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☆先月号に引き続き，各県通信員の募集を致します．会員の皆
さまのNews誌へのご参画・協力をお待ちしております．

各県通信員の募集
ニュース誌は平成10年第1巻1月号の発行から，本号で第

3巻第10号まで発行してまいりました．その間，多くの会員
の方にご協力いただきましたが，更に広く全国から情報を収
集いたしたく，各県にご協力いただける会員の方を募集致し
ます（ご推薦もお願いします）．年齢，性別は問いません．
そのネットワークにより，会員の皆さまにとってより身近な
ニュース誌として，各地の情報・活動を会員のお手元にお送
りしたいと思います．

11月末日までに　1）お名前　2）会員種別（広く大歓迎
です）3）連絡住所　4）連絡先お電話番号等を「ニュース誌
編集室」までお知らせ下さい（ファックス可）．

原稿をお寄せ下さい
☆表紙写真・会員の声・賛助会員のページ・各県地学会の紹
介・大学研究所紹介・学協会・研究会報告・我が校の野外授
業・ホームページの紹介・催事のご案内など
また，各支部・委員会の積極的なご活用をお待ちしていま

す．
☆ニュース誌は会員一人一人に開かれた情報交換の場です．
情報の共有・交流の場として，積極的なご利用・ご活用を編
集室一同お待ちしています．
☆原稿につきましては，「ニュース誌編集室」宛，メールか
ファイル（テキストスタイル）をお送り下さい．また，印刷
原稿を添えてお送りいただけますようお願いいたします．
（メールの方はファックス下さい）．

Fax 03_5823_1156 E-mail : geosocjp@ra2.so-net.ne.jp

お願い！会費の自動振込をご利用ください
巻末に自動振込の利用申込書をとじ込んであります．まだ手
続きをされていない方は，ぜひお申し込みをお願いいたします．
ご送金の手間と払い込み忘れが解消されます．また，ご利用が
増えますと事務作業の軽減にもつながり，たいへん助かります．
11月10日頃までにお申し込みをいただければ，2001年分の会
費から利用可能になります．なにとぞご協力をお願いいたしま
す．

申込書記入上のご注意：ご記入いただく欄は，申込人名，住所，
そして太線枠で囲んだ民間金融機関，郵便局の何れかご指定の
欄を記入して下さい．印鑑はお届けのものをご確認のうえ，押
印は鮮明にお願いいたします（印鑑の不備で返却されることが
少なからずあります）．

すでにご利用いただいている方へ：金融機関の変更などがあり
ましたら，お手数ですが，改めて申込書のご提出をお願いいた
します．

日本地質学会会計委員会
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メランジュとは，地層などが大小さまざ
まなブロック（岩塊）となり，破断された
泥岩などの細粒物質の基質中に含まれるも
ので，block-in-matrixの構造を持つ地質体
である．メランジュは，砂岩などの単一の
種類のブロックからなることもあれば，緑
色岩，石灰岩，チャート，砂岩泥岩互層な
ど多様なブロックを含むこともある．また，
含まれるブロックは，本来，基質の泥岩と
同時に堆積したものもあれば，全くの外来
性ブロックであることもある（Raymond，
1984）．
メランジュは，24,000分の1かそれより

小縮尺の地質図に描くことができるスケー
ルの地質体に用いられる．日本の地形図の
縮尺でいうと，少なくとも25,000分の1や
50,000分の1の地質図に表現できる拡がり
があるものに対してメランジュという表現
を用いることができる．一般的にはblock-
in-matrixの構造を持つ地質体が，数10m
から100m程度以上の分布幅をもっていれ
ばメランジュと呼べる．これよりも分布幅
の狭い地質体はメランジュとは呼べないこ
とになるので，スケールを問わない記載用
語として，混在岩あるいは混在岩相，乱雑
層という岩石名，岩相名が用いられること
も多い．
メランジュは，現在では成因を問わない

用語として位置づけられている．考えられ
る成因としては，造構性の剪断，海底地す

べり，泥ダイアピールなどがあり，これら
の成因が明らかになった場合は，それぞれ，
テクトニックメランジュ，オリストストロ
ーム，ダイアピリックメランジュなどと区
別される．しかしながら，メランジュの形
成がどの変形によるものかを特定すること
は難しい．西南日本の美濃_丹波帯，秩父
帯，四万十帯中のメランジュは，1970～
80年代にオリストストロームと考えられ
ることが多かったが，テクトニックメラン
ジュ，ダイアピリックメランジュと考えら
れるものもあり，複合的な要因を持つもの
も多いと思われる（狩野・村田，1998）．
成因が分からない場合に，単にメランジュ
としておくと，テクトニックメランジュと
誤解されてしまうこともあるので，報告等
ではメランジュの用法について最初に述べ
ておくことが望ましい．
メランジュという地質用語は，Greenly

（1919）によって，イギリスのウェールズ
北西部アングルシーに分布する先カンブリ
ア界（カンブリア系とする見解もある）に
対して初めて用いられ，これはグゥナメラ

ンジュ（Gwna Melange）と名付けられた．
グゥナメランジュは，mmオーダーから
kmオーダーのさまざまな種類のブロック
が泥岩基質に含まれており，その分布範囲
も広い．
表紙の写真は，ウェールズ北西部の

Lleyn半島に分布するグゥナメランジュの
露頭で，イギリスのGeologists’ Associa-
tionの巡検ガイドブック（Cattermole and
Romano，1981）をもとに観察に行ったと
きに撮影したものである．なお，この写真
は，狩野・村田（2000）のCD_ROMのp.
163を縦長にトリミングしたものである．
この露頭では，写真の中央左側に長径
20mの巨大な白色のコーツァイト（石英
質砂岩）のブロックが認められる．このブ
ロックの左下には，これから少しだけ分離
した数mのブロックがあり，右側には
10 m近いブロックが認められる（村田，
1999）．
写真1は，これらの巨大なブロックの基

質にあたる部分で，中央部にはコーツァイ
トのブロックが見られる．ハンマーの下方
などにある灰色のブロックは，グレーワッ
ケ（泥質砂岩）からなり，これらのブロッ
クが泥岩の中に含まれている．写真2も巨
大なブロックの基質にあたる部分で，グレ
ーワッケからなるレンズ状の小ブロックが
認められる．ここでは他の種類のブロック
は含まれないので，これは砂岩泥岩互層が
変形したものであろう．写真2ではレンズ
状のブロックの配列に規定される面構造
が，後で上下方向の軸面を持つ細かい褶曲
を受けている．この付近のメランジュには，
枕状溶岩や石灰岩のブロックが含まれる部
分もあり，同一種類のブロックは一列に並
ぶ傾向があるとされている（Cattermole
and Romano，1981）．
グゥナメランジュはGreenly（1919）に

メランジュ

村田明広
（徳島大学総合科学部）

写真2．グゥナメランジュ．ウェールズ，Lleyn半島．
レンズ状のブロックはグレーワッケ．メランジュの作る面構造が褶曲している．

�写真1．グゥナメランジュ．
ウェールズ，Lleyn半島．
中央の白色のブロックはコーツ
ァイト，それ以外の灰色のブロ
ックはグレーワッケ．

表紙写真
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よってtectonic brecciaとされ，構造変形
の産物（今でいうテクトニックメランジュ）
と考えられたが，含まれるブロックの種類
を基準にしてメランジュを区分すると，そ
の中に‘層序’が認められることから，オ
リストストロームと考えられることが多い
ようである（Harris，1992）．メランジュ
の元祖は，テクトニックメランジュではな
いのである．メランジュという用語が成因
に関係なく使われるのは，グゥナメランジ
ュの存在が影響しているからであろう．そ
れにしても，最近の研究はフォローしてい

ないが，グゥナメランジュがテクトニック
メランジュや，ダイアピリックメランジュ
である可能性はないのであろうか．
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☆地質学論集　新刊案内
地質学論集57号が発行されました．ご希望の方は代金を添えて，事務局までお申し込みください．送料は340円です．（現金または
郵便振替00140-8-28067）

地質学論集　第57号

砕屑岩組成と堆積・造構環境
（編集委員：公文富士夫・君波和雄・保柳康一・竹内　誠・武蔵野実・宮本隆実　2000年9月発行，240ページ，会員頒価2,800円，
送料340円）
1990年代の砕屑岩研究を総括して，次の21世紀での飛躍を目指す論集であり，是非多くの方にご一読願いたい．この間の研究の

発展を反映して，主化学組成から微量元素にいたる化学組成に基づく研究が多いことが特徴である．後背地の性質や風化の度合い，
造構場，堆積環境といった重要な要素を読みとる研究が収められている．また，全岩化学組成，粒子化学組成，シーケンス層序と化
学組成，というまとまりで，レビゥー論文を配置して，初心者への入門と今後の発展の方向を示唆していることも有益な配慮である．
（編集委員会代表　公文富士夫）
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愛媛県総合科学博物館は，自然史，科学
技術，産業の3分野をカバーする科学系の
博物館として，1994年11月，県東部の工
業都市・新居浜市に誕生しました．新居浜
は，キースラガーで有名な別子銅山で栄え
たまちです．また，隣の西条市には，巨大
な輝安鉱の結晶が産出した市之川鉱山があ
ります．博物館の南側には中央構造線がは
しり，きれいな断層線崖を見ることができ
ます．当館は，北四国中央部という地理条
件と松山自動車道・西条ICから至近距離
という交通条件に恵まれ，県内はもとより，
高速道路を通じて四国他県や山陽方面から
も多数来館があります．
博物館は，近未来を感じさせる個性あふ

れるデザインの5つの建物（展示棟，プラ
ネタリウム棟，生涯学習棟，レストラン棟，
エントランスホール）で構成され，訪れる
人に「科学系博物館」のイメージを喚起し
ています．展示棟には，「自然館」「科学技
術館」「産業館」の3分野の常設展示室や
企画展のほか各種催し物の会場となる企画
展示室，講演会や映画会などを行う多目的
ホールを設置しています．プラネタリウム
棟には，世界最大のドーム（直径30 m）

内に分布する動植物や化石を展示していま
す．化石のコーナーは，改修中で，現在は
愛媛沿岸海域の海底から採集されたナウマ
ンゾウ化石とナウマンゾウ全身骨格（複製，
東京都産）のみの展示ですが，今後，追加
展示していく予定です．
科学技術館は，「素」「生」「伝」「動」の
4つのゾーンからなり，「素」は物質を構
成するもの，「生」は生命の不思議さ，「伝」
は光，音，電気などの伝わる現象，「動」
は力とエネルギーについて，参加体験型の
実験装置を用い紹介しています．また，各
種科学実験を行うサイエンスショーのコー

愛媛県総合科学博物館
Ehime Prefectural Science Museum

学芸員　山根勝枝

博物館紹介◯37

を持つプラネタリウムがあります．
当館の学芸部門は，学芸課の自然研究科

（地学・動物・植物・天文）と科学技術研
究科，産業研究科および，教育普及を担当
する振興課企画普及係からなっています．
自然分野の学芸員は6名で，うち地学担当
は1名です．

＜常設展示＞
常設展示は，「自然館」「科学技術館」

「産業館」の3分野からなります．自然館
は，宇宙，地球，愛媛の3つのゾーンから
構成され，ジオラマをはじめ，実物資料や
大型模型，映像を用いて，自然のすばらし
さを再認識できる場を提供しています．
宇宙のゾーンは，古代人の想像の宇宙観

や天文学の進歩に貢献した先人たちの偉
業，最新の宇宙論，隕石などを紹介してい
ます．また，公開天文台ネットワーク
（PAONET）から取得した天文に関する画
像を検索することができます．
地球のゾーンは，生きものの進化や地球

の自然を紹介しており，「生きものたちの
ヒストリーロード」では，各時代の代表的
な化石―ハルキゲニア模型，三葉虫，アン
モナイト，アロサウルス全身骨格（複製），
メリテリウム模型などを展示しています．
このコーナーのティラノサウルスとトリケ
ラトプスの動く模型は，子供たちの人気を
集めています．「大地を科学する」のコー
ナーでは，輝安鉱などの県内産鉱物や世界
の美しい鉱物を展示しています．
愛媛のゾーンでは，9面マルチ映像で西

日本最高峰・石鎚山の大自然を紹介し，カ
ワウソや石鎚山系のブナ林のジオラマ，県自然館「鉱物ギャラリー」 産業館「愛媛の鉱山」
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ナーを設けています．
産業館は，農林水産や製紙などの「基幹

産業」と砥部焼や水引など県指定の「伝統
産業」を実物や模型，映像を用い，紹介し
ています．伝統産業のコーナーでは，手す
き和紙と伊予かすりの実演も行っていま
す．

