
島域での研究はめざましく，沈み込み帯の特
性がどこよりも明らかになり，環太平洋造山
帯の模式地となった．本論文の著者は，この
造山帯研究の第一線で活躍してきた．本論文
では，まず，この20年間の微化石研究や年
代マッピングなどから明らかになった付加コ
ンプレックスや高圧低温型変成帯の分布に基
づいて，日本列島域の新たな地体構造区分を
提唱している．次いで，新しい観点から日本
列島域の造構史を，750_700Maの誕生期，
500Ma付近の非活動的縁辺域から活動的縁
辺域への転換期，450Ma以降の付加成長期，
20Ma付近のアジア大陸からの分離期，とい
う4つのステージに区分して論じている．さ
らに，沈み込み帯に関連した造山帯に対して，
付加体の段階的成長，ほぼ水平なナップ構造，
構造的下位への形成年代の若化極性，高圧低
温型変成帯の突発的形成，微小プレートの再
配置，という5つの性格をまとめている．こ
れらの観点やまとめは，複雑な造山帯の研究
の指針となるものである．以上のことから本
論文は，地質学の発展に大きく貢献するもの
であり，論文賞に値する．

研究奨励賞（2件）
辻森　樹（金沢大学大

学院，1972年生）
「中国山地中央部大佐

山蛇紋岩メランジュの

地質：大江山オフィオ

ライトの下に発達した

320 Ma青色片岩を含
む蛇紋岩メランジュ」

地質学雑誌，1998，第104巻，4号，213_231
ページ．

環太平洋造山帯には蛇紋岩メランジュを伴
った古生代オフィオライトが発達している．
この蛇紋岩メランジュには青色片岩ブロック
が含まれるが，オフィオライトと蛇紋岩メラ
ンジュー青色片岩ブロックの成因関係の理解
は未だ不十分である．本論文の著者は，中国
山地中央部の大江山オフィオライトの構造的
下位に発達する大佐山蛇紋岩メランジュにつ
いて地質学的研究を行い，その構成を詳細に
明らかにした．さらにメランジュに含まれる
テクトニックブロックの記載岩石学的検討を
おこなった．その結果，藍閃石片岩ブロック
は非常に高い圧力/温度比の藍閃変成作用で
特徴づけられ，大江山オフィオライト起源の
岩石も藍閃変成作用を受けていることを明ら
かにした．このことは島弧型オフィオライト
のテクトニックな侵食作用を示唆し，造山帯
における蛇紋岩メランジュの形成過程の理解
を格段に向上させた．本研究結果は，若手研
究者による堅実な地質学的・岩石学的研究に
裏付けられたものであり，国際貢献も期待さ
れ，研究奨励賞に値する．

梅田真樹（大阪市立大

学大学院生，現学術振
興会奨励研究員，1971
年生）

「高知県横倉山地域の

シルル─デボン系横倉

山層群」地質学雑誌，
1998，第104巻，6号，

365_376ページ．
日本列島の中・古生代造構史は，段階的付

加成長というあらすじで語られることが定着
した．しかし，古生代前・中期当時の原日本
がどのようにテクトニックセッティングさ
れ，シルル系・デボン系がどのような場で形
成されたのかなど，不明な点が多い．本論文
は，上記のような問題点をテーマにして，黒
瀬川帯の古典的フィールドの一つである高知
県横倉山地域において，詳細な野外地質調査
に基づいてシルルーデボン系横倉山層群の層
序を検討した結果を報告している．本研究で
は，まず，新たに岩相層序を組立て，放散虫
化石により各累層の地質年代の検討を行って
いる．その結果，従来，一連整合的にとらえ
られていた横倉山層群は，大きな堆積間隙で
境された6つの累層から構成されることを明
らかにした．さらに他地域の黒瀬川帯のシル
ル系・デボン系と対比し，これらは岩相的特
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香村一夫（千葉県水

質保全研究所地質環
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究センター教授，
1940年生）



徴から酸性火山活動の影響を受ける前弧域で
形成されたと考察している．この研究成果は，
日本列島の古生代中期の造構史に新たな資料
を提供するものであり，今後の研究の進展が
期待される．よって，本論文は研究奨励賞に
値する．

小　藤　賞（1件）

「青海 _蓮華帯青海地域のひすい輝石岩から
のコスモクロアの発見」地質学雑誌，1997，
第103巻，11号，1093_1096ページ．

コスモクロア（kosmochlor）は，地学事
典をひくと，「単斜輝石の一種．…Toluca隕
石中から発見され，宇宙を意味するcosmos
と緑色を意味するchloreから命名された」と
ある．地球の岩石からは，海外で数例報告さ
れている．日本では，三郡変成帯大佐山地域
のアクチノ閃石─トレモラ閃石岩から，阪
本・高須によって初めて発見され，1995年7
月22日に日本地質学会関西支部講演会で発
表された．次いで，同じようなクロム単斜輝
石が同地域から辻森によって発見され，1995
年10月7日の三鉱学会で発表された．さらに
今回，著者らによって青海地域のひすい輝石
岩からコスモクロアが発見された．この発見
の可能性は，コスモクロアの多くがクロム鉄
鉱と共存していたり，蛇紋岩と密接に関係し
ていることから，すでに阪本・高須が1996
年4月の日本地質学会第103年学術大会での
講演で指摘していたという．この発見はねら
い通りのものであり，コスモクロアの生成に
クロム鉄鉱との共存が大きく寄与することを
明らかにした点など，小藤賞に値する．