＜プラネタリウム＞
世界最大のドーム（直径30m）を持ち，

約25,000個もの恒星を映しだすことができ
ます．季節ごとに番組内容がかわり，それ
ぞれの季節の星座と，星にまつわる神話や
宇宙に関する話題を紹介しています．

＜企画展示・特別展示＞
年数回の企画展や特別展を開催していま
す．毎年夏には，自然，科学技術，愛媛の
産業のいずれかに関する企画展を行ってい
ます．特別展は，「ふしぎ大陸　南極展」
や「日本自然科学写真協会写真展」などの
巡回展を開催しています．他に，館の収蔵
資料を展示する館蔵品展を行っており，今
年度は「夢と科学のたどった道―20世紀
―」（平成12年12月9日～平成13年1月14
日）を開催する予定です．地学関係では，
これまでに企画展「恐竜」や館蔵品展「愛
媛の鉱山」を開催しました．

＜教育普及活動＞
当館では，教育普及活動を中心とした運

営を行っています．各種講座を開催してお
り，親子向けの3回連続講座の自然科学教
室や一般向けの自然観察会・天体観測会・
産業講座，小学生～中学生向けの科学工作
教室・科学実験教室があります．地学関係
の講座は，年によって変わり，自然科学教
室では，植物化石や微化石の観察を行う
「化石を調べてみよう」や岩石・鉱物を観
察し，名前を調べる「石ころを調べてみよ
う」，観察会では，断層地形など観察する
「断層めぐり」や県内の花こう岩の産地を
たずねる「地学散歩：花こう岩」などを実
施しています．
科学講演会や科学映画の映画会の開催，

博物館だよりの発行も行っています．科学
講演会は，さまざまな科学分野の第一人者
を招き，夏の企画展時には，企画展のテー
マにかかわる内容の講演会を開催していま
す．また，友の会もあり，現在，天文クラ
ブ，科学クラブ，自然クラブが観察会や科
学教室などを折々に開催しています．

＜調査研究＞
各学芸員がそれぞれの専門分野に関連し

た調査研究を行っています．また，自然分
野の学芸員で特定地域の生物調査も行って
います．その成果を博物館講座や展示に反
映させるとともに，毎年，研究報告を発行
しています．

＜資料収集保存＞
自然史（動物，植物，化石，岩石，鉱物），
科学技術，愛媛の産業に関する資料を収集
しています．地学資料は，県内産のほか，
県外や外国の資料も集めています．標本は，
データベースに登録し，収蔵庫に保管して
います．

＜利用案内＞

開館時間：午前9時～午後5時
（入館は午後4時30分まで）

休 館 日：毎週月曜日（月曜日が祝日，振替
休日にあたる場合は，火曜日．5月3日
～5月5日までのいずれかの日が月曜日
にあたる場合は，5月 6日），年末年始
（12月29～1月5日）

展示観覧料：
大人（高校生以上）500円（400円）
小・中学生　　　　無　料

プラネタリウム観覧料：
大人（高校生以上） 500円（400円）
小・中学生　　　　　250円（200円）
（ ）内は20名以上の団体料金

交　　通：松山自動車道伊予西条ICから車で
約5分
JR伊予西条駅，JR新居浜駅から瀬戸内
バスで約20分
JR伊予西条駅，JR新居浜駅からタクシ
ーで約15分

所 在 地：〒792_0060 愛媛県新居浜市大生
院2133_2
電話 0897_40_4100 Fax 0897_40_4101
e-mail ： info@sci -museum.niihama.
ehime.jp
ホームページ：http://www.sci-museum.
niihama.ehime.jp

ナウマンゾウ

自然館
「生きものたちのヒ
ストリーロード」

自然科学教室「石ころを調べてみよう」

自然観察会「地学散歩：花こう岩」



第2回IGCP411シンポ
ジウム「東アジアのゴ
ンドワナ起源テレーン
のジオダイナミック
過程」に参加して
脇田浩二（地質調査所国際協力室）

上記シンポジウムが，平成12年8月28日
から8月29日まで2日間開催され，引き続い
て地質巡検が9月2日まで行われた．同シン
ポジウムと地質巡検に参加したので，報告す
る．
IGCP411は，IGCP_224，321の後継プロジ

ェクトで，神戸大学波田重煕教授をリーダー
として，ニューイングランド大学 I a n
Metcalfe氏ら4人がサブリーダーとなってい
る．アジアを中心に合計19か国が参加し，
それぞれの国に国内委員会が組織されてい
る．本プロジェクトの主な目的は，ゴンドワ
ナ起源の断片がアジア大陸を形成していくジ
オダイナミック過程を解明することである．
今回のシンポジウムは，IGCP 411として

は第2回目にあたり，第1回は昨年8月に中
国湖北省宣昌でIGCP 368, 440と共同で開催
されている．今回は，ソウル国立大学の美術
館を会場として行われた．シンポジウムは，
韓国のJoen Hwan Kim氏，波田重煕氏らの
開会の辞に始まり，8つのセッションで20数
編の研究発表が行われた．オープニングセッ
ションでは，英国のD. J. Sanderson氏（ロン
ドン大）のTranspression/Transtensionの変
形モデルの話，Ki-Hong Chang氏の韓国周辺
の東アジアのテクトニクスの話，岡田博有氏
（応用地質）の東アジアの白亜紀堆積盆の話

など，時に詳細に時に大胆にテクトニクスが
論じられた．構造地質の2つのセッションで
は，韓国の若い研究者たちが活躍し，Lee
Hyunwoo, Hyeong Soo Kim両氏ら沃川帯の
構造地質の詳細を論じたほか，韓国中部の地
溝帯や斜長岩について発表した．また中国の
T. Chen氏がモザンビーク帯について，著者
がテクトニックマップについて報告した．テ
クトニクスの2つのセッションでは，ゴンド
ワナ起源のテレーンとその間に介在したであ
ろう古海洋について様々な観点から論じられ
た．キャンセルされた講演があったのは残念
であったが，Ian Metcalfe氏（ニューイング
ランド大）の古テチス海についての議論や久
田健一郎氏（筑波大）の砕屑性クロムスピネ
ルの話題は，東・東南アジアのテクトニクス
の理解を深めるのに重要な役割を果たし，活
発な議論がなされた．二畳紀_石炭紀と名づ
けられたセッションでは，特定の時代に絞っ
た古生物地理区や堆積相，古地理，佐野弘好
氏（九大）の炭酸塩岩，中国雲南のチャート_

砕屑岩シーケンスや韓国のribbon rock，な
ど多様な議論が行われ，古生代後期のテクト
ニクスと堆積作用の姿が浮かび上がった．岩
石学と天然資源のセッションは，全体の中で
は特殊な性格を有していたが，渡辺暉夫氏
（北大）の座長のもと積極的な議論が展開さ
れた．二日目の午後にはポスターセッション
も開催され，日本から参加した波田重煕氏の
黒瀬川テレーン，永広昌之氏の南部北上テレ
ーン，上野勝美氏（福岡大）の二畳紀紡錘虫，
藤川将之氏（九大）の二畳紀アンモナイトな
ど海外で活躍する若手研究者の話などが発表
された他，主に韓国，中国の研究者によって
東・東南アジアの地質構造，テクトニクス，
地球化学，などが展示され，議論された．講
演終了時には，全体討論が行われ，韓国周辺
のテクトニクスや縫合帯に記録されている古
海洋などについて活発な議論がなされた．全
体としては，韓国の研究者の参加が多いわり
に，参加者の出身国に多様性がなく，インド
ネシア，フィリピンなど島弧からの参加や熱
望されたミャンマーからの参加がなかったの
が残念であった．このシンポジウムの予稿集
は，Geoscience Journal（韓国地質学会の国
際誌）vol. 4, Special Edition August 2000に掲
載されています．ご参照下さい．
8月30日の朝から9月2日にかけて，地質

巡検が行われた．IGCP 411の巡検としては，
テジョンの東方の沃川帯における巡検が計画
されたが，それ以外に，二畳紀研究グループ
（SPS国際WG）が主催する2泊3日の巡検が
用意されていたが，著者は前者に参加したの
で，そちらについて報告する．参加者は36
人で，うち韓国が15人，中国人6人，日本人
が5人であった．案内者は4人（含む飛び入

り）で，学生ボランティア10人が巡検の間
様々な面でサポートしてくれた．IGCP411巡
検は3泊4日で計画されていたが，最終日が
観光（お寺参り）だけであったので，実質3
日間巡検が実施された．
第1日目は，沃川帯の白亜紀堆積盆とその

周囲を画する断層に案内された．白亜系が先
カンブリア系の片麻岩と直接する露頭がトン
ネル工事のためセメントに覆われる直前に観
察できたのは幸運であった．白亜系の基底礫
岩や湖成層，河成層について観察した．断層
に沿った細長い分布で，側方に岩相の変化が
激しいことが確認できた．2日目は，台風の
影響であいにくの雨であったが，翌日はもっ
と激しい雨になるという予想（はずれた！）
だったので，予定を変更して，メインイベン
トである沃川帯の変成岩を観察した．これは
著者の長年の夢だったので，楽しみにしてい
た露頭であった．かなり強い雨のために，ス
キップした露頭もあったが，どの観察地点で
も活発な議論が展開された．特にSanderson
教授から多くを学びとろうとするソウル国立
大学の学生さんたちはとても熱心であった．
この巡検には多くの韓国地質学会の重鎮や若
い研究者，学生が参加しており，英語がまど
ろっこしくて，韓国語でかなり熱心な議論が
展開されることが多かった．また，巡検の後
半では，露頭について説明がほとんどない場
合があった．呆然としている外国人と目がラ
ンランの韓国人研究者・学生のコントラスト
がそこにあった．
第3日目は，Boeun Coalfied area（Maro

Coal Mine area）という題がついているので，
てっきり二畳紀の石炭層の周辺の堆積相を観
察するのだと思っていたら，まったく違って
いた．二畳紀の弱変成岩（砂岩）とそれを覆
う礫岩層を観察した．最後にもめた花崗岩を
観察し，これに沿ってジュラ紀の衝上断層が
あるというご高説を賜った．午後になって天
気がよくなり，マイロナイトと花崗岩，角閃
岩を観察した．どれもよい露頭で，多くのサ
ンプルを採取する姿がそこここに見受けられ
た．
台風による悪天候にも関わらず，沃川帯の

様々な岩相を観察でき，満足のいく巡検であ
った．日韓合同の構造地質研究者の会合（構
造研共催）が来年開催され，巡検が企画され
ていると聞いた．沃川帯は構造地質学者には
この上ない議論の場を提供するであろう．
IGCP 411は，IGCP 368, 440と共同で来年

10月に大阪で国際シンポジウムを開催する
ことになっている．国内の開催でもあり，興
味のある方々は，是非ご参加願いたい．連絡
先は，大阪市立大学　ISRGA事務局（e-mail :
symp2001@sci.osaka-cu.ac.jp, phone : 06_

6605_3184）です．
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Springer (http://www.springer.de), 
141ページ，A5判，図40枚（内は写真
24枚）価格34ポンド

10年間に及ぶペルーの海岸バソリスの研
究やその後のマレー半島の花崗岩類の研究で
知られるジョン　コビング氏が花崗岩バソリ
スとそのフィールドマッピングに関する著書
を作成したので，紹介する．
ジョンは1928年に生まれ，スコテッシュ

ハイランド深成岩帯の花崗岩とその接触変成
岩類の研究で博士号を取得後，イギリス地質
調査所に入り，主として海外プロジェクトに
参画し，実行者としてフィールドワークに情
熱を注いだ．上述のいずれのプロジェクトも
イギリス地質調査所報告や民間出版社から大
作として公表されており，地質調査プロジェ
クトの企画・実行・完成には大きな実績を持
っている．
ジョンはイギリス地質調査所を退官後マレ
ーシア，インドネシア，中国，ノルウェーな
どで花崗岩の成因やマッピングに関するワー
クショップの講師に招かれたという．本書は
その時の教材に加筆して完成されたもので，
第三ワールドの若い地質家のために書かれ
た．内容は　

1．序論
2．花崗岩分類のシステム

3．花崗岩の地質
4．花崗岩タイポロジーの特徴
5．フィールドマッピング
6．データのハンドリング
7．データの解釈
8．花崗岩成因論争とその余波
9．エピローグ

最初の4章では花崗岩地質に関する現在の
知識が簡潔に纏められており，これは岩石学
講義の教材としても使いうる．第5章以降が
花崗岩地帯の広域的なマッピングに関するも
のであるが，実務を世界のジャングルから砂
漠で経験した著者の記述には迫力がある．更
に地質図の作り方，データの記述法なども記
している．
本書は花崗岩研究の現状を的確に捉えて紹

介し，そして最近では軽んじられている野外
地質調査法を重視し，その面白さ・重要性を
引きだそうとしている．花崗岩の成因では事
実認定と解釈の部分を意識的に分けている．
従って，これから花崗岩地域で卒論・修論に
入ろうとする学生にとって必携の書となるで
あろう．本の大きさもA4判，141pと手頃で
あり，平易な英文で書かれているもので，英
論文を読むための入門書としても学生諸君に
勧めたい．

（石原舜三）

新日本出版社　2000年 7月 30日発行，
B6判，179ページ，定価：1,600円（本
体）ISBN4_406_02756_4

進化の大爆発という書名からすると，古生
代カンブリア紀に起きた爆発進化に焦点があ
てられていると考えられる．確かに，その通
りではあるが，まずレリックの問題が第1章
で扱われ，ついで第2章で爆発進化，ついで
先カンブリア時代末期のエディアカラ動物群
へと話題が進む．古生物学を勉強している本
学会の読者であれば，現在の生物がレリック

進化の大爆発－動物の
ルーツを探る

大森昌衛著

を含んだ様々な進化段階をもつ生物群からな
るとする見方を，過去の地質時代の生物相に
敷衍してみようとする著者の意図が読みとれ
るであろう．
カンブリア紀中期のバージェス動物群に

は，第3章で扱われているエディアカラ動物
群を構成する種のレリックとともに，オルド
ビス紀以降の動物の先駆的な種が含まれてい
る．とくに無脊椎動物と脊椎動物とをむすぶ
系統上の中間種が含まれているなど，多彩な
動物化石から構成されていることが述べられ
ている．そして，第4章ではさらに動物のル
ーツをたどり，生命の起源にまでさかのぼる．
このように本書は現世から過去へと生命の発
展史をさかのぼる形で生物の進化の実体にせ
まる構成になっている．つぎに，各章ごとに
その内容を紹介したい．
第1章　化石は生きている
次の9節から構成されている．動物園と水

族館―野生動物の保護，三葉虫のレリック―
カブトガニ，甲冑魚とヤツメウナギ，ホヤと
ナメクジウオの先祖，正体不明の化石―コノ
ドント，古生物学上の中間種―絶滅した古盃
動物，サンゴの海のレリック―ウミエラ，最
古の生物がつくる岩石，レリックの特性と分
類．
ここでは，ヤツメウナギやホヤの料理の話

のように，著者の経験から説き起こす語り口
は読者を引きつける．あえて希望を述べると，
著者がシアノバクテリア（ラン藻）を藍色細
菌や藍色植物とよんで原核細胞植物のなかに
位置づけているが，現在の分類学では，生物
界をモネラ界，原生生物界，菌，動物界，植
物界の5界に区分するか，それとも真正細菌，
古細菌，真核生物のように3区分するのが普
通である．それらの場合には，シアノバクテ
リアはモネラ界または真正細菌類に分類され
ている．そのような分類に位置づけて欲しか
った．
第2章　カンブリア紀の大動物群
この章は次の8節からなる．古生物学者ワ

ルコットの生涯，バージェス動物群の発見，
バージェス動物群のなかまたち，原始節足動
物の世界，海底に身を潜めた動物たち，澄江
（ちえんじゃん）動物群とシリウス・パセッ
ト動物群，バージェス動物群の帝王―アノマ
ロカリス，原索動物の出現．
ワルコットによるバージェス動物群の発見

の歴史に始まり，その後の再評価について要
領よくまとめられている．バージェス動物群
に属する澄江動物群が雲南省昆明で発見され
てから，その動物群が貴重なものであること
が分かってきた．とくに，ヒレを持つ無顎類
化石の発見はきわめて貴重であり，それらが
バージェス動物群より古い時代にすでに出現
した意義は大きい．本書では，このようなご
く最近の新しい研究成果も取り上げ，解説さ
れている．著者は実際に昆明の化石産地を訪
れているだけに，説得力のある説明になって
いる．第1章で述べられているレリックの考
え方でバージェス動物群を捉えてることの重
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要性が示唆されている．
第3章　最古の動物化石の発見
この章はオーストラリアの原生代末の地層

から発見されたエディアカラ動物群の話題で
ある．この動物群の研究に大きな貢献をした
スプリッグ博士の生い立ちとともに，その研
究史が巧みに述べられていて，読者を飽きさ
せない．その中で，スプリッグス博士の先生
にあたるアデレイド大学のモリソン教授が，
地質学への貢献からオーストラリアの100ド
ル紙幣に描かれていることが紹介されてい
る．恐らく紙幣に登場する地質学者は他に例
を見ないのではなかろうか．
ドイツのザイラッハー博士はエディアカラ

動物群を現在の動物分類群には属さない特異
な生物群であるとして，ベンドビオンタ（ベ
ント紀生物群）とよんでいる．しかし，この
時期の動物群は世界の各地で発見され，クラ
ゲ・ウミエラ・鉢虫類などの刺胞動物や環形
動物なども知られている．著者は前者のベン
ドビオンタと区別して，カンブリア紀の先駆
的要素をもつ後者の動物群をエディアカラ動
物群とする必要性を強調している．紹介者も
この見解には賛成したい．
この章は次の6節からなる．エディアカラ

動物群発見のいきさつ，化石好きの少年の生
涯，エディアカラ動物群の構成，エディアカ
ラ動物群の分布，中国におけるベンド動物群，
殻のある微小な動物群の出現．
第4章　動物のルーツを探る
この章は次の4節からなる．後生動物の出

現，生体における硬組織の発生，海洋環境の
変化，後生動物のルーツ．
ここでは生物進化に関する著者の見解が述

べられ，そのなかで大隕石の衝突による生物
の大量死は生物種の絶滅と区別すべきである
ことが強調されている．硬組織の形成とその
系統性に関しては短いページのなかに著者の
見解がよくまとめられている．1970年にド
イツで第一回の会議が開催された「生体鉱物
の形成機構に関する国際会議」は，来年には
新潟大学で第8回目の会議が開催される予定
である．生物学，古生物学，鉱物学，医学，
歯学，水産学の専門家を集めての第3回の会
議は三重県の賢島で開催され，著者はその主
導的役割を果たされている．硬組織の石灰化
問題に力を注がれてきた著者だけに，この問
題にはもう少しページを割いて欲しかった．
本書は生物の進化をどのように捉えたらよ

いかという指針を，古生物学の立場から示し
ている優れた著書で，しかも一気に読み終え
ることができる平易な文体でつづられてい
る．エピローグの末尾に示されている「科
学・技術の使用を誤って，未来の地球にレリ
ックとしてのヒトを残さないことを願って」
という著者の意図は成功している．本学会会
員の諸兄姉とともに，共通教育課程の大学生
に多くの読者が得られることを期待したい．
なお，付記として紹介されているS.J. グー

ルドのワンダフル・ライフは早川書房から翻
訳本が出版されている．再版の際にはそのこ

とを加えていただきたい．
（秋山雅彦）

築地書館　2000年8月25日発行，358ペ
ージ，定価1,900円（本体），ISBN4_

8067_1207_8

井戸水がかれる．生活用水を井戸に頼る
人々にとって，1日でもあっては困る事態で
ある．井戸枯れの原因はなにか，どうすれば
この枯渇を防ぐことができるのか，福井県大
野市の一主婦のせっぱ詰まった思いは，同じ
思いの仲間と共に，大野盆地の地下水調査へ
向かわせた．さらに，融雪・除雪のありよう
へ，地下水資源を考慮した節水，排水処理，
土地利用，地下水涵養，水利用の優先順位，
はては地下水の法的位置付けへと疑問や関心
を広げさせていった．
そればかりではない．地下水や河川や排水

に関する自らの調査に基づく地下水保全の提
案に，耳を貸してくれない行政や政治に失望
したその主婦は，市議会へ打って出て水政策
のありようを主張し，市や県や国に対して公
共事業の進め方の変更を求める．しかし，目
先の利権を優先し，生活の土台―大地を省み
ない人々や，盆地の特性を考慮しない画一的
な公共事業の進め方が，地下水保全の前に大
きな障壁になって立ちはだかる．
この書は，盆地に生きる一主婦とその仲間

―「福井県大野の水を考える会」（「会」）が，
水文地質学や環境問題の専門家の協力も得
て，地下水に焦点を合わせながら進めてきた，
25年余にわたる住民運動の苦闘の記録であ
る．「会」の前身とも言える「大野の水を考
える会」が著した，『おいしい水は宝もの』
の続編の性格も有する．第一部の活動の記録
と第二部の「会員の声」から構成され，前者
は12章に分けられている．北陸の小さな都
市に起きる地下水問題とその解決策，あるい
は解決の障壁は，地域の個別的事情を含みな
がらも，日本全体を写す鏡のようでもある．
第一部にみる住民運動の記録から，もう少し
具体的な活動の様子を紹介する．
繊維産業の拡大によって促進されていた地

よみがえれ　生命
いのち

の水

福井県大野の水を考える会編著

下水利用は，三八豪雪を機に拍車がかかり，
1970年代半ばには，地下水による消雪が市
街地の3分の1の住宅で行われるようになっ
た．消雪には，4人家族で1日に使用する生
活用水，約1m3の170～200倍も消費される．
地下水の涵養源である河川を締め切ったこと
も関係しているであろう．井戸枯れが起こり，
湧水の里―大野の水危機が顕在化した．「会」
がまとめた降雪量と地下水位や湧水の枯渇を
示す図は，消雪が井戸枯れにつよく関わって
いることを示している．節水によって地下水
の保全を図ろうと主張する「会」に対して，
土木・建設業関係者が多い地域の政治や行政
に与かる人々には，ダムの建設や上水道の敷
設が望ましく思えた．
先見の明を持つ自治体の意思決定者が，国

に先がけて地質環境の保全に貢献した事例は
いくつかある．もちろん，意思決定者にこと
の重要性を説得し，決断を促す人々があった
ことを忘れてはなるまい．大野市にも，「会」
の説得に耳を貸す市長がいた．その市長は，
福井県で最初の地下水保全条例を制定して
「会」の願いをかなえ，地下水による融雪の
禁止と企業に対する水の循環装置の設置を指
導し始めた．この時，井戸枯れの危機を乗越
えられるかに思えたが，市長は死去し，大野
市の地下水政策は大きく様変わりしていっ
た．
五六豪雪の後，県が進めた地下水を利用し

た消雪により，「地下水保全条例は棚上げ」
同然となって，大野市内の県道や家庭に融雪
水が流れ，再び井戸枯れに泣く街になってい
った．「血のにじむ10年間の水の運動が，行
政によってにべもなくふみにじられていくさ
まを見て，台所の声が届かない政治にむしょ
うにハラが立った」一主婦は，「政策決定が，
台所の実態を知らない男性だけで決められて
しまうから，こんな理不尽なことになるのだ
と」，男社会の市議会に出て対決する．
不圧地下水が枯れてくると，繊維産業は深

井戸を設置して日量数1,000～1万m3もの被
圧地下水を採取するようになった．間もなく
大野盆地に地盤沈下が生じ，更には，秘匿さ
れていた有機塩素系溶剤による地下水汚染さ
え明らかになった．「会」は関係機関に汚染
に関する情報の公開を求めたが，明らかにさ
れない．それではと，「会」は専門家の協力
を得て汚染の実態を明らかにし，情報を公開
して地域住民の余分な心配を取り除いていっ
た．
こんなさ中，市街地上流部に名うての汚染

企業の誘致案が市議会に上程された．「会」
は長年の地下水調査の資料などを駆使して，
地下水汚染の危険性を指摘したが，市や議会
はこれを受け入れなかった．ついに，「会」
は市を相手取って「工業団地造成差し止め訴
訟」を起こした．原告及び被告の適格性，被
害の立証責任などの面で，日本の裁判制度は
被害住民や被害を受ける可能性の高い住民に
対してハードルが高い．裁判所は，当初市に
認めていた被告適格性を最終的には認めず，
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原告敗訴を判決した．訴える相手を間違えた
というわけである．
市の下水道建設と関わる「会」の活躍は目
覚しい．県の指導のもとにまとめられた市の
下水道建設案は，地下水位の高い大野の地下
水盆を破壊する恐れが強く，また，工事費も
処理後に排出される下水道水のBODも高く
なるうえ，チッソ及びリンの排出濃度に規制
がないことが判明した．「会」の中心をなす
一主婦は，「石井式合併浄化槽」やこれに木
炭トレンチを併用した下水処理を，自宅で実
験してきていた．これによれば，汚水の排出
量を著しく少なくし，同時に，BODもチッ
ソもリンも，行政が進める広域下水道よりも

はるかに少なくできるのである．そこで，農
村部では合併浄化槽方式を，市街地では処理
場を小さくして分散し，帯水層の破壊を少な
くする方式を提案していった．
しかし，大野市の下水道事業は旧来のまま，

「大型下水道」方式で着工された．湧水の里
の地下水位は浅い．ここを数mもカットし
て下水道管を埋設すれば，帯水層の分断と大
量の地下水排除は避けられない．1999年2月，
地下8m付近まで掘り込まれた工事現場で
は，「直径2, 30 cmのパイプ10本余りから，
竜が水を噴出するような勢いで，きれいな地
下水が放出され」はじめた．
100年先を展望した水政策を求める「会」

は，地下水保全に焦点を当てた「いのちの水
を守るための具体的提案」を発表している．
「会」を主導してきた一主婦，野田佳江氏は
市議会を退き，その提案を含む四半世紀に及
ぶ住民運動の記録をまとめあげて，苦労の首
座を後継者に委ねた．
大野盆地は天然記念物のイトヨの里．『大

氷河時代』をも生き抜いて，「降海型→湖沼
型→湧水河川型」へと進化してきたと言われ
るイトヨ達の，巣づくりの姿がいつまでも見
られるように，「会」の奮闘はいまも続いて
いる．