Ⅳ 審議事項
1 名誉会員の推薦について

会員委員長滝田良基君から下記の6名を名
誉会員に推薦したいと提案され，原案どおり
承認された．

倉林三郎君，北川芳男君，諏訪兼位君，早
川正巳君，深田淳夫君，藤田和夫君．

なお，承認後，直ちに名誉会員の記念メダ
ルが小松会長から各人に手渡された．
2 古生物専門部会の設立について

評議員会議長小泉　格君から，会則第8条
6に基づいて，次の設立趣旨，規約のもとに
古生物専門部会を設立したいと提案され，原
案どおり承認された．
{設立趣旨}

古生物学の研究目的は大別して，化石に

代表される古生物学的資料・試料を用い
て，�生物進化について究明する，�古環
境を復元する，�年代を決定する，の3点
に要約される．これらはいずれも地質学と
不可分の関係にある．現今の領域別専門部
会の設立状況に鑑みて，日本地質学会会員
である古生物学の研究者も当学会において
一定の役割を果たしたいと考え，本部会を
設立する．

［規　　約］

1．本部会の名称を古生物部会とする．
2．本部会は地質学と重要な関わりを持つ

古生物学の研究の発展と若手研究者の
養成を目的とする．

3．本部会の活動には，構成員の意向を反
映する．

4．本部会には，代表者と幹事若干名をお
く．

3 1999年度（平成11年度）事業計画案・予
算案
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会計委員長佐々木和彦君から配布資料によ
り標記について提案があり，原案どおり承認
された．
4 会則変更について

評議員会議長小泉　格君から下記について
会則変更の提案があり，両件とも原案どおり
承認された．
1） 会費値上げについて（会則6条の一部変

更）
会則6条の1を変更して，正会員の会費を

年12,000円とする．
現　行：

第6条　会員は下記の会費を前年12月
31日までに納入しなければなら
ない．
1．正 会 員：年10,000円
2．院生会員：年8,000円
3．学生会員：年5,000円
4．賛助会員：1口25,000円　2口
以上
5．名誉会員：会費は徴収しない．

変更後 ：
1．正 会 員：年12,000円
その他については変更なし．

2） 学会の住所の変更について（会則10条
の一部変更）
学会事務所の移転に伴い，会則10条の一

部を下記のように変更する．
現　行：本会は本部を東京都千代田区鍛冶

町1_10_4丸石ビル内におくほか，
（以下略）

変更後：本会は本部を東京都千代田区岩本
町2_8_15井桁ビル内におくほか，

（以下略；変更なし）

以上の議事を終了した後，閉会に先立って
小松正幸会長より，現在日本地質学会は非常
に厳しい環境下にあり，組織運営等の面で大
胆な改革を必要としている，批判とともに協
力を是非御願いしたいとの挨拶があり，議長
平野弘道君より閉会に関する挨拶があって，
本総会を閉じた．

懇　親　会
早稲田大学内の大隈ガーデンハウスにおい

て100名ほどの参加をえて賑やかな会であっ
た．とくに今総会は，坂副会長をはじめとす
る早稲田大学地球科学教室の全面的な協力を
得て開催され，当懇親会に対しても大学より
ご援助をいただいたことを記して感謝する．
平野弘道氏の司会により，お酒も料理も十分
で，終始なごやかな進行であった．途中，新
しく名誉会員になられた方のうち，北川芳男

氏・早川正巳氏・深田淳夫氏の出席者からの
ご挨拶や，今年度の各賞受賞者からは喜びの
スピーチをいただいた．最後は早稲田大学
OBの香村一夫氏によるエールと学生諸君の
校歌斉唱でフィナーレはさらに盛り上がり，
名残惜しさのうちに2時間あまりの宴は散会
となった．