（中馬教允）
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新版地質図・

報告書類

地質調査所　2000 年 3 月発行，定価
2,500円

北海道の地質図幅の作成は他地域に比べ
て，抜きんでて進んでおり，1/5万地質図幅
では全283枚のうち270枚が既に刊行されて
いる．また，1/20万地質図幅は本図の刊行
により26枚すべてがそろったことになる．
これは地質調査所，道立北海道地質研究所
（前道立地下資源調査所）および北海道開発
庁の関係者の長年の努力の賜物である．北海
道での図幅調査がこのように進展したのは敗
戦後の日本の復興において北海道の地下資源
が重要視されたからにほかならない．このこ
とは本1/20万図幅に含まれる1/5万地質図
幅12枚中9枚が1957年から1963年の数年間
のあいだに相次いで出版されたことからもわ
かる．この時期は本図幅がその一部を占める
日高山脈の地向斜造山論による日高造山運動
モデルが確立した時代でもある．
本図は1/5万地質図幅の既刊11枚と印刷

中の1枚（浦河図幅）をもとに，文献（1999
年度までの153篇）を参考にし，問題点につ
いては補足的現地調査を行い，編さんしたも
のである．表面には地質図および凡例のほか，
地質構成概略図，関連索引図および文献の一
部がある．地質図には鉱床・温泉（非火山性）
の分布や重力異常のほか，既公表の放射年代
測定試料の採集位置も示してある．裏面には
約11,000字の説明文と3つの表（放射年代測
定値一覧，新第三系の対比，段丘区分と対比），

それに英文要約がある．
本図の地質構成は東から西に，ともに北北

西_南南東方向に伸びる日高帯，空知_エゾ
帯および新第三系～第四系帯に区分され，日
高変成帯（日高変成岩類と日高深成岩類）お
よびポロシリオフィオライト（帯）と神居古
潭変成岩類はそれぞれ日高帯と空知_エゾ帯
に含まれる．本図の北東側2/3ほどを占める
日高変成帯，ポロシリオフィオライト帯およ
び空知_エゾ帯の形成史あるいはテクトニッ
ク場における意義については，本地域の1/5
万地質図幅が続々と刊行された1950年代か
ら60年代にかけての時期とは大きく変化し
た．つまり，日高変成帯は島弧地殻の断面が
露出した地質体，ポロシリオフィオライト帯
はかつての海洋地殻，また空知_エゾ帯や日
高帯は西方沈み込みに伴う，海洋地殻断片や
メランジュなどからなる付加体と考えられる
ようになった．
説明の構成は次のとおりである．
1．はじめに（酒井　彰，中川　充，高橋
浩）

2．地形（酒井　彰）
3．地質
3．1 概要（酒井　彰，中川　充，高橋

浩）
3．2 神居古潭変成岩類（中川　充）
3．3 岩清水層など（中川　充，酒井　彰）
3．4 空知層群（中川　充，酒井　彰）
3．5 蝦夷累層群（酒井　彰）
3．6 日高層群（酒井　彰，高橋　浩）
3．7 ニセウ層（酒井　彰）
3．8 冬島変成岩類（酒井　彰）
3．9 ポロシリオフィオライト（高橋　浩）
3．10 日高変成岩類（高橋　浩）
3．11 日高深成岩類（高橋　浩）
3．12 新第三系（酒井　彰）
3．13 第四系（酒井　彰）
4．鉱床・温泉（中川　充）
5．重力異常（駒澤正夫・広島俊男）
6．活断層及び地震（酒井　彰）

日高山脈の西側に分布する玄武岩質溶岩・
火山砕屑岩やメランジュなどからなる付加体
堆積物（ニシュオマナイ沢層およびイドンナ

ップ層・ソエマツ沢層）は，本図では，山脈
東側の中の川層群の下位に位置し，ともに日
高層群（日高帯）に含めている．これらの日
高山脈の西側の日高層群の分布域はイドンナ
ップ帯とされることもある（木村，1986）．
イドンナップ帯の帰属は今後の問題であろ
う．本図の中央部を占める空知_エゾ帯は複
雑な構造をもち，下位から岩清水層および空
知層群と蝦夷累層群からなる．本図北部（空
知-エゾ帯と第三系帯の間）から北隣の1/20
万地質図幅「夕張岳」（中川ほか，1996）南
部（空知_エゾ帯の中）に分布するニセウ層
については種々議論があるが，本図では夕張
岳図幅と同様に，東方の日高帯由来のナップ
としている．説明文で一節を占める冬島変成
岩類は本図幅の南東隅から東隣の1/20万地
質図幅「広尾」（佐藤ほか，1971）にかけて
狭小に分布するのみで，これまでほとんど注
目されなかったが，最近その原岩構成や変
成・変形作用の性格が明らかにされた（三
浦・豊島，1999）．イドンナップ帯あるいは
日高変成帯との関係が注目される．
地質図は国土の基本図の一つである．1/5

万地質図幅は災害調査・大規模構造物の基礎
調査などコンサルタント関係でもまず第一に
参考にされる文献であると聞く．また，地方
地質を研究する研究者や学生にとっても重要
な文献である．しかし，ある地域のテクトニ
クスなどを考えるときや全体の地質構造を把
握するときには1/20万あるいは1/50万スケ
ールの地質図がより便利である．本図幅と北
隣の1/20万地質図幅「夕張岳」（中川ほか，
1996）を張り合わせてみると，日高衝突帯の
前縁褶曲-衝上断層帯ともいうべき本地域の
複雑な地質構造がよく表わされている．
最後に少し無理な注文をひとつ．日高山脈

両翼の日高層群相当層の分布やイドンナップ
帯および空知_エゾ帯の区分や対比などにつ
いてはいろいろな議論・意見がある．それら
の代表的な考えについて，区分などの対比表
があれば，ユーザーとしては便利であろう．

（在田一則）

「浦河」
地域地質研究報告

（20万分の1地質図幅）

酒井　彰・中川　充・高橋　浩・
駒澤正夫・広島俊男



2000年3月刊行，200ページ．

昭和30年に初版が刊行されてから，昭和
37年に一部改訂，昭和51年に全面改訂，平
成元年に一部改定されてきた20万分の1新潟
県地質図が，説明書共ども全面改訂されて，
装いも新たに今年3月に刊行された．地質図
は全紙版2枚からなり，たいへんきれいな図
に仕上がっている．
今回は，表の面の地質図，地質断面図に加

えて，裏の面の平野部の表層地質断面図，水
理地質断面図，地震探査断面図によって，平
野部の地質が理解できるように構成されてい
る．さらに，表の面の地質図の新潟平野と高
田平野については，沖積層の基底の等深線図
が描かれていて，平野の構造の理解を助けて
くれる．
地質図には，新第三系・第四系にはさまれ

る主な凝灰岩鍵層が記され，とくに中央部の
西山層・灰爪層・魚沼層などの各累層の相互
関係が読みとれるように工夫されている．ま
た各累層の岩相変化が，模様によって読みと
れるように表現されている部分も見られる．
このような地質表現に加えて，新潟県の各地
に分布する上部新生界の層序対比図が表の面
の地質図の一隅に掲載され，各地の層序関係

が理解できるようになっている．
活断層が推定断層を含めて示されているの

は，時代の要請に応えようとするものであろ
う．この点からすると，過去の被害地震の分
布図がほしいところである．
裏の面の重金属濃集帯，ヒ素・鉛・シア

ン・フッ素・低沸点有機塩素化合物などの濃
集した井戸，累積地盤沈下量，廃棄物埋立て
処理場などが示されている地質環境マップ
は，新機軸といえよう．
国立公園，国定公園，県立自然公園，自然

環境・緑地環境保全地域，地学に関する文化
財などを記した40万分の1の景観自然図は，
読者の見学意欲をそそるものとして地学教
育，地学の普及という面で面白い試みで，前
記の地質環境マップ共ども，今後この種の図
で踏襲されていくものと思われる．
説明書には，中古生界，深成岩・変成岩，

新生界について一般的な記載があるほか，活
構造，海域の地形・地質についても記述され
ている．次いで石油・天然ガス，温泉，石材，
金属・非金属鉱物，景観資源などの資源地質，
土木地質，地すべり，土石流，崩壊，地震災
害，火山災害，さらに環境地質について記述
されている．
資料として石油・天然ガス鉱山，金属・非

金属鉱山，採石場，温泉，深掘井，ダムなど
が一覧表の形でまとめられている．そのほか
GPS観測点，震度計・地震計・強震計の配置
図，地下水位・地盤沈下観測井，廃棄物処理
場などまで掲載されているのは，時代の要請

に応えようという意図の表れであろう．なお，
新潟県はわが国第一の石油・天然ガスの産出
県であることからも，上記の石油・天然ガス
鉱山の表には，古い鉱山まで拾い上げてほし
かった．
疑問点として，沖積層の断面図において，

基底が階段状に描かれているところがある
が，これは構造的変位による可能性が大きい
と考えるが，どうであろうか．それは，小千
谷付近で，高さの異なる段丘面が変位による
ものであることが明らかにされていること，
新潟平野は沈降運動が激しく，沖積層の基底
のもっとも深いところは160m以上にも達し
ていて，その中に小千谷付近でのような地塊
状の変動単元が期待されるのではないかと考
えるからである．今後の調査研究を期待した
い．
今回の改訂版は，学術・教育，地下資源開

発，各種建設事業，災害，環境対策にも活用
されることを意図して編集されたとのこと．
そのような意図が十分に感じられる意欲的な
新しい型の県の地質図で，今後のこの種の地
質図の先例になるものと考えられる．広く利
用されることを期待したい．

地質図の注文先と料金：
〒951_8102新潟市二葉町2丁目5166
野崎印刷株式会社　電話 025_243_2381
地質図＋説明書　5,700円（送料別）

（鈴木尉元）
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新潟県地質図と同説明書

新潟県地質図改訂委員会編

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．

今年で，4回目となる国際土壌・地下水環
境ワークショップは，2001年1月19日（金）
東京商工会議所大ホールにて開催されます．
日本・オランダ・アメリカ・ドイツの各国か

第4回国際土壌・地下水環境
ワークショップ IWGER2001
The 4rd International Workshop on
Geo-Environmental Restoration

ら講師を招き「21世紀を迎えての土壌環境
の課題」をテーマに行います．
今回のワークショップは，国際的に深刻な

問題になりつつある土壌・地下水環境汚染対
策について，国内のみならず国際的な情報交
換及び発信を行うことにより，汚染防止技術
や浄化技術の向上を図り，土壌・地下水環境
の保全を推進するためのご参考になればと考
えております．
開 催 日：2001年1月19日（金）
開催場所：東京商工会議所　大ホール
（東京都千代田区丸の内3_2_2）
主　　催：社団法人　土壌環境センター

参加申込方法
下記口座に参加費5,000円をお振込後，氏

名，所属団体・部署，住所，電話，Faxをご
記入の上振込控のコピーを貼付して，Faxま
たは郵送にて事務局宛お申し込み下さい．

ご入金確認後，参加証を送付致します．
参加費振込先
口座番号：東京三菱銀行　田町支店　普通
1118886
口座名義：社団法人土壌環境センター
IWGER口　会長　岡安　誠
※振込手数料につきましては，申込者のご負
担となりますのでご了承下さい．
申込書送付・お問い合わせ先
社団法人　土壌環境センター　　
〒108_0014 東京都港区芝4_4_5 三田
KMビル5F
IWGER事務局　担当/牛尾　
電話 03_3452_2593 Fax 03_3452_2832
申込締切

12月19日（火）．但し，先着順で定員
（500人）になり次第，締め切らさせてい
ただきます．

公募 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．

九州大學大学院理学研究院地球惑星科学部
門・太陽惑星系科学講座担当
職種人員：教授1名

九州大學大学院理学研究院教
官の公募について

専門分野：地球惑星進化学，特に，太陽系惑
星の形成と進化に関する研究．＊教育にも
熱意のある人を希望します．
着任時期：2001年（平成13年）4月1日以降
で決定後なるべく早い時期．
提出書類：
（1） 履歴書　
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（2） これまでの研究概要（A4用紙2枚以
内）

（3） 研究業績リスト（レフェリーのある論
文，その他の論文，総説，報告書，著
書に区分）

（4） 主要論文別刷3編
（5） 着任した場合の研究・教育に対する抱

負（A4用紙2枚以内）
（6） 応募者を熟知し，意見を聞ける方（2

名）の氏名とその連絡先ならびに応募
者との関係

応募締切：平成12年11月30日（木）（必着）
書類送付先および問い合わせ先：
812_8581 福岡市東区箱崎6_10_1
九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部
門
太陽惑星系科学講座担当教授候補者選考委
員会　委員長　飯島　健
電話 092_642-4191 Fax 092_642_2685
E-mail : iijima@geo.kyushu-u.ac.jp
その他：
［1］提出書類のうち，（4）以外は全てA4用

紙を使用すること
［2］封筒に「応募書類在中」と朱書し，簡

易書留で郵送のこと
＊ 今回の公募は，2001年（平成13年）3月
定年退官の高岡宣雄教授の後任教授候補者を
選考するためのものです．

募集人員：教授または助教授1名
専門分野：地球科学（分野はとくに指定しま
せんが，本教室のいずれかの教官と共同し
て研究を発展させられる方を望みます．な
お，本教室の概要および教官の陣容につい
ては，本教室のホームページ（http ://
www.sci.shizuoka.ac.jp/̃geo/Welcome_j.ht
ml）を参考にしてください．）

授業担当科目：学部および大学院の地球科学
に関する講義，実験，実習および演習，な
らびに共通教育の講義
資格：博士の学位を有する方．
着任時期：平成13年4月1日（予定）
提出書類：履歴書，研究業績目録（原著論文，
総説・解説，著書，その他に分けて書いて
下さい），着任して共同研究を行う場合の
相手の名前と研究題目（選考の過程で，論
文別刷，研究計画書などの提出を求めたり，
面接を行う場合がありますので，ご承知お
きください．）
公募締切：平成12年12月4日（月）必着
送付先および問い合わせ先：
422_8529 静岡市大谷836 静岡大学理学
部生物地球環境科学科
地球科学教室主任　北里　洋
（電話 054_238_4793，Fax 054_238_0491，
e-mail ; sehkita@ipc.shizuoka.ac.jp）
（「地球科学教室教官公募」と朱書して，書
留郵便でお送りください．）

静岡大学理学部地球科学教室
教官公募

以下の共同利用の公募がありました（e-
mailによる登録）．
・研究船淡青丸の共同利用

公募内容：日本近海において，本船を利用し
て行う研究の公募
申込資格：国・公・私立大学および国・公立
研究機関の研究者並びにこれに準ずる人
・研究集会・外来研究員の共同利用

1．研究集会：比較的多人数の1～2日間のシ
ンポジウムあるいは比較的少人数の研究者
による数日間の討論集会等の公募
2．外来研究員：本所に滞在して研究を行う
研究者の公募
・大槌臨海研究センターの共同利用

1．外来研究員：本センターに滞在して研究
を行う研究者の公募
2．研究集会：少人数の研究者による討論集
会の公募
申込期限：平成12年11月30日（木）
申込先：
東京大学海洋研究所　総務課共同利用掛
〒164_8639 東京都中野区南台1_15_1
ダイヤルイン 03_5351_6354，6355
Fax 03_3375_6716
e-mail : kyoudou@ori.u-tokyo.ac.jp
採否の通知：平成13年2月下旬
＊本公募要領および各申込書類はホームペー
ジ（http://www.ori.u-tokyo.ac.jp/）に掲載さ
れています．また各申込書類の書式はホーム
ページよりダウンロードできます．

平成13年度東京大学海洋研
究所の共同利用公募

評でした．第2作は環境地質研究委員会編集の地質汚染のリー
フレットです．ご希望の方は以下の要領でお申し込み下さい．

配布方法：会員は一部200円，非会員の方には，一部300円と
させていただきます．
申込み方法：学会事務局あて，必要部数を記入し，返信封筒

（宛名を書き，郵送料分の切手貼付のこと）を入れてお申し
込み下さい．なお，サイズが横15cm×縦21cm，重さが1部
25gですので，一部郵送につきましては，以下のようにお願
いいたします．
・定形封筒の場合：90円切手貼付．ただし，二つ折にしての
郵送となります．
・定形外（15×21cm以上）封筒の場合：130円切手を貼付．

一部以上の場合，部数×200円の代金と下記の郵送料を合
わせて，切手でお送り下さい．（例，郵送料3部まで160円，
8部まで270円，17部まで390円，20部まで580円）．20部以
上の送付希望の方は，事務局までお問い合わせ下さい．

☆リーフレットシリーズ

『大地のいたみを感じよう―地質汚染 Geo_Pollutions』

『大地の動きを知ろう―地震・活断層・地震災害―』

1995年発行したシリーズ第1
作「大地の動きを知ろう―地
震・活断層・地震災害―」は，
A2判裏表にカラー印刷という
スタイルが，ハンディーで，さ
らにポスターにもなることで好
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日本情報地質学会，日本鉱物学会との共催で，標記シンポジウム
が開催されます．各位の積極的参加を期待します．
期　日：2000年11月13日（月），14日（火）
会　場：早稲田大学国際会議場3階，第2会議室および第3会議室

（JR山手線・西武新宿線「高田馬場」駅から都営バス「早
大正門」行で下車，徒歩3分・地下鉄東西線「早稲田」下
車，徒歩10分）―案内図参照―

参加費：4,000円（講演論文集代を含む）

プログラム：

11月13日（月）
A会場（第2会議室）
12 : 50～　挨拶　　藤井昭二（環境地質研究委員会　会長）
―地盤沈下と地下水環境―

講演　13 : 00～14 : 30 討論　14 : 30～15 : 00
上総掘り―房総の地史的歴史的深井戸さく井技術―

鈴木伸哉
電気伝導度計を用いたストレーナ検層

佐藤賢司・風岡　修・石渡康尊
砂利採取場周辺の地下水調査―第3報―

丸谷　薫・黒沢邦彦
自噴井を用いた地下水盆モニタリング

香川　淳・古野邦雄・遠間康容・福田　弘・楠田　隆
船橋・習志野地区の深部地下水位の上昇と水準点変動

香川　淳・古野邦雄・澤地義雄・山本真理・森崎正昭・
楠田　隆

関東地下水盆の地下水位変動―観測井記録から―
古野邦雄・香川　淳・楠田　隆

―地震地質・地殻変動―

講演　15 : 00～17 : 15 討論　17 : 15～17 : 45
スコリアの混入が砂層の液状化強度に及ぼす影響

風岡　修・楠田隆・香村一夫・楡井　久
局所的な表層地質の違いが地層の液状化に与える影響

風岡　修・佐藤光男・楠田　隆・香村一夫・風戸孝之・
香川　淳・森崎正昭・佐藤賢司・古野邦雄・酒井　豊・

加藤晶子・楡井　久
新潟平野西縁，角田・弥彦山塊の傾動運動と平野の被害地震

仲川隆夫
トルコ・アダパザル市における表層地盤構造調査

山田浩二・香川敬生・澤田純男・規矩大義・吉田　望
トルコ・アダパザル周辺の基盤構造調査

盛川　仁・赤松純平・駒沢正夫・中村佳重郎・西村敬一・
澤田純男

古生層や花崗岩質周辺地域の震度分布
楠田　隆・酒井　豊・加藤晶子・竹之内耕・楡井　久

千葉県強震観測網観測データの公開
酒井　豊・楠田　隆・加藤晶子・宇野　亨・浅尾一巳

房総半島中部付近における強震動の特異性について
岩井久美子・酒井　豊・加藤晶子・楠田　隆・宇野　亨

千葉県中部を震源地とする地震の特徴―最近の観測結果から―
加藤晶子・酒井　豊・楠田　隆・岩井久美子・宇野　亨・

浅尾一巳

B会場（第3会議室）
―廃棄物―

講演　13 : 00～14 : 45 討論　14 : 45～15 : 15
焼却灰溶融物の岩石学的評価

小出良幸
最終処分場のボーリング調査―中間報告―

堤　克裕・北橋伸一・原　雄
Yoro River Contamination

Kenzo O’oka, Hisashi Nirei
Some geophysical surveys on waste deposits

Kazuo Kamura, Takashi Kusuda, Yasutaka Ishiwata, 
Takashi Kazato, Yu Hara, Junji Nishikawa 

and Agus Gunawan
油と地下水を含む不圧帯水層の基底形態と地下水流動

楠田　隆・香村一夫・Agus Gunawan・石渡康尊・
風戸孝之・西川順二・原　雄

最終処分場・しゃ水工の設計と施工
原　雄・堤　克裕・依田彦太郎・大野雅博・林　郁夫

産業廃棄物処分場の粘土バリアに対する熱水変質帯からのヒント
丸茂克美

―地質汚染―（重金属汚染）

講演　15 : 15～17 : 45 討論　17 : 45～18 : 15
遠賀川支流西川の坑内水から出る汚染物質

岡本真琴・坂本栄治・小堀　進
兵庫県東部，猪名川流域における河川底質物の重金属濃度

鍋島彰文・田結庄良昭
神戸市東部地域における土壌汚染と重金属粒子の関係

足立光司・田結庄良昭
第四紀テフラに含まれる極微細粘土の鉱物学的特性とそのカド
ミウム吸着量

丸茂克美
河口湖湖底表層堆積物の有機化学分析

小林　浩・輿水達司・深沢　龍・京谷智裕・内山　高・
岩附正明

委 員 会 だ よ り

☆環境地質研究委員会

第10回環境地質学シンポジウム
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富士山北麓地域の地下水・湖水中の微量元素の挙動
輿水達司・小林　浩

2000年有珠山火山噴出物と砒素
八幡正弘・萩野　激・亀海泰子・菅　和哉

北浦西部の更新統に含まれる砒素について―海成粘土層と淡水
成粘土層―

皆藤由美・檜山知代・斎藤岳由・楡井　久
天然鉱物資源による重金属類の不溶化1―実験と実績―

和田信彦・湊　秀雄・森本辰雄
天然鉱物資源による重金属類の不溶化2―原理と理論―

湊　秀雄・和田信彦・森本辰雄

11月14日（火）
A会場（第2会議室）
―層序・構造―

講演　10 : 00～11 : 15 討論　11 : 15～11 : 45
新潟県北部～山形県南部沿岸地域の更新世後期以降の地殻変動
速度と地質構造

仲川隆夫
香川県讃岐平野における完新世の海水準変動曲線

川村教一
瀬戸内海備讃瀬戸層群上部層の層序と貝化石のAMS14C年代：
坂出市番ノ州地区を例として

川村教一
燧灘西部海域の断層

塩屋藤彦・三井拓也・岩本直哉・井内美郎
愛媛県中島町周辺海域の最近約1万年間の古地理変遷

三井拓也・塩屋藤彦・岩本直哉・井内美郎

―地質災害―

講演　13 : 00～14 : 15 討論　14 : 15～14 : 45
那珂川下流部の水害土地環境と住居の浸水被害の実態

佐藤照子
兵庫県南部地震による神戸市西部の学校被害と地盤

香田達也・田結庄良昭
兵庫県北部中新統，北但層群の地すべりの地質学的環境について

笠間修一
秋田県八幡平地域の地すべり地形の特徴

森脇　寛
兵庫県南部地震による斜面崩壊地の花崗岩と鉱物の化学特性

田結庄良昭・高橋　優

―地質環境指標―

講演　15 : 00～15 : 30
佐倉市自然環境調査における地質環境調査の成果について
―その1―

田村嘉之・日暮　淳・佐倉市自然環境調査団
佐倉市自然環境調査における地質環境調査の成果について
―その2―

日暮　淳・田村嘉之・佐倉市自然環境調査団

―人間社会と地質環境―

講演　15 : 30～16 : 15 討論　16 : 15～16 : 45（地質環境指標
を含む）

砂堆形成の多様性と資源量見積もり
井内美郎

特定非営利活動法人「売買対象地地質汚染調査浄化研究会」の
紹介

鈴木喜計
環境資源（共有財産）と人類

藤井昭二

B会場（第3会議室）
―地質汚染（続き）―（有機塩素化合物による汚染）

講演　9 : 45～11 : 45 討論　11 : 45～12 : 15
低騒音土壌・地下水汚染調査機「型式ECO-1V」

吉田満宏
2重管方式による地下水・地下空気浄化対策

上砂正一
ハイブリッド型バイオレメデイエ－ションによるTCE汚染土
処理

藤井研介・井出一貴・石川洋二・辻　博和
新富士火山堆積物における地質微生物学的検討

高嶋恒太・難波謙二・小山修司・楡井　久・湊　秀雄
茂原地下水のメタン消費活性

難波謙二・竹内美緒・岩本広志・楡井　久・古谷　研
茂原通気帯のメタン消費活性

難波謙二・岩本広志・村田順一・楡井　久
バイオアーギュメンテーション法は石油によって汚染された土
壌の修復に有効か

アルバート・ユーハーズ
バイオ・レメデイエーション―有機塩素化合物による地質汚染
の浄化技法―

鈴木喜計

―地質汚染―（地質汚染への各種対応）

講演　13 : 15～14 : 30
建設工事に関する汚濁水の発生とその対策

森本辰雄・森本一生・湊　秀雄
硝酸汚染地下水の浄化対策

森本一生・田中康博・森本辰雄
地質汚染浄化の第4段階と第5段階

楡井　久・鈴木喜計
石油系燃料による汚染地の浄化確認

板津　透
天然物質による汚染浄化技術に関する国際シンポジウム

湊　秀雄
―医療地質学―

講演　14 : 30～15 : 00 討論　15 : 00～15 : 30（地質汚染への
各種対応を含む）
地層中におけるダイオキシン類の濃度―一般環境土壌調査結果
から―