（天野一男 記）

参 加　者
池辺　穣・市川浩一郎・大森昌衛・勘米良亀
齢・北川芳男・倉林三郎・柴田松太郎・奈須
紀幸・早川正巳・端山好和・藤田至則・三梨
昂・山岸猪久馬（以上名誉会員）
会田信行・青木　滋・青木秀則・青野道夫・
赤羽貞幸・赤羽久忠・秋葉文雄・浅野俊雄・
芦寿一郎・足立勝治・足立久男・安彦宏人・
阿部国広・天野一男・荒戸裕之・安藤寿男・
安間　恵・安間　了・池上一誠・池田宣弘・
石川正弘・石橋　澄・磯崎行雄・板谷徹丸・
伊藤忠英・伊藤谷生・伊藤　慎・伊藤通玄・
稲垣秀輝・井内美郎・猪俣道也・入野寛彦・
岩崎正夫・上砂正一・上田正人・植村　武・
氏家良博・榎並正樹・永広昌之・大岡健三・
太田　保・大友幸子・小笠原憲四郎・小笠原
義秀・岡田　誠・岡本和明・小川　誠・小澤
聡・香川　淳・勝田和利・加藤　潔・金松敏
也・鹿野和彦・香村一夫・河合愛一・川辺孝
幸・神戸信和・菊地隆男・北里　洋・木下
修・木村　学・木村克己・楠田　隆・久保和
也・久保田喜裕・熊井久雄・公文富士夫・栗
原謙二・黒田和男・小泉　格・小泉　斉・小
出良幸・小井土由光・越川憲一・越谷　信・
後藤仁敏・小林巌雄・小林和宏・小林健太・
小林忠夫・小松正幸・斎藤実篤・斎藤岳由・
斎藤　眞・Simon Wollis・坂　幸恭・酒井
彰・坂井敬一・酒井治孝・酒井　豊・坂巻幸
雄・坂本　泉・坂本正徳・佐々木和彦・佐瀬

和義・佐藤　武・佐藤博之・佐藤幹夫・品田
芳二郎・柴　正博・柴崎直明・島田l郎・嶋
本利彦・周藤賢治・白石建雄・白川俊明・白
波瀬輝夫・鈴木祐一郎・鈴木喜計・角井朝
昭・徐　　垣・田結庄良昭・平　朝彦・高木
秀雄・高須　晃・高梨祐司・高橋直樹・高橋
尚靖・高橋正樹・高橋雅紀・高畑裕之・高安
克巳・滝田良基・田切美智雄・竹内圭史・竹
越　智・田崎和江・立石雅昭・千木良雅弘・
中馬教允・趙　哲済・辻　隆司・堤　昭人・
堤　貞夫・角田史雄・寺林　優・遠西敬二・
徳岡隆夫・徳永重元・徳橋秀一・戸野　聡・
鳥海光弘・鳥越祐司・内藤　耕・仲井　豊・
中江　訓・中島和一・中島　隆・中屋志津
男・那須孝悌・新妻信明・西川純一・西川
徹・西村　昭・西村祐二郎・楡井　久・根元
謙次・朴　進午・服部　仁・早坂竜児・原山
智・坂野昇平・樋口朋之・樋口　雄・久田健
一郎・平島崇男・平田啓二・平野弘道・平林
憲次・廣田清治・府川宗雄・福富幹男・藤井
昭二・藤井厚志・藤岡換太郎・藤田隆男・古
川健児・保科　裕・保柳康一・牧野内猛・牧
本　博・増田俊明・町山栄章・松井智久・松
田高明・松田達生・松本俊幸・松山幸弘・的
場保望・真鍋健一・真野勝友・丸山茂徳・三
浦保範・三次徳二・水野篤行・三田村宗樹・
三本健四郎・三宅酉作・宮崎　浩・宮島圭
司・村田明広・村山正郎・籾倉克幹・百武松
児・森　隆二・盛谷智之・八尾　昭・安田善
雄・矢内桂三・柳瀬　晶・矢野孝雄・山崎秀
次・山田直利・湯浅真人・湯佐泰久・吉川周
作・吉田　尚・吉田武義・和田信彦（以上正
会員）
斎藤高浩・内山美恵子・梅田真樹・太田
努・大村亜希子・片山郁夫・清川昌一・桑山
雄三・小泉　謙・阪本志津枝・芳賀正和・橋
本善隆・原　英俊・本郷美佐緒・ Martin
Andreu・真砂英樹・渡辺恭太郎（以上学生
会員）
青山博和・生野　朗・市川祐一郎・岩田秀
樹・植竹成仁・梅沢夏実・浦田昭雄・岡野裕
史・尾崎友彦・木谷晋也・木村和弘・ゲラー
ロバート・小池　豊・小嶋亮三・小松崎則
男・佐藤　泉・清水郁夫・杉山順彦・鈴木
隆・高田義宏・田坂昌弘・田野辺一徳・出張
智巳・中西康久・中村栄三・西村　一・根本
博文・Barry Harding・Simon Peacock・福
田芳久・皆川秀司・湊　秀雄・皆藤由美・宮
崎英剛・三好純子・三和　公・宗像元明・森
田誠也・森本辰雄・山本広光・Juhng Liou

（以上非会員）参加者総数289名
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（佐藤　武氏撮影）