石渡康尊・酒井　豊・楠田　隆・原　雄・田中正生
砒素に関わる汚染地層と有害地層の判断基準―その1―

楡井　久・和田信彦・鈴木　篤・皆藤由美
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本書は，2000年3月の日本地質学会総会にて承認された「第一次
地質基準」の説明書です．この説明書では，地質学が対象とする全
ての地質体（正常堆積物，沖積層，付加体堆積物，火山と火山岩，
深成岩，変成岩，人工地質体）と地質事象（断裂・重力移動）につ
いての調査法と最新のトピックスが述べられております．すべての
地質体について体系的に，しかも，そのエッセンスを抽出した手頃
な単行本の出版を誰もが望んでおりましたが，日本地質学会は
1995年以来，「第一次地質基準」の策定と並行して本書の出版作業
を進めてまいりました．今回，その作業が実を結び刊行の運びとな
りました．
本書が対象としている読者は，地質学を体系的に学ぼうとする，

学生・大学院生・教師・教官・地質業従事者・研究者です．本書は，
地質学とはどのようなものを対象とし，どのような方法で調査され，

どのような成果を上げ，地球科学においてどのような役割を担い，
地質業界においてどのように役立っているかなどを述べておりま
す．
日本地質学会会員の皆様の協力によりまして，出版作業を進めて
まいりましたので，出版社と相談の上，日本地質学会会員には特別
価格にて予約を受け付けることに決定いたしました．
最終価格は未定ですが3,000円程度を予定しております．予約さ

れた方には，送料込みで定価の15%引きで，出版と同時に出版社か
ら本書を発送したします．
予約希望者はファックスにて，以下要領で（氏名・電話番号・発
送先住所（郵便番号）．冊数をご記入），日本地質学会事務局（ファ
ックス 03_5823_1156）までお申し込み下さい．（〆切は1月末日）

☆地質基準委員会

「第一次地質基準説明書」大割引予約受付中！

（共立出版，約250頁，定価3,000円程度　出版予定2001年2月）

「第一次地質基準説明書」特別割引予約希望

お申し込み日：

氏名：

郵便番号　発送先住所：

電話番号：

冊数：

「日本地質学会地層命名の指針」は2000年3月18日の日本地質学
会第107年総会において承認され，日本地質学会News, vol.3, no.4
（2000）に印刷公表されました．国際対応を考えて，地層名委員会
では，英文版を企画しました．この度，委員会での検討を終え，最
終版ができましたので公表いたします．論文・報告書等の作成にあ
たり参考にしていただければ幸いです．なお，英訳の素案は嶋u吉
彦博士に作成していただきました．また，茨城大学のAndrew J.
Martin博士には英文のチェックを，Southampton大学のDorrik
A. V. Stow教授には英文および内容のチェックをしていただき，同
大学のIan West博士には国際地層命名ガイドとの関係でご助言い
ただきました．ここに感謝の意を表します．
地層名委員会（委員長：天野一男，委員：平野弘道，保柳康一，兼
岡一郎，木村克己，熊井久雄，水野篤行，新妻信明，楡井　久，
能條　歩，小笠原憲四郎，高山俊昭，柳沢幸夫，八尾　昭）

Stratigraphic Guide of the Geological Society of Japan
(Enacted 18 February, 1952 ; Revised 1 April 2000)

I.   DEFINITION
This guide provides guidelines regarding scientific procedures for
naming stratigraphic units on the basis of lithostratigraphic classifica-
tion adopted by the Geological Society of Japan.

II.   PURPOSE
The objective of this guide is to avoid confusion regarding strati-

graphic nomenclature.  Its fundamental principal is the respect of pri-
ority on stratigraphic nomenclature without restricting free and broad
geological research in any way.  This guide should be constantly
appraised in order to be in tone with the development of geological
sciences.

III.   BACKGROUND
This guide follows the “International Stratigraphic Guide 2nd edi-
tion (1994)”. It is specifically recommended for use in naming lithos-
tratigraphic units (see VI below).  It is also recommended for use in
naming the other kinds of stratigraphic units, including biostrati-
graphic units, chronostratigraphic units, etc.

IV.   APPLICATION
This guide replaces the “Stratigraphic Code of the Geological

Society of Japan” enacted in 1952.  It will be applied to publications
edited and published by the Geological Society of Japan.
Stratigraphic units named earlier without adhering to this guide will
be considered legitimate unless noteworthy inconveniences occur.  In
such cases, the redefinition, as soon as possible, by concerned

☆地層名委員会

日本地質学会地層命名の指針（英文版）

Fax 03_5823_1156
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researchers is desirable.  This guide does not control informal terms,
in whatever manner, used conventionally or conveniently in publica-
tions and other media.

V.   AVAILABILITY
Stratigraphic units newly named or redefined (new units) will be

recognized as formal names only after publication in scientific jour-
nals following the procedures prescribed in VI 1_9.

VI.   PROCEDURES FOR STRATIGRAPHIC NOMEN-
CLATURE

1． Naming of stratigraphic units
a) “Formation” will be the basic unit for stratigraphic nomencla-
ture.  “Formations” may be grouped into “subgroup”, “group”,
and “supergroup”.  “Formation” may be subdivided into “mem-
bers”, “beds”, and “flow deposits”.
b) Types of units, namely “flow deposit”, “bed”, “member”, “for-
mation”, “subgroup”, “group”, and “supergroup” should be clear-
ly written in the new names or redefined names of stratigraphic
units.  In English transcripts, the first letter of the unit term and
lithology should be capitalized.
c) The names of “formations”, “subgroups”, “groups”, and
“supergroups” should be “geographic name + unit term”.
Lithologic terms should not be used with the exception of “effu-
sive rock” and “metamorphic rock”.
d) “Rock bodies” will be treated as equivalent to “formation”
regarding “mixed rock”, “effusive rock”, “intrusive rock”, and
“resedimented deposits”.  Thus “geographic name + lithologic-
term” such as the “Hikami Granite”may be used.
e) “Geographic name + complex” should be used for the names
of“complexes” such as the “Chichibu Complex”.
f) For “members”, simple but clear lithologic terms should be
used for “geographic name + lithologic name + unit term” such
as the “Hirosegawa Tuff Member”.
g) “Beds” and “flow deposits” are the smallest units.  Particularly
useful units such as key beds within a “formation” can be named
and treated as “beds”.  The basic nomenclature for such cases
should be “geographic names + lithologic term + unit term” such
as “Hachinohe Tuff Bed”.  Also in cases of volcanic ash beds, the
name of “source volcanoes” may be added in front of “geograph-
ic names” such as “Towada-Hachinohe Pumice-Tuff Bed”.  For
deposits formed by flows such as pyroclastic flows, the nomen-
clature should be “geographic names + origins + deposits” such
as the “Aobayama Pyroclastic Flow Deposit”.  For lava flows,
“flow” and “lava” may be treated as synonyms and “geographic
names + lithologic term + lava” may be used such as the
“Kusatsu Andesite Lava”.  Names of origin may be added to
“beds”, “flow deposits”, and “lavas”, if necessary, as in the case of
volcanic ash beds, the “Towada -Hachinohe Tuff Bed” or the
“Kusatsu-Shirane Andesite Lava”.
h) The basis of the geographic names used in stratigraphic
nomenclature should originate from the type locality which
should be locality names or topographic names (e.g.mountains,
rivers) used in the 1 : 50,000 or 1/25,000 scale topographic maps
published by the Geographic Survey Institute.  Geographic
names in Roman alphabet transcript should also be added.
i) When appropriate geographic names do not exist at the type
locality, larger areal or regional names should be selected and
used on the basis of the above.
j) The unit to be named should be mappable deposits or rocks,
which can be clearly distinguished and traced in outcrops.

k) Identical geographic names should not be combined with dif-
ferent units.
l) Changes of names or redefinition of formal stratigraphic units
should follow the same procedures as proposing new names, and
scientific reasons for such changes should be reported.
m) Homonyms should be avoided in naming of new stratigraphic
units.
n) Nomenclature of new units on the basis of non-permanent
construction exposures or drill cores should also follow this
guide and conform to the second edition of the International
Stratigraphic Guide (1994, Chap. 3).

2． History of research and background 
Description of new units should include the name of the author

who first defined and named the units, and also report the appraisal of
later researchers using stratigraphic tables and other methods.
3． Designation of type localities
a)  Type localities are the geographic points or routes where typi-
cal exposures of the unit occur.  When the upper and lower
boundaries of the units cannot be defined at the type localities, it
would be desirable to designate boundary-stratotypes.  When
more than one lithology is included or the lithology or parastra-
totype changes laterally, paratype localities should be designated
in the description.
b)  Neostratotype may be designated when the original type
localities are lost.  Procedures for designating boundary-strato-
type, parastratotype,and neostratotype are the same as those of
holostratotype.
c)  Designation of type localities should include names on topo-
graphic maps, distances from permanent topographic or tempo-
rary construction features, latitude and longitude, and other
information which allow easy confirmation by other rsearchers.
Also graphic information such as topographic maps, geological
maps, structural maps, stratigraphic columns, stratigraphic sec-
tions, photographs of exposures should be attached as much as
possible.

4． Items to be included in description of stratigraphic units of type
localities
The thickness of units and lithology should be clearly reported in
the description of new units.  Geological characteristics of new units
should be included in the description in as much detail as possible;
for example, other stratigraphic features such as biostratigraphic
units, geological structure, sedimentary structure, topographic char-
acteristics, relation to other stratigraphic units both vertically and lat-
erally, and sedimentary or genetic environment.
5． Lateral and vertical changes of strata
Areal and regional conditions of stratigraphic features mentioned

above such as lateral changes should be described to the extent pos-
sible in proposing new units.
6． Geological significance
For new units, the geological significance of such units should be

examined in detail and the genetic process, diagenesis or metamor-
phism should be described as much as possible.
7． Correlation
New units should be correlated to other related lithostratigraphic

units as much as possible.
8． Geologic age
The geochronologic position of new units should be discussed in

detail together with evidence of age determination if possible.
9． References
References regarding new units should be clearly shown.
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文責：島田耕史（早大・理工・資源及材料工学）・守屋和佳
（東大・理学系・地球惑星科学）

☆座談会の開催にあたって
今回私たち編集担当者は自分たちの将来もふくめて，日本の地球

科学を良くするために，若手研究者はどんなことを考え，行動した
らよいのか，について議論するために，様々な分野で活躍している
若手の方にお集まりいただく場をもうけてみました．この座談会は
7月17日午後5時から，東京大学理学部5号館で行われました．研
究を進める中で，興味や発想方法を特定分野に集中させ，深化させ
ることを目指している研究者は少なくないと思います．一方で，複
数の分野の境界領域などで新分野の開拓を模索・実践している研究
者もいると思います．いずれの場合でも，自分達の研究や地球科学
全体の将来像について，期待と不安が入り交じった思いを持ちなが
ら，研究を進めているのではないでしょうか？様々な考えをお持ち
の方に集まっていただいて，ちょっと時間を費やして，とにかくい
ろいろな考えを聞いて，話す，というところから始め，日本の地球
科学を若手の側から活発化していく試みを進めたいと思っていま
す．そして，全国の若手研究者にも紙面を通じてこの議論に参加し
てもらえるよう，今回院生ページに報告させていただくことにしま
した．

参加者（abc順）と専門（専），および各分野で注目されている
内容（注）またはその分野や地球科学全体の発展に必要と考えられ
る研究（発）（所属・専門は自己申告）
廣野哲朗 東工大　院　D3
（専）付加体の物質循環，地質媒体における物質移動特性の定量
的評価および評価機器の開発 （発）なんのためにどんなデータ
が必要で，そのためにはどんなアプローチ（装置の開発を含む）
が必要なのかを明確にしていく
池田　進 東大　院　新領域創成科学研究科　複雑理工学専攻
学振PD
（専）組織学，実験岩石組織学，表面・界面科学，セメント化学
（発）固液共存系の構造と物性（日本の若手がリードしていく気
配あり）．界面の本質も重要．
守屋和佳 東大　院　D2
（専）生層序，古生態学，アンモナイト （発）過去の生物の生活
様式とその生物を取り巻く環境との相互関係からみた，生物の進
化史．化石だけでなく様々な視点からの情報を積極的に取り入れ
ることが必要．
岡本　敦 東大　院　D1
（専）角閃石を用いた造山帯・付加体中の変成作用・歪速度・年
代論
島田耕史 早大　院　D3 学振DC
（専）断層岩岩石学，構造地質学 （発）より具体的（三次元的）
な変形像を明らかにしていくべき．変形と水との関係は，断層と
地震・物質循環との関係を総合的に理解する上で重要であり，他
分野との共同研究が必要．
谷　篤史 東大　海洋研　PD
（専）地球化学（広義），熱年代学，格子欠陥を利用した地球科学，
分子軌道計算，物性物理 （注）格子欠陥を利用した年代科学で
は，光刺激発光（OSL）が注目されている．一方，分子軌道計算
の地球科学方面への研究も進んできている．

第一回地球科学分野若手研究者
による座談会報告

氏家由利香 東大　海洋研　D3
（専）海洋地質学，古海洋環境 （発）新技術の開発とともに，実
験を含めてより正確な情報を得る手法・根拠をつくりあげてい
く．未知の深度と海域への進出．既存の手法やデータを，新しい
視点で検討していく．
渡邊　剛 科博　学振　PD
（専）サンゴ年輪学，古海洋学，同位体地球化学 （発）数週間・
数百年オーダーの古海洋学では高精度で膨大な測定と他分野にま
たがる知識が必要．技術者の数，地位の確保とともに，特定分野
に捕われない柔軟な発想を持つ若手研究者の育成が必要．
山口はるか 東大　総合研究博物館協力研究員
（専）微細組織学，構造地質学，岩石学，レオロジー （発）他分
野との交流・共同研究．その場合に，共通言語を確立すること．
山本順司 東大　院　D3
（専）上部マントルの化学的均質性と進化 （発）学際的な討議を
通した知識の交換と，そうした際に現れる矛盾点の解決．
芳野　極 東大　地震研　地球ダイナミクス部門COE研究員
（専）下部地殻，構造岩石学，変成岩岩石学 （発）学際化が必要．
変成岩岩石学独自の方向としては，カイネティクスの導入で，そ
の場合，海外の実験に依存せずに基本的なデータ（拡散係数・反
応速度定数など）を実験で出していこうという姿勢が必要．

☆若手研究者の主張
今回10人の若手研究者（研究機関に定職を得ていない方々）に

集まっていただき，将来若手研究者が世界に向けて情報を発信し，
地球科学をリードする立場に立つためには何をすべきか，また何が
必要かについて議論していただきました．多くの方々の共通意見と
して，他分野の研究者と活発に議論をするということがあげられま
した．他分野の方々と議論をすることにより，
1．ある分野の中で固定観念となっている“事実”が“虚像”で
あることに気づく，
2．議論を重ねて視野を広げることにより，新たな切り口が開け
る，
3．異なる分野間の“事実”同士の矛盾を解決していくことがブ
レイクスルーを生み出す，
4．他の分野の人にも理解してもらうように，話をまとめる必要
があり，アイデアを整理したり，論理の簡潔さを高めたりする
ことができる，

などの効果が期待されます．このような交流から共同研究などに発
展すれば，分野間の垣根を越えて新しい問題に取り組むことができ，
研究も発展することができるでしょう．
しかし，このような新たな共同研究を若手研究者が行おうとする
と，そこには2つの障害があることも指摘されました．一方は大規
模な共同研究を行うための資金を得ることが困難な点です．諸外国
におけるPDレベルの学生の場合は年齢には関係なく，研究計画が
有望なものであれば大きな研究費をとることができるそうです．果
たして日本にこのような制度があるでしょうか．他方はそのような
新分野に取り組んだ際，その後の就職先はあるのだろうかという不
安です．日本ではやれ地質出身だとか，地物出身だとかが就職の際
の一つの評価基準になることもあるそうですが，それは本当に研究
者の評価に必要なことなのでしょうか．そうであるならば新しい分
野を築こうとしているまたは築いた学生はそれ自体がマイナスの評
価基準になってしまうのでしょうか．どの分野に属するかではなく，
何を目指し何に取り組んでいるかが重要な点であり，このような観
点から考えると日本の研究者採用基準は若手研究者の独創性を損な
いかねない状況にあることが懸念されます．こうした状況の改善は
日本の地球科学の発展に必要不可欠と思われます．
次に話題になったことは，新しい分野を切り開いていく研究者の
他に既存の分野を発展させていく研究者の必要性です．前者は成功

院生コーナー
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すれば華々しい研究人生が待っているでしょうが，その反面最終的
には努力が実らない結果に陥ることも十分考えられます．後者は既
存の概念や手法をベースにデータを蓄積し，概念を実証・発展させ
ていくというスタイルであり，このような研究は決して損なわれて
はならないものであり，事実大部分の研究者がこのスタイルをとっ
ていると考えられます．このような新分野の創設と既存の分野の発
展を戦略的に進めていくことの必要性が議論されました．
また別の問題として，日本には分析・記録などのテクニシャンの

数が少ないこともあげられます．研究の大きな発展は新たな分析機
器の開発のよることもしばしばですが，日本の場合はそのテクニシ
ャンの人たちの数が少ない，またその地位が極端に低いのが現状で
す．そのため新しい機器分析を行いたいと思った若手研究者は自分
で機器のセットアップを行う必要があり，それだけで数年かかるこ
ともまれではありません．またそのような若手研究者が他機関に移
動した場合，それを継承する人間がいないため，また改めて異なる
若手研究者がセットアップを行う必要性があります．これでは研究
そのものに費やす時間が減少し，諸外国の研究者との競争のスター
トラインに立つことすらできません．このような状況を打破するた
めには，他分野の若手研究者だけではなく，様々な分野の研究者間
の世代を越えた議論が必要ではないでしょうか．

☆☆編集担当より☆☆
今回は東京近辺の若手研究者の方々にご協力頂きましたが，この

ような座談会を各地の若手研究者の間で行ってみてはいかがでしょ
うか．また，今回の座談会は完全に研究者としての側面から行われ
たものです．このほかにエンジニアや教育者としての側面からこの
ような座談会を開いてみてはいかがでしょうか．開催された際は是
非当院生ページまでご一報ください．
このほかにも地球科学関連分野の若手研究者のためのメイリング

リスト（たとえばmlys@geo.titech.ac.jpなど）上でも議論してみて
ください．

＜別原稿として＞
島根の学会が終わりましたが，院生，PDで巡検に参加された方

も多いと思います．若手の視点からの巡検参加報告の原稿をお待ち
しています．また，学部生の皆さんの学会体験記や，島根大のみな
さんの学会裏方日記などもお待ちしています．

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．

698g5040@mn.waseda.ac.jp 島田耕史（早大）
moriya@gbs.eps.s.u-tokyo.ac.jp 守屋和佳（東大）

院生コーナー

お問い合わせ先は野村律夫または沢田順弘
へお願いします．
・野村律夫　島根大学教育学部
〒690_8504 松江市西川津町1060
電話 0852_32_6309
e-mail : nomura@edu.shimane-u.ac.jp
・沢田順弘　島根大学総合理工学部地球資源
環境学教室

〒690_8504 松江市西川津町1060
電話 0852_32_6458，Fax 0852_32_6469
e-mail : sawada@riko.shimane-u.ac.jp

目　次
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7．B_4班　都野津層と大江高山火山噴出物
……71
山内靖喜・水野篤行・井上多津男・永
島晴夫

8．B_5班　大山テフラ……81
岡田昭明・石賀　敏

9．B_6班　中新統唐鐘累層……91
中条武司・前島　渉

10．B_7班　隠岐島前火山……103
千葉とき子・金子信行・鹿野和彦

11．B_8班　隠岐島後……115
沢田順弘・角替敏昭・山崎博史・小林
伸治・村上　久

12．B_9班　中国山地ジオトラバース�：飛
騨帯―飛騨外縁帯―大江山オフィオライ
ト―秋吉帯―舞鶴帯……135
宮本隆実・早坂康隆・狩野彰宏・中
孝仁・菅田康彦

13．B_10班　大佐山・大野呂山周辺の高圧
変成岩と超苦鉄質複合岩体，および吉備
高原の深部捕獲岩……147
高須　晃・野坂俊夫・阪本志津枝・植
村　眞

14．B_11班　松江・出雲の中新世の化石
……161

野村律夫・坂之上一・河野重範
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☆関東支部

予告

関東支部では，太田陽子先生を講師としてお迎えして「活変
動地形判読セミナー」を開催する予定です．
これは，すでに大学を卒業した方で「学生の時にもっとちゃ

んとやっておけば」と思っておられる会員の方を対象として関
東支部が企画するセミナーの初回となる企画です．

テーマは
1．地形判読の基本
2．活変動地形とは
3．活変動地形判読実習1
4．活変動地形編毒実習2
という以上4テーマを企画中で，1テーマ3時間程度のセミナー
を計4回実施する予定です．今後支部コーナーにて詳しい開催
要領をお知らせします．

テーマ：活変動地形判読セミナー
開催日：1月13日，20日，27日，2月3日の計4回（いずれも

土曜日）
時　間：13 : 30～16 : 30
会　場：未定（都内を予定）
募集人数：20名程度
参加費：4回通しで10,000円（予定）
企画への御質問，参加申し込みは関東支部幹事安藤まで，

FaxかEメールでお願いします．
連絡先：応用地質(株)東京支社
Fax 03_3946_3118
E-mail : ando-shin@oyonet.oyo.co.jp

支部コーナー

「活変動地形判読セミナー」
開催のお知らせ

☆北海道支部

報告

北海道地学教育ネットワーク（日本地質学会北海道支部・地
学団体研究会北海道支部・北海道地学教育連絡会）では，9月
17日（日），沼田町を会場に表記の事業を実施しました．案内
していただいたのは地元・沼田町化石館学芸員の篠原　暁さん
と貝化石とタフォノミーに詳しい北海道教育大学岩見沢校の鈴
木明彦さんの2名です．参加者は札幌，名寄，遠別，天塩など
から20名の方が集まりました．参加者には中学校や高校の教
員が多く，生徒を同行された先生もおられ，実践的で楽しい教
室を開催することができました．
午前中は沼田町を流れる「幌新太刀別川（ほろにたちべつが

わ）」の前期鮮新世の地層を観察し，化石の産状から読み取る
ことのできるタフォノミーについて，鈴木さんから実地で教え
ていただき，篠原さんの指導のもと，それぞれ化石の採取を行
いました．また，この地域の有孔虫を研究している北海道大学
大学院の阿部恒平さんから有孔虫のお話も伺いました．午後か
らはクリーニング作業とコーティングを行い，乾燥時間を利用
して鈴木さんから詳しいタフォノミーの考え方を現在の磯の生
物を例に1時間程度お話しいただきました．
今年は例年になく川が増水し，発掘する環境としては恵まれ

ませんでしたが，それぞれに貴重な資料を採取し，思い出深い
教材として持ち帰りました．

（文責：古沢　仁）

ともに学ぶ自然体験教室
「沼田町の化石―化石の産状
から学ぶタフォノミーと化石
の標本作り―」

幌新太刀別川の露頭に見られる貝化石の産状からタフォノミーの考
え方を聞く参加者（現地は沼田町指定の文化財になっています．）
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会則　第4条 （会員）
1．本会はつぎにあげる会員で組織される．
a．正会員：地質学またはこれに関連する諸科学について学識
または経験のある個人．

b．学生会員：地質学に関心のある学部学生およびこれに準ず
る個人．

c.．賛助会員：省略
d．名誉会員：省略
＜注意＞院生会員という種別はなくなりました．

運営細則　第12条　会費
1． 本会会費の年額（1月～12月分）を次のように定める．
（1） 正会員：年額12,000円

ただし，大学院に在籍し，定収のない者については，所定
の用紙により申し出た場合，院生割引を適用し年額8,000円
とする．

（2） 学生会員：年額5,000円
（3） 賛助会員：1口年額25,000円，2口以上

ただし，諸般の事情により執行委員会が認める場合は，1
口とすることができる．

（3） 名誉会員：会費は徴収しない．
2． 本会費の変更は評議員会の審議を経て，総会の議決を得なけ
ればならない．
3． 会員は，上記に定める会費を当該会計年度の前に一括納入し
なければならない．なお，やむを得ぬ理由により総務委員会が
認める場合は，分納することができる．
4． 入会を認められたものは直ちに所定の会費を納めなければな
らない．
5． 本会に再入会する者で，過去に未納会費がある場合には，こ
れを納めなければならない．
6． 会費を滞納した会員については次の処置をとる．
（1） 滞納が6ヶ月以上となった場合には，地質学雑誌等の会誌
の送付を停止する．

（2） 滞納会費が納入された場合には，送付を停止した地質学雑
誌等の会誌の送付を再開する．ただし，会誌の在庫の関係で
送付できないことがある．

（3） 地質学雑誌への投稿，講演会での講演を制限することがあ
る．

＜注意＞「会費」についての項目は，これまでは会則にあったも
のを運営細則へ移動しました．

会則ならびに運営細則改正による会員種別について

去る3月18日の総会で会則の改正が議決され（4月号，7月号ニュース誌参照)，9月29日の臨時総会では，同日をもって会則の
施行が了承され，また，前日の臨時評議員会で議決された運営細則の改正が承認されました．詳しくは，来月11号のニュース誌
で報告の予定ですが，とりあえず，会員各位に最も関係の深い項目である，会則第4条とそれに関連する運営細則第12条について
のみ，前もってお知らせいたします．特に現在院生会員の方々は，2001年からは「院生会員」という種別はなくなり，すべて正
会員となります．ただし，本人の申請によってのみ，会費の院生割引（現在の院生会員会費相当額）が適用されます．該当される
方は，所定の申請書を毎年必ず提出するようお願いいたします．

（日本地質学会執行委員会）

＊2001年度会費の院生割引を申請する方は，下記の申請書を11月30日までに提出して下さい（Fax可）．社会人院生（定収のある者），学振等
の有給研究員などは申請できません．

2001年度日本地質学会会費院生割引申請書

日本地質学会　御中

私は，運営細則第12条第1項（1）に基づき，会費の院生割引を申請いたします．

2000年11月30日現在

会員番号

会員氏名

所　　属 大学 研究科

専攻　前期・後期 年在学中

上記，本学の学生につき，定収のない院生であることを証明いたします．

指導教官（等）

所属：

氏名：　　　　　　　　　　印
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日本地質学会の財政再建につきまして，会計委員会を中心に，執
行委員会や編集委員会などの関係する委員会と協議を進めてまいり
ました．
長年の問題でありますので，容易に財政再建ができる方策が進め
られるわけではありませんが，財政再建に向けていくつかの具体的
方策を検討いたしました．
これらの検討内容は，先日の臨時評議員会（9月28日島根大学で

開催）で説明しました．今後12月の第3回定例評議員会での提案に
向けて検討を継続いたしまが，会員の皆さまにも財政再建の状況を
ご理解いただきたいと存じます．

記

1． これまでの検討の経緯
日本地質学会の財政再建については，これまで以下の検討を行っ
てきた．
①　1997年度財政問題検討委員会（野村委員会）による検討
ニュース誌　Vol. 1 No. 4 p.7～8に答申を掲載

②　1998年度財政問題検討委員会（上砂委員会）による検討
ニュース誌　Vol. 2 No. 2 p.2～3に中間報告を掲載
ニュース誌　Vol. 2 No. 6 p.2～3に答申を掲載

③　1999年度会計委員会による検討
ニュース誌　Vol. 3 No. 1 p.38に12月定例評議員会で説明し
た内容を掲載
ニュース誌　Vol. 3 No. 2 p.28～29に会員に対する財政再建
方針を掲載
ニュース誌　Vol. 3 No. 7 p.30～32に1999年度決算・2000
年度予算（総会承認）を掲載
2000年度には7月10日の会計委員会，毎回の執行委員会での議

論，編集委員会，刊行物WG，各賞問題検討委員会への財政状況へ
の説明などを経て，9月11日の第7回執行委員会で早急に導入する
必要のある方策を検討した．

2． 財政状況の概要
方策を説明する前に，現在の学会財政の概要について説明する

（ニュース誌Vol . 3 No. 7 P.31，32参照）．
2000年度支出のうち学会活動の基盤となる活動は，多くをボラ

ンティアに頼っているものの，組織を維持するなどの以下の支出が
必要となっている．
①　集会費のうち総会費用など　約80万円
②　学会誌印刷（名簿刊行含む）・発送費　約3,570万円
③　事務局維持のための管理費　約3,030万円
④　退職金などの引当準備金繰入れ支出　約140万円……合計約
6,820万円
一方，収入の多くを占める会費収入は賛助会費を合わせても約

5,600万円であり，基盤となる費用を賄いきれていない．そのため，
論集売り上げや広告収入などの事業収入で補い，学会運営をしよう
としている．
これまで，事務局移転による賃借料の削減，学会誌の紙質変更に
よる印刷費の削減を始め，会議費の削減（メイル会議の多用，事務
局が広くなり会議室を借用することがすくなくなった），地質学論
集の売り上げ促進方策（事前に販売数を的確に予測する，編著者に
売り上げ推進活動をしていただくなど）の採用を行い，コストダウ
ンに努めてきた．
しかしながら，コスト削減には限界があり，財政問題検討委員会
の答申にあるように，独立採算制，受益者負担制を導入して収入増

を図る必要がある．

3． 早急に導入したい具体策
①　地質学雑誌の印刷負担金
地質学雑誌への投稿に対し，受益者負担制を適用するという
方針で，1ページ当り1,000円の印刷負担金をお願いしたいと
考えていたが，
・刊行物WGより，学術情報センターの刊行補助金対策や21
世紀の学会誌はどうあるべきかとの観点から，学会誌を「国
内誌として地質学雑誌，国際誌としてアイランドアークを」
という2本立て案が検討されている．したがって，直ちに地
質学雑誌の印刷負担金を導入するのは時期早尚である．
・印刷負担金制度を導入すれば，投稿が他学会に流れる恐れが
ある．
などの意見がだされ，本制度の導入は継続検討としたい．
ただし，現行の投稿規程に定めるページ制限を越える場合は，

投稿の機会を妨げないとの観点から，1ページ当り2万円の超
過負担をお願いしたい．また，カラーページについてはこれま
で同様1ページ当り10万円の負担を継続させたい．
②　ニュース誌の印刷負担金
ニュース誌は広報を目的としており公共性が高く，かつ現状
殆どが学会からの依頼原稿である．したがって，現状は原則と
して印刷負担金制度を導入しない．ただし，明らかに受益者負
担制度を適用しなければならないと編集委員会あるいは執行委
員会が判断したものについては，印刷負担金として1ページ当
り2,000円をお願いしたい．さらに明らかに広告と判断される
ものについては，印刷負担金でなく広告としての取り扱いを行
う．
③　年会講演における予稿集印刷負担金

口頭発表，ポスター発表とも，1講演当り1,000円の予稿集
印刷負担金をお願いしたいと考えていたが，学会誌の印刷負担
金制度と密接に関係するので，①同様継続検討としたい．
④　別刷りの有料化
別刷りは編集・印刷費の経費が生じるだけでなく，学会誌や
論集の販売促進を妨げる恐れがあり，受益者負担制にもとづき
全て有料化したい．料金は学会誌論集の販売価格をもとに決定
する．目安としては地質学雑誌の原稿販売価格が1,700円であ
り，平均ページ数が70ページであるので別刷り一部1ページ当
り24円程度としたい（送料実費）．論集も同様の考え方とした
い．
詳細は12月の評議員会までに検討し，2001年1月1日より運

用したい．
⑤　会費未納会員の学会誌への投稿，年会などでの発表の制限
会員は学会費を前年度までに支払う義務があり，会費納入と
ともに権利が生じるものといえる．したがって，会費未納者に
は現在行っている学会誌の送本停止（未納6ヶ月後以降）のほ
かに，新たに学会誌への投稿，年会などでの発表を制限させて
いただきたい．すなわち，未納会員が投稿・発表する際は直ち
に会費を納入することで，それらを許可することとしたい．ま
た，論集などの学会印刷物の購入も会員価格でなく
非会員価格でお願いしたい．
この制度は2001年1月1日より運用し，以後の投稿受付・発

表などに適用させたい．

4． 検討継続中の具体策
①　独立採算性における年会での普及活動（地質情報展など）の
経費支出
前回の第2回定例評議員会で意見が出されたが，年会の独立

採算性の対象は個人講演，巡検とし，総会，普及講演会，地質
情報展（ただし企業展示は除く）に係わる経費は，学会本会か
ら支出することが適切であると考える．特に地質情報展は地質

財政再建への方策について

会計委員長　佐々木和彦
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調査所との共催的な催しであり，企画段階から経費の折半をお
願いするようにしたい．普及講演会は必ずしも無料とするので
はなく，対象者にもよるがある程度の参加費負担をお願いして
学会経費の削減に努めたい．
上記の件は12月の定例評議員会までに検討し，2001年の金

沢総・年会から適用したい．
なお，2000年の島根臨時総会費用については，予算外のこ

とであるが，上記趣旨にのっとり，学会費から支出すべきもの
であるので，そのように処理したい．
②　年会の会計処理

年会開催費，総会開催費，普及講演・展示費の3項目に分け
て，これまで開催校でクローズしていた会計処理を本会処理と
したい．これは，種々の監査に対して明朗な会計処理を行う必
要があることと，適切な予算処置や参加費・予稿集価格の設定
を行うためである．
ただし，年会の巡検と懇親会費は当面本会会計に入れず，完
全な独立採算でやっていただきたい．
2000年の島根年会をテストケースとして島根大学のご協力

をいただき，その結果を考慮して，2001年予算から運用した
い．

③　普及出版活動に対する引当準備金の設置
第二庶務委員会が担当する普及に係わる学会出版物の印税

（会員執筆者各人50％以上の還元）や普及出版に対する寄付を
「普及書出版費引当準備金」で処理したい．
今年度その収入が既にあるので，2000年決算で処理したい．

詳細は12月の定例評議員会でご説明する．
④　財源・財政からみた各賞の適切な顕彰頻度と副賞

以前の各賞問題検討委員会の答申では，各賞の財源を寄付に
よるとのことであったが，
・顕彰は学会の基本的な活動である．
・寄付では継続的な財源にはなり難い．
・地質学会は任意団体であり，税法上からは寄付が受けづら
い．
・最近の社会・経済情勢では，関係する企業からの寄付は難し
い．
ことから，学会からの財源支出を前提とし，それに応じた各賞
の顕彰頻度，副賞の内容を考える必要がある．
今期の各賞問題検討委員会にはこの内容や具体的提案を伝え

てあり，同委員会での検討に委ねたい．
以上

2000年度第7回執行委員会

日　時：2000年9月11日（月） 14 : 00～20 : 30
場　所：地質学会事務局
出席者：立石雅昭執行委員長，高橋正樹・佐々木和彦・足立勝治・

渡部芳夫・荒戸裕之各執行委員及び橋辺事務局員，水野事
務局長

1． 地球惑星合同学会について：今年度から地質学会として合同
学会への参加を組織的に進めている．経緯と，特に来年度開催に
向け，2名のプログラム委員を中心に検討が進んでいる報告を受
け，臨時評議員会で趣旨と経緯を報告し，承認をいただくことと
した．
2． 移行過程など検討委員会の報告について：臨時評議員会での
審議をお願いするために，報告を早急に評議員に送付することと
した．
3． 科研費問題検討小委員会，研連委員候補者推薦委員会，なら
びに定期刊行物検討WGの報告について：それぞれ，委員会の報
告を受け，執行委員会として了承した．臨時評議員会に報告する
こととした．
4． 各賞問題検討委員会検討委員会（在田一則委員長）の第1回
委員会（8月19日）の報告をうけた．報告では，第1回委員会で
今期活動の目的，討論の方向，答申時期（来年6月評議員会）な
どが検討されたとのことである．
5． 研究企画委員会の立ち上げについて：会長・副会長・執行委
員長・木村学評議員の会合（8月31日）の報告を受けた．委員構

成と活動計画について臨時評議員会にはかることとした．
6．JABEEについて：先の執行委員会以降のJABEE委員会の動き，
とくに地質工学分野の申請以降の動き，回答について報告を受け
るとともに，当日開催された正会員事務局長連絡会（水野事務局
長参加）の報告を受けた．これらの内容は臨時評議員会に報告す
ることとした．
7． 大学評価委員会専門委員及び評価員候補者の推薦について：
大学評価・学位授与機構から会長宛寄せられた表記委員候補者の
推薦依頼について，執行委員長が会長・副会長とともに推薦委員
会を作り，6名の委員を推薦した旨，報告を受けた．臨時評議員
会で報告することとした．
8． 臨時評議員会の議事運営について：次の臨時総会報告事項
（運営細則・規則についての臨時評議員会での審議結果の報告）
と関連し，会員から評議員会議長宛寄せられている意見を検討し
た．臨時評議員会でも十分審議することが必要との判断し，当初
予定していた時間を延長することとし，事前に評議員に通知する
こととした．報告に「地惑合同学会への参加」，「各賞推薦依頼に
ついて」を加え，また，議題に「テクトニックマップ委員会の解
散について」を加えることとした．
9． 臨時総会の議事運営について：臨時総会の具体的な議事進行
については，臨時評議員会での審議の行方も考慮し，改めて臨時
評議員会時の執行委員会で検討することとした．臨時総会で審議
事項としている移行措置の基本はすでに第2回評議員会で確認さ
れていることを改めて確認．運営細則並びに役員選挙規則などの
改正案の大枠はすでに春の総会で承認されているとともに，その
細部の詰めは評議員会での決定事項としてよいことを確認した．

執 行 委 員 会 だ よ り

2000年度第3回評議員会のお知らせ

標記評議員会を下記のように，12月9日（土）に開催いたします．傍聴ご希望の方は，12月4日（月）午後1時までに（同日
午後2時から執行委員会開催の予定）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．

2000年度第3回評議員会
日　時：12月9日（土）13時30分より午後6時まで
場　所：北とぴあ901





日 本 地 質 学 会� 会 費 等�

1 8 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0



1
0
1_
0
0
3
2

80
円
�

切
手
�

貼
付
�

住 所 �

氏 名 �

裏
面
の
り
し
ろ
①
�

裏
面
の
り
し
ろ
②
�

裏 面 の り し ろ ③ �

東 京 都 千 代 田 区 岩 本 町�

　 二 丁 目 八 ＿ 一 五 　 井 桁 ビ ル 内�
�

　 日 本 地 質 学 会 　
御 中 �

�

オ 　 　 リ 　 　 線�

オ 　 　 リ 　 　 線�

キ
　
　
リ
　
　
ト
　
　
リ
　
　
線
�

キ
　
　
リ
　
　
ト
　
　
リ
　
　
線
�

キ
　
　
リ
　
　
ト
　
　
リ
　
　
線
�


