
地質学雑誌　第109巻　第7号（通巻1294号）付録　昭和27年6月10日第三種郵便物認可　平成15年7月15日発行（毎月1回15日発行）

日本地質学会 News
Vol.6  No.7  July  2003

日本地質学会第110年総会議事
欠席の場合は必ず委任状をお送り下さい





1）名誉会員の推薦

2）2004年度（2004.1.1－12.31）

事業計画および予算案について

3）倫理綱領について

4）法人化に向けた会則改正などについて

5）その他

6．日本地質学会各賞授与

7．名誉会員および50年会員の顕彰

8．その他

9．会長挨拶

10．閉会

日本地質学会News ６（７） 1

1．開会

2．議長選出

3．報告事項

2002年度事業報告（2003.1.1－12.31）

4．承認を求める事項

1）2004年度役員選挙結果報告

2）2003年度評議員会議決事項

3）2002年度（2002.1.1－12.31）

決算・財産目録および会計監査報告

4）2003年度（2003.1.1－12.31）予算案

5．審議事項

日本地質学会第110年総会
2003年７月１日

日本地質学会会長　平　朝彦
日本地質学会第110年総会を次の議事により開催します．

2002年9月19日（金）（10：00－12：00）

会場　静岡大学教育学部（A0）

欠席される正会員，学生会員の方は，総会の委任状を御提出ください．

総会の議決には，会則第10条により正会員・学生会員の1/15以上（委任状を含む）の参加が必要です（2003年５月末
現在の数では319名）．多くの会員の総会への出席をお願いします．欠席される場合には，ニュース誌７月号に綴じ込み
の委任状を９月17日までに事務局宛にお送りください．

重要議案の提示について

議案３）倫理綱領については次頁に示しました．議案４）法人化に向けた会則改正などについて，は

現在準備中です．おって８月号に掲載いたします．
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日本地質学会第110年総会議案

日本地質学会評議員会議長　在田　一則

議案３）．倫理綱領について
倫理綱領についての議論は評議員会，ワークショップなどを経て順調に進んでおり，９月の総会での議題とすることが６月28日の評議員

会で了承されました．倫理規定策定委員会が先に提示した第一次案に続き，第二次案も広く会員に提示し意見を求めた上で，第三次案を策

定します．９月の評議員会を経て最終案を第110年総会（静岡）に提案し，審議の上決定することとなります．成案までのスケジュールの

都合で，第三次案を提示する機会がありませんが，第二次案も内容的にかなり成熟していると判断しております．倫理綱領の重要性に鑑み，

さらに意見を求めることにいたしましたので，よろしくご検討ください．

なお，倫理綱領策定に付随して，現実に倫理綱領にかかわる問題が発生した場合に，どのように対処するかという問題があります．この

ことについては，１）倫理綱領に関わる問題を扱う常設的な委員会は，今総会で改正予定の会則に基づいた運営細則改正案第15条２項によ

って設置する．２）前記委員会が設置されるまで倫理綱領に関わる問題は会長が対処する，ということが６月28日の評議員会で了承されま

した．

日本地質学会倫理綱領第二次案について

「地質学会ニュース」５月号に公示された倫理綱領第一次案に対し，倫理規定策定委員会アドバイザーを初めとする会員の方々より多く

のご意見を賜りました．６月27日の倫理綱領に関するワークショップ，翌28日の評議員会でも建設的なご意見を伺うことが出来ました．倫

理規定策定委員会では，これらのご意見や議論を踏まえて第一次案を検討し，一部加筆と修正をした改訂版（倫理綱領第二次案）を作りま

した．第一次案を検討する中で，「倫理綱領」の精神を会員の日々の学会活動の中で実現していくには，１）綱領に抵触するような問題へ

の具体的対処を定める「規定」の策定，２）生じた問題への「相談窓口」としての常設的委員会の設置，３）この２点を総会に提出する倫

理綱領最終案に「提言」として付すべき，との意見をいただきました．これについては６月28日の評議員会において，１）倫理綱領に関わ

る問題を扱う常設的な委員会は，第110年総会で採択予定の会則改正案に基づいた運営細則改正案第15条２項によって設置する．2）前記委

員会が設置されるまで倫理綱領に関わる問題は会長が対処する，との方針を総会に報告することが了承されています．第二次案の提示にあ

たり，前記の３点についても会員諸氏から忌憚のないご意見をいただきたいと存じます．

なお，９月初旬に倫理規定策定委員会を開催して第三次案の作成を予定していますので，ご意見は８月末日までにお願いします．

倫理規定策定委員会　委員長　松本　良
委員　足立勝治・佐瀬和義・長谷川修一・吉田史郎

日本地質学会倫理綱領（第二次案）

日本地質学会の会員は，科学的真理の追求の名において，誠実かつ真摯に地質学および関連科学の研究・教育および調査を行う．

その成果を広く社会に公表することにより地質学および関連科学の進歩普及を図り，もって社会の発展と人類の福祉に貢献する．会

員は，基本的人権を守り，良識かつ品位ある行動をとる．

１．科学者としての倫理：会員は，専門知識の向上および地質学と関連科学の発展を目指して自己研鑽を図る．研究と調査において

は，法を遵守し，社会的良識をもって行動する．科学的事実に対しては常に謙虚，誠実でなくてはならない．研究成果と技術上の知

見を広く社会に公表し，公表にあたっては先人と他者の業績を尊重する．

２．知的交流の確保：会員は，国際交流や他分野との交流を積極的に進めることによって学術の向上を図るとともに，研究成果と技

術上の知見が科学的に広く吟味・検証されるよう努める．

３．人類と社会への責務：会員は，地質学および関連科学の専門家として，その専門的知識と技術を適切に活用し，研究と調査の成

果を広く社会に提供することにより社会の発展と人類の福祉に貢献する．

４．地球環境への責務：会員は，地球システムの諸現象についての専門家として，地質災害の予知と防止，地球環境の将来予測や資

源の適正な活用に関する情報を提供し，専門知識を活かして環境の保全と改善に努める．自らの研究と調査の実施にあたっては環境

への影響を最小限にするよう配慮する．

５．次世代への責務：会員は，地質学と関連科学における学術と技術の継承と発展，次世代を支える人材の育成に努める．研究や調

査の成果物，重要な露頭や標本などの科学的遺産の保全に留意する．
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表 紙 紹 介

宮城県沖地震被害状況（宮城県栗原郡築館町館下地区）

（写真提供　国際航業㈱　2003年５月27日撮影）

本誌特集記事（p.４）参照．



はじめに
宮城県栗原郡築館町館下の斜面崩壊（図１）について報告する．

筆者らは1987.12.17千葉県東方沖地震斜面崩壊調査の経験から，こ

の崩壊調査の科学的・社会的意義を考え現地に赴いた．ここに示す

のは６月14－15日の調査結果の一部である．写真を中心に基本的な

資料を示し，若干のコメントを加える．

震央および震度分布
2003年５月26日18:24に発生した宮城県沖の地震の震央（N38度

48.3分，E141度40.9分，深度＝71km，暫定M=7.0）及び震度分布を

図２に示す．本調査地点の震度は，周辺の観測点（宮城県志波姫町

沼崎，瀬峰町藤沢，一迫町真坂，どの点も本調査地点から約６～７

km離れている）から５強前後と推定される．震度分布のパターン

は同心円的ではなく，次に示す地質分布との関係が興味深い．

築館町周辺の地形・地質
築館町は，地形的には東の北上山地，西の脊梁山脈に挟まれた平

野部にあたる．その平野部最北部の中で，仙北平野の西側，大崎平

野の北方に位置し，低地・段丘・丘陵からなる．一方，脊梁火山群

の山麓という特徴も合わせもつ．

図３（石田ほか,1989）に地質の概略を示す．この地域の地質は

Ishida（1981），中川（1992）によって詳しく調べられている．崩

壊堆積物は石英安山岩質火砕流堆積物を母材として，旧谷地形を人

工的に埋めたものと考えられる．
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特集　2003年宮城県沖地震

【写真速報】

2003.05.26宮城県沖の地震による築館町館下の斜面崩壊
樋口茂生1・中山俊雄2・三谷　豊3・伊藤彰秀4

図１　滑落崖頂部から

崩壊現場を見下ろす

（側方崖の縁が人工的

な階段状を呈する）．

1千葉県環境研究センター，2東京都土木技術研究所，3千葉県立船橋法典高校，4千葉県立検見川高校

図２　震央および震度分布（気象庁資料を改変）． 図３　地質概要（石田ほか，1989を改変）．



崩壊状況
削剥域上端から堆積域下端までの距離は約200m，滑落崖部分の

幅は約31m，堆積域の最大幅は約56m（いずれも水平距離）であり，

崩壊前の斜面の傾斜は10度を少し越える程度であった．以下，写真

を中心に示す．

（1）斜面中腹（図4，5，6）

（2）堆積域下端部（図7，8，9）

図５　上の道

路から滑落崖

方向を見る．

被災後の処置

として土のう

が置かれてい

る．右下の露

出部分を拡大

（図6）

図６　すべり

面を境に下部

は旧表土，上

部は崩壊堆積

物（図5の下部

を拡大）．

図９　堆積域下端東側から滑落崖方向

を見る．モウソウチクが表土とともに

運ばれている．

図７　堆積域下端西側から滑落崖方向を見る．モウ

ソウチク，メダケが集中する．

図８　堆積域下端中央から滑落崖方向を見る．U字溝，土管類も運

ばれている．

図４　斜面中腹にある上の道

路地点（復旧工事により土砂

が取り除かれている）．この家

では床上付近まで崩壊土砂で

埋まり，道路の下では納屋が

倒壊した．崩壊方向は右から

左である．



（3）災害前の航空写真（図10）

（4）流動化し移動堆積したもの（図11，12）

（5）浸出水による堆積物とみられる（図13，14）

地質学的バックグランド
図15は側方崖西側に露出する石英安山岩質火砕流堆積物で

ある．崩壊堆積物のほとんどは（人工改変によるものも含め）

これを母材としたものから成っており，図16に示すように崩

壊堆積物表面で観察される．図17は滑落崖の後背部に分布す

る湿地であるが，これも人工改変により階段状地形を呈する

削剥部分にあたっており，本地域の地質，土質，水理等の特

性を防災的観点から検討する上で重要な判断材料になる．

おわりに
急遽，編集委員会の求めに応じ執筆したため，写真中心に

せざるを得なかった．次のような未解決の問題がある．今回

の崩壊堆積物の母材になった火砕流堆積物の層序および年

代，人工改変のプロセス，その後の約30年間の変遷（とくに

地下水流動系），そして今回の崩壊メカニズム等々．人工改

変による同様の地質条件（宅地造成や産廃処分場を含めて）

は全国いたるところにある．今回の災害の教訓は，上述の問

題点を地道に解き，将来予想される災害を減らすための努力

なしには生かされないだろう．

謝辞 永広昌之氏，稲田　晃氏には文献収集や植物の同定を

煩わした．国際航業（株）からは資料提供を受けた．以上の

方々に心より感謝する．
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Kai Mus. Nat. Hist., Res. Bull. 49, 19-35.

石田琢二・中川久夫・生出慶司・竹内貞子（1989）：5.5仙台

地域．生出慶司・中川久夫・蟹沢聡史編「日本の地質2

東北地方」，共立出版，119－127．

中川久夫（1992）：伊豆沼・内沼付近の地形・地質．伊豆

沼・内沼環境保全対策検討委員会編「伊豆沼・内沼環境保

全対策に関する報告書」，宮城県，4-12．
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図10 旧地形が問題解決の鍵を握る（この写真は崩壊前，

国際航業提供）．１～６段目：人工改変による階段状地形

人工改変（1970年頃）前，さらに火砕流堆積前の地形はど

うだったのだろうか？崩壊後の写真（裏表紙）と比較して

ください．



図11 堆積域の崩壊堆積物表面は乾いていたが，人が飛び跳ねて振

動を与えると，地盤は流動化した．

図16 堆積域

表面に見られ

る，運ばれて

きた樹木と軽

石を含む崩壊

堆積物．土の

うが並んでい

るのは下の道

路面．

図15 西側側

方崖露頭．石

英安山岩質火

砕流堆積物．

図13 堆積域側方・東側に扇状に広がる淡色軽石質堆積物．崩壊後の浸出水による可能性が高い． 図14 図13の部分拡大．堆積物の末端部分で，

周りは水田である．コテの柄の方向が流れ方向

を示す．

図17 滑落崖

の後背部にあ

る土地改変に

よる平坦面

（湿地化して

いる）．

図12 崩壊堆積物の断面．granule～pebbleサイズの軽石礫を含む

凝灰質堆積物．厚さは80cm．最下部で黒色に見えるのは水田土壌．
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は現在の研連委員を置き換える形で設定さ

れ，最初は会員によって構成される「推薦委

員会」によって選考され，後は会員と同様な

コーオブテーションで選ぶことになる．研究

連絡委員会は廃止して，「課題別委員会」を

置く．

６．申し送り事項

１）地質学研連の構成

18期における改革の一環として委員定数

が15名から14名に減らされたことに対応し

て，19期の委員構成を学術会議会員２，産

総研（旧地調）１，地質学会５，岩鉱学会

１，応用地質学会１，古生物学会１，地下

水学会１，情報地質学会１，地熱学会１と

する．なお，新設される環境理学または理

学振興研連の委員選出においては地質学会

からの委員を優先する．

２）学術会議の機能としてボトムアップの

役割が十分にはたせるような運営を図る

こと．

３）IGCP国内委員会の制度的位置づけを

明確にすること．

４）地学教育，理科教育の充実と発展を重

要課題として位置づけて取り組むべきで

ある．指導要領や教科書の改善へ地学系

諸学会を挙げてとりくむことが必要．公

務員試験においても制度改革によって地

質分野からの受験が難しくなり，また，

地質職がなくなる可能性もある．

５）環境地質学，環境理学といった分野の

体系化と確立をはかってもらいたい．シ

ンポジウムやそれと連携したテキスト作

成が重要．

６）細目地質学のキーワードについて，科

研費応募内容の実体にみあったものに再

検討する機会をもっていただきたい，

７）JABEEにおける地質科学分野の発展

を図ることが重要であり，多くの受審プ

ログラムが成立するようにプロモートす

る必要がある．

日　時：平成15年５月16日（金）

13：30～16：30

会　場：日本学術会議　第４部会議室（６階）

出席者：青木謙一郎（学術会議会員），山中

高光（鉱物研連委員長），梶原良道

（鉱床学専門委員会委員長），赤荻正

樹，松井正典，井上厚行，吉田武義，

松原聰，金田博彰，石渡明，上野宏

共，浦辺徹郎，千葉仁，丸山孝彦，

豊遥秋，大谷栄治，有馬眞．

欠席者：溝田忠人，根建心具，高橋正樹

［報告事項］

１．日本学術会議改革推進委員会における審

議状況の概要について（青木）

鉱物学研究連絡委員会（第
18期・第9回）および同鉱床
学専門委員会（第18期・第9
回）合同会議議事録

日　時：平成15年５月23日　13：30－16：00

出席者：斎藤，青木，田切・公文・玉生・在

田，永広・木村，小川，西脇，前田，

小玉（代理　金原），岩松，吉岡．

欠　席：中尾

議題

１．前回議事録（2003／3／05開催）の確認

電子メールで回覧した議事録とともに，総

合科学技術会議における「学術会議の在り方

調査研究委貞会」の「まとめ（概要）」を議

事録の添付文書とする点を確認した．

２．科学研究費補助金審査委員候補者の選出

について

関連学会から推薦された候補者を・地殻・

年代，環境・応用，構造地質・テクトニク

ス・惑星科学・地層・堆積という４つの分野

に分類し，継続される委員の分野も考慮して，

「細目地質学」一段審査委員の候補者として，

３名の正候補者と２名の補欠候補者を投票に

より選出した．「分科地球科学」の２段審査

委員は継続されるので今年度の選出はない．

なお，学術振興会において，「学術システ

ム研究センター」が本年７月より立ち上げら

れ，科研費補助金申請を自前で審査する準備

が進められていることが報告された．

３．IUGSなどの国際対応について

・佐藤正氏のIUGS副会長の任期は2004年ま

で．日本はIUGSへ28,000ドル件の分担金

を支払っている．日本からも関与の強化が

必要．IUGSとIGCとの連携強化は進んで

いる．

・IGCPの活動の継続・強化に関係して，斉

藤委員長がUNESCO日本委員会へ支援強

化の要請文をだすこととした．

・副会長が担当する国際対応研連の下にある

IGCP国内委員会の構成と役割について本

研連としても強く関与すべきである．

IGCPの審査委貞の推薦がまもなくあるは

ずなので，推薦等の対応が必要．

４．地質学研連の自己評価について

斉藤委員長の責任で自己評価の報告書を提

出した．本研連所属の地質年代小委員会，堆

積学小委員会もそれぞれ報告書を提出してい

る．

５．学術会議の改革の具体化について

学術会議改革推進委員会における審議経過

概要が紹介された．70歳定年制および活動実

凍評価によって再任を不可とすることができ

る方向がでている．19期研連委員も会員と同

様にこれまでの手続きで選出する．連携会員

以下の項目について，日本学術会議の改革

の具体化（案）が紹介された：１）果たすべ

き機能，２）部の構成，３）会員の数，４）

会員の任期，５）初回の会員選出，６）２回

目以降の会員選出，７）連携会員，８）役員

等，９）委員会等，10）総合科学技術会議と

の「車の両輪」体制の構築．

２．18期鉱物学研連の総括（山中）

地質科学関係研究連絡委員会

地質学研連（15名，斎藤常正），鉱物学研連

（12名，青木謙一郎），鉱床学専委（９名，青

木謙一郎），地質科学総合研連（９名，米倉

伸之），古生物学研連（12名，斎藤常正），第

四紀研連（13名，米倉伸之），地球化学・宇

宙化学研連（12名，青木謙一郎）

鉱物学研連

（1）鉱物研連と鉱床学専門委員会の合同会議

とする．鉱物学研連委員（12名），鉱床学

専門委員（９名）

（2）学術会議会員：青木謙一郎

（3）鉱物学研連委員長：山中高光

幹事：松井正典（書記），赤荻正樹（渉

外）

（4）鉱床学専門委員会長：梶原良道

幹事：石渡明

科学研究費

（1）平成11年６月29日学術審議会答申基づき

科研費見直しにより「系・分野・分科・細

目」が決定された．学術研究の動向や申請

件数の増減などを配慮し定期的に見直しす

る．

（2）系（理工系），分野（数物系科学），分科

（地球惑星科学），細目（岩石・鉱物・鉱床）

となった．

（3）科研費の地球科学関連４分化細目（地球

化学，岩石・鉱物・鉱床，層位・古生物，

地質）が存続する．

（4）科研費の窓口研連と対応研連が設定され

た．

（5）従来の五学会科研費検討委員会は当面休

止し，細目「岩石・鉱物・鉱床」の科研費

審査員候補者の学術会議への申請は鉱物研

連が行う．（地質科学総合研連から委員を

辞退したことにより．）

（6）キーワード（地球惑星物質，地球惑星進

化，地殻・マントル・核，マグマ，天然・

人工結晶，元素分別濃集過程，メタロジェ

ニー）に，（i）「鉱物物理」，（ii）「生体・

環境鉱物」，（iii）「深成岩および変成岩」

の３つを加えて11個とすることを要望し

た．

また従来の「マグマ」を「マグマおよび

火山岩」に変更することを申請した．

（7）14年度からは２段審査委員候補者２名と

１段審査委員候補者６名を研連から推薦す

ることになった．

研連の見直し

（1）統廃合案でなく，研連定員削減案を地球

惑星科学関連研連は採用した．

（2）学術会議の抜本的改革が先送りされたた

め，研連の定員削減案（各研連の定員を削
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日本学術会議第18期第8回
地質学研連議事録

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．



について

１）細目「岩石・鉱物・鉱床」２段審査委

員候補者．鉱物学会から推薦された３名

の候補者について投票により研連からの

推薦順位を決定した．

２）分科「地球惑星科学」関係７研連輪番

の任期１年の２段審査委員候補者３名に

ついて，資源地質学会から推薦された候

補者等に基づき，投票により，研連から

の推薦順位を決定した．

３）１段審査委員候補者．昨年度と継続の

３名に加えて，鉱物学会，岩石鉱物鉱床

学会，資源地質学会，地質学会推薦の候

補者から，投票により，３名を委員候補

者，６名を補欠候補者として順位をつけ

て選んだ．なお，選出に当たっては，同

一の機関に片寄らないよう配慮した．

２．19期鉱物研連委員会が従来とおり存続す

ることが明らかになったため，研連の見直

し案に基づき鉱物学研連と鉱床学専門委を

合わせた20名（学術会議会員（１名）が含

まれる．）委員の各学会への配分を以下の

ように決定した．鉱物学会（５名），岩鉱

学会（５名），資源地質学会（５名），地質

学会（２名），粘土学会（１名），地球化学

会（11名）

日　時：平成15年５月14日（水）

13時45分－16時00分

場　所：日本学術会議　第６会議室

出席者：西田篤弘，斎藤常正，谷口旭，石井

春雄，伊藤絹子，井内美郎，平啓介，

角皆静男，友定彰，伏見克彦，前田

明夫，古谷研，松山優治，山口征矢，

佐藤義夫，蒲生俊敬

欠席者：杉本隆成，寺崎誠，灘岡和夫，西田

周平，松田治，花輪公雄

Ⅰ．第８回議事録について

事前にメールで回覧し，必要な修正を施し

てあった第８回海洋科学研究連絡委員会（平

成15年３月11日開催）の議事録案を承認した．

Ⅱ．協議事項

通例の議事進行とは異なり，今回の議事は

協議事項のうち平成16年度科研費審査委員候

補者の選出を最初に行って，その後報告事項

と残りの協議事項について討議した．

（1）科学研究費補助金審査委員候補者の推薦

について（谷口委員長）

各学会（日本海洋学会，日本水産学会，日

本地質学会，日本プランクトン学会，水産海

洋学会，日本海水学会，日本地球化学会，日

仏海洋学会，日本気象学会，土木学会）から

推薦されてきた平成16年度科研費審査委員候

補者リストをもとに，本研連として，細目

日本学術会議第18期第9回
海洋科学研究連絡委員会議事
録

減し，６つの新しい研連をつくる案）が復

活．当面はこの案に従って運営していくこ

とになろう．

（3）新研連「鉱物学」11名，「鉱床学専門」

９名　（会員を含む） （平成14年４月12

日第４部会報告）が19期研連組織となる．

（4）鉱物学研連と鉱床学専門委員会は従来通

り別組織とし，当面は統合しない．

（鉱床学専門委員会の委員も，辞令は鉱物

学研究連絡委員会委員として発令）

研連共催シンポジウム

（1）平成13年開催の「資源地質学会50周年記

念大会」と「三鉱シンポジウム」

（2）ハットンプレシンポジウム

（3）特定研究（代表者　大谷栄治）

（4）日本技術者教育認定機構（JABEE）主

催のシンポジウム

IMA対応

（1）毎年IMA分担金　480US$を学術会議か

ら送金

（2）第18回IMA（2002年エディンバラ）に

対して1000ポンドの協賛分担金送金．

鉱物研連の推薦組織の各学会が以下の金

額を負担することとした：鉱物（５万円），

岩鉱（５万円），資源（５万円），地質（３

万円），粘土（１万円），地化（１万円）．

（3）平成14年度代表派遣会議及び派遣候補者

としてIMA総会に山中研連委員長，松井

庶務幹事を推薦し，採択された．

（4）IMAのCommissionsとWorking Groups

の日本代表委員を決定しIMAに報告した．

IMA2006-Kobe

鉱物研連が主催，鉱物学会，岩鉱学会，資

源地質学会が共催で2006年7月下旬，神戸で

開催する．鉱物研連の第17期では誘致委員会

を発足させ，今期で準備委員会を設立し，更

に組織委員会に改組した．

組織委員長に山中高光，事務局長は大谷栄

治，地区委員会（LOC）委員長は松井正典，

財務委員長は村上隆，プログラム委員長は藤

野清志，巡検委員長は松原聰が就任した．

その他の報告，審議案件

（1）独立行政法人化の現状

（2）21世紀COE（トップ30）

（3）日本技術者教育認定機構（JABEE）の

基本方針が紹介された．

（4）惑星科学研連に鉱物研連から委員を推薦

した．

（5）鉱物研連の議事録を学術会議ホームペー

ジに掲載することとした．

（6）代表派遣会議に以下の4名の派遣が採択

された．

国際鉱物学連合総会（エディンバラ）

山中高光，松井正典

スカンジウムシンポジウム（オスロ）

松原聰

第７回鉱床応用地質学会　（アテネ）

上野宏共

［審議事項］

１．平成16年度科研費審査委員候補者の推薦

「環境影響評価」分割A（窓口研連は自然保

護研連）の一段審査委員に２名，細目「環境

動態解析」（窓口研連は地球物理研連）の一

段審査委員に４名，二段審査委員に３名を推

薦することとした．

この議事に関連して，日本学術振興会監事

である平委員から，今年度学振に新設された

学術システム研究センターが平成17年度以降

の科学研究費補助金の審査と評価を行うこと

について，その概要が紹介された．新制度は，

文部科学省が科学技術・学術審議会学術分科

会の答申を受けて全米科学財団（NSF）の方

式に倣って導入するもので，同センターに常

勤と非常勤の研究員を配置して，NSFの

Program DirectorやProgram Managerと同

等の作業を担当させるというものである．最

終的には計80名（15年度は40名）が配置され

て10名づつからなる班を編成し，九つに纏め

られる科研費全細目のいずれかを担当する．

その研究員の任用方法も，国立大学が法人化

すればNSF方式になる計画である．

この紹介を受けて，300以上に達する全細

目・分割を非常勤者が大半を占める80名で担

当することで遺漏を生じないかという疑念，

膨大数に上るであろうピアレビュウアーの候

補者リストの準備に研連や学協会がどのよう

に関わる見通しであるかという関心などが表

明された．また，第9番目の「総合・複合新

領域専門調査班」の担当研究員を第１から第

８の専門調査班研究員が「併任する」とされ

ている点に関して，新領域の研究の創出や発

展を目的として今年度から重点的に拡充強化

した総合新領域系であったのにもかかわら

ず，その審査，配分，評価を既往分野におけ

る研究員の「併任」に委ねるというのは矛盾

であり，複合領域研連である本研連としては，

学術振興会においてこの点を今後十分に検討

するよう要望するべきであるという意見が出

された．

Ⅲ．報告事項

（1）日本学術会議関連（斎藤委員）

「日本学術会議の在り方について」，日本

学術会議改革推進委員会の審議経過の概要が

説明された．会員数は現行のまま210名を基

本として，部の構成を現行の７部制から３部

制（人文社会系，生命系，理工系）へ改組す

る．会員および連携会員の定年を70歳と定め，

任期を現行の３年から６年へ変え，３年ごと

に半数改選する．現行の研連委員数2,370名

を基本として連携会員が任命され，現行の研

究連絡員会に替わって設けられる「課題別委

員会」を担当するなどの審議内容が紹介され

た．

これに対して，研連を廃止して1,400に達

する学協会との連帯をどう確保するか，国際

学術団体対応のNational Committee機能をど

う果たすかなど，具体的な構想がまだできて

おらず，その点に関する検討が不十分である．

また，構想されている３部制には総合新領域

が欠けており，強化領域として重要視されて
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保全学，海洋システム工学，海運ロジスティ

クスの5専攻で学生定員は170名，後期課程は

応用生命科学と応用環境システム学の２専攻

で学生定員は38名である．すでに創設準備委

員会が設置されており，新大学発足に向けて

着々と準備が進んでいる．

次回は2003年7月14日（水）13時30分～

開催の予定．

（議事録作成・伊藤絹子）

日　時：2003年５月15日（木）13：30～17：00

場　所：日本学術会議第７部会会議室（６階）

出席者：田中剛委員長，青木謙一郎，日下部

実，清水洋，下山晃，田結庄良昭，

中澤高清，藤原顕，松田准一　各委

員

報告事項

１．学術会議関係

1.1 総合科学技術会議「日本学術会議の在

り方について」（２月26日）に対する，日

本学術会議改革推進委員会における審議

状況の概要に関する資料が配付された．

1.2 第18期第７回地質科学総合研究連絡委

員会報告（2003年３月11日開催．田中委

員長）．地質科学総合研連の役割と構成

（次期は第四紀専門委員会と地質環境専門

委員会（仮称）とで構成する）などが審

議されたとの報告があった．

1.3 地球化学・宇宙化学研究連絡委員会国

際対応について報告書を提出した．（田中

委員長）

1.4 第18期の「日本学術会議の自己評価」

として本研究連絡委員会の自己評価を提

出した．（田中委員長）

1.5 地球化学・宇宙化学研究連絡委員会報

告を提出した．（田中委員長）

1.6 「環境学における地球化学のありかた」

を，本研連の対外報告としてとりまとめ

日本学術会議第18期第8回
地球化学・宇宙化学研究連絡
委員会議事録

いる領域が軽視されていることは問題である

という意見が出され，次回の総会期間にこの

点をただすことを了承した．

（2）第19期研連への申し送りについて（谷口

委員長）

第18期には，次の４項目の活動方針を掲げ

て活動してきた．

① 海洋科学の教育と研究の振興について

引き続き審議する．

② 「海洋科学研究・教育のための船舶運

営機構に関する検討小委員会（略称：練

習船小委）」を継続設置し，今期中に

「海洋教育研究のための船舶不足と水産

系大学練習船の今後について（仮題）」

の対外報告を取りまとめる．

③ SCORの第26回総会を平成14年秋に日

本において開催する．

④ 文部省科学研究費補助金複合域細目

「環境保全」の審査員候補推薦作業のル

ールを作る．

今日までに，これらの方針に沿った活動を

実際に行うことができ，今期の目標は達成で

きたと判断され，その旨を自己評価票に取り

まとめて報告した．一方，科研費の審査や採

択で海洋科学が正当に評価されたか否かが定

かではないこと，学術会議や学振の学術シス

テム研究センターの将来構想などでは複合領

域が正当な処遇を受けていないように見える

ことなどに鑑みて，次期研連では海洋科学の

あり方を検討するよう申し送ってはどうかと

いう意見が出され，次回の委員会で協議する

こととした．

（3）東京海洋大学について（松山委員）

本年10月１日に東京水産大学と東京商船大

学とが統合合併して東京海洋大学となること

が，４月16日に公式決定された．本部は品川

キャンパス（現東京水産大学）におかれる．

学部は海洋科学部（海洋環境学，海洋生物資

源学，海洋食品科学　海洋政策文化の４学科）

と海洋工学部（海事システム工学，海洋電子

機械工学　流通情報工学の３学科）の２学部

で，学生定員は合計450名である．大学院は

海洋科学技術研究科の１研究科で，前期課程

は海洋生命科学，食機能保全科学，海洋環境

て発表した．（田中委員長）

２．その他

2.1 2003ゴールドシュミット国際会議の申

込状況などの報告があった．（田中委員長）

審議事項

１．平成16年度科学研究費補助金の審査委員

候補者の推薦

（1）推薦依頼：本研連は，分科「地球惑星

科学」の第２段審査委員１名については

３倍の審査委員候補者を推薦し，細目

「地球宇宙化学」の第１段審査委員３名

については２倍の審査委員候補者を推薦

する．昨年と同じく18学協会へ推薦依頼

を行った．その際に，日本地球化学会に

は，第１段審査委員候補６名，第２段審

査委員候補３名を，それ以外の学協会に

は第１段審査委員候補１名，第２段審査

委員候補１名の推薦を依頼した．

（2）第２段審査委員候補の選考：全候補者

13名を分野A（固体地球関係）とB（大

気・水圏・生物圏関係）に分けた後に，

候補者３名を選出した．選出にあたって

は年齢や同一の機関に片寄らないなど，

審査委員候補者の推薦に係る留意事項に

従った．

（3）第１段審査委員候補者の選考：学会の

推薦順位に従い，上位と下位に分けた後，

全候補者18名を分野A（固体地球関係）

とB（大気・水圏・生物圏関係）に分け，

候補者６名を選出した．選出にあたって

は，審査委員候補者の推薦に係る留意事

項に従った．

２．第19期への引き継ぎ事項を審議した．本

研連の定数が19期からは１名減の11名とな

る．日本学術会議会員１名以外の10名は学

協会等からの推薦で，19期について，その

内訳は次のとおりとした．日本地球化学会

５名，日本地質学会１名，日本鉱物学会１

名，日本岩石鉱物鉱床学会１名，日本化学

会１名，地球物理研連（固体系）１名．

（清水　洋）
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日　程：８月25日（金）10：00～12：00

主　催：資源地質学会・金属鉱業事業団

テーマ：「花崗岩研究の資源探査への応用」

場　所：金属鉱業事業団資源情報センター会

議室（第34森ビル６F）

講演：

・Bruce Chappel l : Some recent

developments in granite petrogenesis:

high-and low temperature granites and

implications for related mineralisations.

・Phil Blevin: Correlation of the Fe
2
O
3
/FeO

ratio, magnetic susceptibility and

mineralogy in granitic rocks: applications

to mineral exploration.

ワークショップ
粒度分析の方法と諸問題

日　時：2003年９月６日（土）13時～

９月７日（日）17時

場　所：信州大学理学部

（松本市旭３－１－１）

講　師：公文富士夫ほか

目的・課題：堆積物の基本的な特性の一つで

ある粒度特性について，概括的な講義と事

例研究を紹介するとともに，砂から泥まで

の粒度分析方法の基本と実際の分析手順に

ついて検討する．篩分法，沈降天秤法，比

重計法，レーザー回折法などの分析技術指

導を含む．初心者から中級者向け．

申し込み方法：

ジオスクーリングネット（http://www.geo-

資源地質学会・金属鉱業事業団
ミニシンポジウム

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．



タイ王国南部Phuket島

キーワード：ドロップストーン，氷海成

堆積物，ダンプ構造，二畳紀，Kaeng

Krachan層群

参加登録締切：2003年10月13日（メール又は

FAX）一瀬までお申込ください．

講演要旨締切　2003年11月30日．

講演要旨の書式などの詳細はセカンドサー

キュラーにて（2003年10月配布予定）．

連絡先

参加登録用紙ご請求およびお問い合わせな

どは下記までお願い致します．

〒305－8571 茨城県つくば市天王台１－

１－１

筑波大学地球科学研究科　一瀬めぐみ宛

Tel：029－853－4300，

Fax：029－853－4300，

E-mail：ichise@arsia.geo.tsukuba.ac.jp

費　用

シンポジウム参加登録費

学生　50US$，その他　140US$

プレシンポジウム巡検　150US$

（宿泊代，交通費, 昼食および夕食代込）

ポストシンポジウム巡検　450US$

（宿泊代，バンコク－プーケット往復航

空運賃，昼食および夕食代込）あるいは

320US$（宿泊代，昼食および夕食代込）

組織委員会（日本）

委員長　木股三善（筑波大学地球科学系学系

長）

委員会　荒井章司（金沢大学），永広昌之

（東北大学），原　英俊（産業技術総

合研究所），久田健一郎（筑波大学），

鎌田祥仁（山口大学），小嶋　智

（岐阜大学），指田勝男（筑波大学），

上野勝美（福岡大学），脇田浩二

（産業技術総合研究所）

第10回まで日本地質学会関東支部で開催

し，わが国における地質汚染の調査・浄化技

術の研究開発と発展と普及に大きく貢献した

伝統と権威ある技術研修会です。今回から，

地質・環境・土木・衛生工学等の関係大学院

生を受け入れる大学院コースを開設しまし

た。

主催：NPO法人　日本地質汚染審査機構

共催：日本地質学会環境地質研究委員会

日時：2003年10月30日（木）～11月１日（土）

参加費：会員（地質学会員含む）65,000円

非会員70,000円（３食・懇親会付）

大学院生：50,000円

定員：50名（定員になり次第締め切ります，

大学院生は最大10名まで）

第14回地質汚染調査浄化技術研
修会－おもにVOC汚染等を対
象に－

schooling.jp/）を通じて申し込んで下さい．

トップ画面から研修検索・申し込み，主催

者別，地質学会の順に項目をクリックして，

本行事を選択して下さい．最新の情報もそ

こに掲載されています．参加申し込みのた

めにはネットへの登録（無料）が必要です．

参加費：一般5000円（学生2000円）（資料代

を含む）

宿　泊：各自で捜して下さい．ただ，特別に

６名分を大学内の宿泊施設を確保し

ておきます（1610円／日，１部屋２

名）．受付順としますのでお早く申

し込んで下さい．

補　足：技術者継続教育の一環として開催し

ます．CPD単位としては12単位と

なります．修了証書を発行します．

主　催：日本地質学会継続教育委員会，日本

堆積学会

問い合わせ先：公文富士夫

電子メール：shkumon@gipac.shinshu-u.ac.

jp

〒390－8621 松本市旭３－１－１

信州大学理学部物質循環学科

2001年に締結されたChulalongkorn 大学

（タイ王国）と筑波大学（日本）との大学間

交流協定（MOU）締結を機に，タイ王国バ

ンコクにて国際シンポジウム“東および東南

アジアの地質進化”を開催することとなりま

した．本シンポジウムは，東および東南アジ

アにおいて地質学的研究にたずさわる研究者

間の知識の共有および対象地域の地質進化に

関する貢献を目的としたもので，本シンポジ

ウム組織委員会では，研究者の方々のご参加，

ならびに対象地域の地質，層序，テクトニク

ス，古生物，地球物理，地球化学，鉱床など

に関する口頭発表やポスター発表を多数お待

ちしております．なお本シンポジウムは，

IGCP411「東・南アジアにおけるゴンドワナ

ランド起源テレーンのジオダイナミクス」や

日本地質学会静岡大会のトピックセッション

「東アジアの構造発達史とゴンドワナ・テス」

と連携しております．

開催地　タイ王国バンコク，The Gem and

Jewelry 研究所 ，Chulalongkorn大学

日　程　2004年２月８－14日

2004年２月８－９日

プレシンポジウム巡検：

タイ王国東部Sa Kaeo地域

キーワード：二畳紀－三畳紀付加コンプ

レックス，蛇紋岩，砕屑性クロムスピ

ネル，メランジュ，フズリナ

２月10－11日　講演発表

２月12－14日

ポストシンポジウム巡検：

国際シンポジウム　東および東
南アジアの地質進化
－マイクロ大陸の付加と縁海の
形成－

申込先：NPO法人　日本地質汚染審査機構

〒132－0035 東京都江戸川区平井

５－11－８－502

Tel：03－5655－6201

Fax：03－5655－6202

E-mail：npo-geopol@nifty.com

URL：http：//homepage1.nifty.com/npo-

geopol/

受講希望者は，氏名・所属・連絡先（電話，

FAX，メール），性別，年齢，部屋の禁煙・

喫煙，その他希望についてお知らせ下さい。

おもなカリキュラム

【室内講義】

①VOCの種類・特性とVOC汚染の歴史

②VOC地層汚染診断の基礎的技術

③VOC汚染現場における君津式表層汚染調

査の基礎技術

④オールコアリングによる地層中のVOCの

調査

⑤VOC地質汚染機構解明調査の手順と方法

⑥VOC汚染の浄化対策例

⑦VOCなどの地質汚染に係わる微生物浄化

⑧VOC汚染現場での安全管理

⑨廃棄物等の焼却灰中ダイオキシン類とその

調査法

【野外実習－VOC汚染サイトの見学・現場実

習】

①検知管によるVOC汚染濃度の測定

②携帯型ガスクロによる現場公定法分析

③VOC汚染地層の層相と堆積構造の記載方

法

④地下水質モニタリング井群の水位測定実習

⑤地下水採水技術と地下水質の測定実習

⑥地層汚染診断にしたがった地層採取ボーリ

ング技術（実演）

主催　日本応用地質学会関西支部

後援　日本地質学会近畿支部ほか

1970年代の後半から1980年以降，秩父帯，

美濃・丹波帯，四万十帯などの地層を通じて，

付加体の研究が盛んになり，日本列島形成過

程に於いて付加体が重要な役割を果たしたこ

とが明らかにされるとともに，その地質・構

造特性も次第に把握されるようになってきま

した．付加体を対象とした調査・設計・施工

方法の選定において，付加体の地質・構造特

性を把握しておくことは非常に重要であると

指摘されることが多くなりました．

我が日本応用地質学会関西支部では，現在

付加体に関する研究において日本の第一級の

著名な研究者に研究成果を講演して頂くこと

により，付加体を対象とする研究者や土木・

建設分野に働く地質技術者ならびに土木技術

者に，付加体の理論と地質・構造特性を正し

「付加体の地質・構造特性と応
用地質学的課題－施工実施例に
基づく調査・設計・施工上の着
目点」に関する講習会開催
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緑色岩－チャート－砕屑岩シークェンスの

解説，付加体の構造単元の考え方

八尾　昭（大阪市立大学　教授）

13：00～14：00

付加体を構造地質学的にどう捉えるか，デ

ュープレックス，メランジュとナップ構造

に関して

村田　明広（徳島大学　教授）

14：00～15：00

西南日本の付加体の地質および中－古生界

地帯構造区分の解釈と問題点

波田　重煕（神戸大学　教授）

15：00～15：15 休憩

実施例報告

15：15～15：45

秩父帯におけるダム構造物の位置選定のた

めの地質調査

宮腰　勝義（（財）電力中央研究所）

15：45～16：15

紀伊半島四万十帯でのトンネル工事におけ

る先行緩み探査と対策

田中　崇生（日本道路公団関西支社田辺

く理解してもらい，同時に施工実施例を通じ

て，付加体中での応用地質学的課題（調査・

設計・施工上の着目点など）を認識し，日常

の研究・業務に活かしてもらうことを目的

に，同講習会を開催致します．本講習会は上

記研究者や技術者に大変お役に立つものと確

信致しております．多数のご参加をお待ち申

し上げております．

日時：平成15年11月14日（金）

10：00～17：00（終了後17：30より懇

親会開催予定）

会場：大阪市立大学文化交流センター大セミ

ナー室

プログラム

理　論

10：00～11：00

付加体地質学総論－南海トラフと四万十帯

平　朝彦（（財）海洋科学技術センター

地球深部探査センター長）

11：00～12：00

工事事務所）

16：15～16：30 休憩

16：30～17：00 質疑応答

参加費と申し込み方法

講習会参加費および懇親会参加費はともに

5,000円（学生半額）．当日払い

参加申し込みは以下の所にFAXまたはE-

mailにてお願い致します．その際，講習会お

よび懇親会参加か講習会のみ参加のいずれか

を明記して下さい．なお，当日会場にても受

付可．

申込先：日本応用地質学会関西支部事務局

（大阪市立大学理学部地球学教室

内）

〒558－8585

大阪市住吉区杉本３－３－138

TEL 06－6605－2592

FAX 06－6605－2522

E-mail mitamura@sci.osaka-cu.

ac.jp
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各賞・
研究助成

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．

朝日新聞文化財団より，2003年度「朝日賞」

候補者推薦の依頼がありました．

朝日新聞文化財団は，朝日新聞社が文化活

動支援を公益的な立場から行うため，1992年

に設立され，朝日賞の受賞事業を継承してお

ります．この賞は，1929年（昭和４年）に朝

日新聞社が，創立50周年を記念して創設した

もので，人文や自然科学など，我が国のさま

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贈られています．

推薦書は８月29日（金）までに，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（水）までに，執行委員会宛にご連絡下

さい．

問い合わせ先：

朝日新聞社文化企画局文化メセナ・スポーツ

部「朝日賞」係

〒104－8001 東京都中央区築地５－３－２

TEL（直通）03－5540－7453

FAX 03－3541－8999

平成15年度（第25回）沖縄研
究奨励賞

「朝日賞」候補者推薦依頼の
お知らせ

沖縄研究奨励賞は，沖縄の地域振興及び学

術振興に貢献する人材を発掘し，育成するこ

とを目的としています．本奨励賞は，沖縄を

対象とした将来性豊かな優れた研究（自然科

学，人文科学又は社会科学）を行っている新

進研究者（又はグループ）の中から， 受賞

者３名以内を選考し，奨励賞として本賞並び

に副賞として研究助成金50万円を贈り表彰す

るものです．

応募資格は，学会，研究機関若しくは実績

のある研究者から推薦を受けた50歳以下（７

月15日現在）の方で，出身地及び国籍は問い

ません．

●応募方法

１）所定の「沖縄研究奨励賞推薦応募用紙」

に所要事項を記入し，

２）研究成果物（論文３点以内，著書がある

場合は１冊），

３）提出する研究成果物の要旨（A4判横書

き各1,000字以内），

４）研究業績リスト（著書，論文等30点以内．

A4判横書き）

を添えて郵送により提出していただきます．

●応募書類の提出先

〒100－0013 東京都千代田区霞が関３－

６－15 グローリアビル７F

財団法人沖縄協会　沖縄研究奨励賞係

応募締め切り：９月30日（当日消印まで有

効）

応募についての詳細は，http://village.

infoweb.ne.jp/̃fvgm0090/oubo.htm をご参

照下さい．

推薦応募用紙の請求先

ＦＡＸ（FAX：03－3597－5854，沖縄協会

「沖縄研究奨励賞」担当：石坂），

またはE-mail fvgm0090@mb.infoweb.ne.jp

ＦＡＸまたはE-mailでの推薦応募用紙の請求

は，件名に「沖縄研究奨励賞応募用紙希望」

とご記入の上，メッセージの本文に「郵便番

号」「ご住所」「ご氏名」（推薦応募用紙の送

り先です．）を明記して下さい．

電話によるお問い合わせは，

「沖縄研究奨励賞」担当・石坂次郎（TEL：

03－3580－0641）まで．

財団法人東レ科学振興会より例年通り以下

の推薦がありましたので，お知らせいたしま

す．

１．東レ科学技術賞

・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………２件前後．１件につき，

賞状，金メダルおよび賞金500万円

・候補者推薦件数………１学協会から２件以

内

・推薦締切期日………平成15年10月10日（金）

弊会必着

２．東レ科学技術研究助成

平成15年度東レ科学技術賞
および東レ科学技術研究助成の
候補者推薦



・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．

・候補者推薦件数………１学協会から２件以

内

・推薦締切期日………平成15年10月10日（金）

弊会必着

・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

＊各推薦書用紙は，ホームページからもダウ

ンロードできます．

＊URL：http://www.toray.co.jp/tsf/index.

html
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１．職種・人員

教授（大学院自然科学研究科を兼任）１名

２．専門分野

地球科学（惑星科学関連分野も含む）

３．着任希望時期　平成16年４月

４．応募資格

博士後期課程の指導ができる方

５．担当予定授業科目

（1）一般教育科目：地学又は基礎セミナー

（2）学部及び大学院自然科学研究科（博士

前期及び後期課程）授業科目

６．提出書類

（1）履歴書

（2）これまでの研究概要（A4２枚以内）

（3）研究業績リスト｛原著論文（査読つき

と査読なしに分けること），総説，報告

書等，著書に区分｝

（4）主要論文の別刷り5篇（研究業績リス

トに○印を付すこと）

（5）教育・研究に対する抱負（A4用紙１

枚程度）

（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

７．公募締め切り

平成15年９月30日（火）消印有効

８．書類送付先および問い合わせ先

〒860－8555 熊本市黒髪２－39－１

熊本大学理学部地球科学科

学科長　西山忠男

電話：096－342－3412

熊本大学理学部地球科学科
教官公募

教官公募等の求人ニュース原

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．

公募 FAX：096－342－3411

電子メール：tadao@sci.kumamoto-u.ac.jp

９．その他　提出書類は，封筒に「応募書類

在中」と朱書し，簡易書留にて郵送願いま

す．また当学科の詳細については下記のホ

ームページをご覧下さい．

http://www.sci.kumamoto-u.ac.jp/earthsci/

１．募集人員：助教授または助手１名

２．専門分野：地球科学の中で環境・生命・

進化の分野．また，本教室のいずれかの教

官と共同して研究を行える人が望ましい

３．授業担当科目：理学部及び大学院の地球

科学の実験，実習及び演習．助教授の場合

は，専門及び共通科目の講義が加わる

４．資格：着任時に博士の学位を有する者

５．着任時期：平成16年４月１日

６．提出書類：履歴書，研究業績目録，研究

のキーワード，着任して共同研究をしたい

教官名とその課題名

（選考の過程で，論文別刷，研究計画書の提

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）

７．公募締切：平成15年９月１日（月）必着

８．送付先：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　増田俊明

（「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）

問い合わせ先：増田俊明

Tel. 054－238－4794

Fax 054－238－0491

e-mail; setmasu@ipc.shizuoka.ac.jp

給与等に関する問い合わせ先：静岡大学総務

部人事課任用係

Tel. 054－238－4415又は　4416

Fax 054－238－4268

静岡大学理学部生物地球環境科
学科教官公募

詳細などは．http://www.shizuoka.ac.jp/̃

geo/Welcome_j.htmlを参照して下さい．

１．公募内容

平成14年度に実施した平成16～18年度白鳳

丸長期航海計画公募の結果（資料３）に基づ

き，各航海において実施する主要な研究計画

は，すでに決まっています（資料２）．今回

は，資料４概要に示す航海に同乗して，同一

海域において少人数で実施可能な小規模な研

究計画を公募します．

２．申込資格

国・公・私立大学及び国・公立研究機関の

研究者並びにこれに準ずる者

３．申込方法

「申込書類の提出」と「e-mailによる登録」

の両方を必ず行って下さい．

４．申込期限

平成15年８月20日（水）（厳守）

５．申込先

東京大学海洋研究所　総務課　海務・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，

6355，6370

FAX （03）5351－6836

e-mail kyoudou@ori.u-tokyo.ac.jp

６．審査

審査及び採否等は，本所研究船運航委員会

と主席研究者が協議を行い最終的には教授会

で決定する．

７．航海計画変更の可能性

平成16年度より研究船白鳳丸が独立行政法

人海洋研究開発機構に移管され運航体制が変

わるため，航海計画が一部変更される可能性

があります．

詳細は，http://www.ori.u-tokyo.ac.jp/まで

平成16年度東京大学海洋研究
所研究船白鳳丸の共同利用公募



和訳本は読めばわかるが，原著の独特な書

きぶりに従っている．それは全体としての流

れはあるが，挿話がかなりあり，４章に分け

た起承転結の文体ではなく，小題目は以下の

16節からなる．

ゲームの序幕

時間についての小史

ダーウィンの一番いやな厄介者

謎の放射線

延期された最後の審判の日

モザンビークの休暇

この植物の監獄

あふれんばかりの見込み

イェナンジャウンの液体の金

ダラム時代

アードナムーランの情事

報酬と報復

太陽はなぜ輝く？

ウランの年齢

地球の年齢

未解決部分

そのはじめの節には英国の学界の伝統的な

良い面（ハットン・ライエル・ダーウィンな

どの地球史には長い時間がかかっているとの

思考）を受け継いでいると評価している．途

中で生計の必要から遠路モザンビークの地質

鉱産調査に出て，土産に病気をもらったり

（ただしこのため２度の世界大戦での入隊は

免除），また学位を得た頃でもよい就職口が

なく，ビルマの油田・炭田調査に2年間も従

事し，帰国後もすぐには研究に向いたポジシ

ョンがなかったといった，後年の名声に比べ

ると意外な余話の記述にかなりのページがさ

かれている．しかし地球史の年代学と地質現

象の本質的な原理についての一貫した追究，

これを援助した優秀な友人についての記述が

主流となっている．和訳は丁寧で読めばわか

るから細かい紹介は省くが，地球学の諸分野

の学究者，さらに科学史に関心のある方々に

も一読をおすすめするできる有益な出版物で

ある．なお副題は“地球の年齢を探求した生

涯”と直訳する方が適切である．

（松本達郎）

アーサー・ホームズは，今日では前世紀に

なる1913－1965年にわたり，地質学（むしろ

地球学と言うべき内容）に，学史上画期的な

貢献をした学者である．とくに地球年代学の

発展に生涯努め，また当時大多数の学者が無

視したヴェーゲナーの大陸漂移説を評価し，

地殻下の対流サイクルの仮説を提唱した

（Principles of Physhcal Geology, 1944；４回

の改訂あり）．ホームズの上記の2業績の核心

を後続の時代に究明された海洋底の地磁気の

縞に重ねるなら，プレートテクトニクスが導

かれるわけで，地質学におけるノーベル賞に

相当するとそのころ言われたヴェトルセン賞

が1964年にホームズに授与されたのは適切で

あったと言うことが出来る．

さて表記の出版物の原著チェリー・ルイス

は学位のある地質学者であるが，ふとしたは

ずみからホームズ（1913）の「地球の年齢」

に興味をそそられ，縁ある人たちから情報を

もらい，多数の書簡と資料（巻末の謝辞に明

記）を苦心して集めて，伝記に相当するこの

本の原著が出版された（2000年）．その書き

ぶりは女性らしくドラマティックで独特であ

る．これがこの程高柳先生により和訳・出版

されたことはたいそう有益で喜ばしい．同先

生は周知の古生物学者であるが，定年退職後

は学史にも興味を持たれ，学界に貢献されて

いる．

鉱山の栄枯盛衰は歴史そのものなのか：本書

は東北地方の地下資源に関しては著名な２名

の研究者高橋と南部（それぞれ岩手大学と東

北大学の名誉教授）によって著された岩手県

の鉱山誌である．これはまた岩手の鉱山史で

もあろう．鉱山の歴史はまさに当時の国策・

世界情勢に翻弄され続けて来た．第二次世界

大戦中，我が国の鉱山は国策即ち国家統制に

よる採算性度外視の乱開発が行われた結果，

戦後軍需と国の保護を失ったこれら多くの鉱

山は休・廃止に追い込まれた．このため戦後

復興に不可欠な国内の金属資源の安定供給は

遅々として進まなかった．しかし，1950年に

勃発した朝鮮戦争の軍需景気により鉱山界は

復活し，当時我が国の稼動鉱山は戦後最高の

821を記録した．そして鉱業は1970年代まで

の高度経済成長に大きく貢献した．ところが，

1960年代以降の貿易の自由化・国際化，オイ

ルショック，円高の影響をまともに受けた鉱

山は休止・廃止に追い込まれ，本来小規模・

低品位であった我が国の鉱山の復活は前途多

難と言わざるをえない状況に陥ってしまっ

た．

北東北の岩手県を見れば，かって藤原一族

が繁栄を極めたのは金属資源すなわち砂金そ

のものと言ってもいいし，砂金と平泉文化は

切っても切れない関係にある．古来から東北

地方，特に本書の岩手県は東北鉱業の中核の

一つであり，平安以来，平泉文化を花咲かせ，

有名な鉄と銅の釜石鉱山や硫黄の松尾鉱山な

ど大鉱山の最盛期は資源立県岩手の最盛期で

もあった．しかし，鉱山界は歴史に翻弄され

続け，その上品位や鉱量の低下もあって，岩

手県の金属鉱山は1993年釜石鉱山の鉄鉱の終

掘をもって終焉を迎えることになった．

本書は，ほぼこの半世紀の間に開発された

岩手県の主要鉱山116の各々を専門的な立場

で記述した300頁を越す大変な力作である．

日本地質学会News ６（７） 15

地質学者アーサー・ホームズ伝
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紹　介 新岩手県鉱山誌

高橋維一郎・南部松夫　著

東北大学出版会，2003年７月発行，A5版，
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床３．モリブデン鉱床２．非金属鉱床として，

硫黄鉱床２．黒鉛鉱床３．石膏鉱床２．けい

石鉱床25（軟けい石鉱床18，白けい石鉱床６，

炉材けい石鉱床１）．耐火（頁岩）粘土鉱床

２．ドロマイト鉱床３．石灰石（主にカキ化

石）鉱床２の合計116鉱山である（ただし本

書にセメント用石灰石鉱床，石炭・亜炭鉱床

は収録されていない）．

現在稼働中の鉱山は，金属鉱山として顔料

用赤鉄鉱の仙人鉱山．バラ色の見事な鉱石を

産する野田玉川のマンガン鉱山は，現在観光

博物館として，またバラ輝石の宝飾工芸も行

っている．鉱山としては稼動していないが，

県最大の釜石鉱山はその坑道跡（本誌カバー

の口絵）が鉱山の体験ルートとして活用され

ている他，白色石灰石の採掘，地下飲料水

（仙人秘水として有名）の採取，地下空洞の

利用（発電や日本酒等の貯蔵庫，更に放射性

廃棄物や音響効果などの各種研究実験）がな

されている．一方稼働中の非金属鉱山は，け

い石を対象とする15鉱山，石灰石を採掘して

いる大船渡鉱山など15鉱山，石炭を対象とす

同時に今日では両先生以外に岩手の鉱山誌を

書ける人は皆無である．本書は岩手県下の

116鉱山の各々について数ページにわたり記

述し，その内容は学術論文に近いが，一般記

述に始まり専門分野にも深く踏み込んでい

る．各鉱山について　１．鉱山概要（鉱区，

採掘権，所在地，鉱種，鉱業権者），２．交

通・位置，３．沿革，４．地質と鉱床，５．

生産量等について詳しく記述している．沿革

では鉱業権者の変遷を含め開発の歴史が，ま

た生産量の年表から鉱山の盛衰が一目瞭然で

ある．一方，地質と鉱床については，鉱床の

周辺を含めた地域の詳細な地質図，地質年表

や鉱床の断面図などが示され，鉱床の成因に

ついても詳しく記述されている．

本書に記述された岩手県の鉱山116は以下

の通りである．金属鉱床として，金鉱床14鉱

山（単純金鉱床５，金・タングステン鉱床６，

金・銅鉱床２，金・砒素鉱床1）．銅鉱床18鉱

山（単純銅鉱床12，銅・金鉱床２，銅・鉛・

亜鉛鉱床４）．鉄鉱床８（鉄鉱床３，鉄・銅

鉱床５）．マンガン鉱床32．タングステン鉱

る岩手鉱山などである．上記のうち金属鉱山

の生産量は微々たるものであるが，非金属資

源のけい石と石灰石の産出は現在も順調に経

過している．

岩手県は東から５億年以降の北上山地（古

生層），第四紀の北上低地帯，及び秋田との

県境に位置する第三紀の奥羽脊梁山地の地質

に区分され，これらの地質の解明から特に金

属鉱床の形成は，当時の火山活動が不可分の

関係にあることが示されている．地下資源の

研究に無関係でない１人として，鉱山が隆盛

をきわめていた当時直接鉱山を調査・研究出

来た両著者がうらやましい．今では話として

聞くだけであるが鉱山の隆盛期の華々しさは

比類なきものであったようだ．しかし，天然

資源は無限ではない．鉱物資源も石油資源も

例外ではなく，それらが枯渇する時が必ずや

って来る．本書は鉱山の栄枯盛衰の中でその

ことを示したかったのかも知れないし，岩手

県にはまだ沢山の地下資源が眠っていること

も合わせて示したかったのかも知れない．

（矢内桂三）
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それは梅雨の長い夏でした．蛇行した球磨

川の急流に迫った山々は幾重にも重なり，雨

雲の変化に応じて山影が或は濃く浮び，或は

淡く滲む様は動く山水画の様でした．しかし，

そんな呑気な事は言って居られません．親の

脛噛りの身で，いつまでも宿屋住まいで徒衣

徒食するわけには参りません．一日も早く所

定の野外作業を終えて，進級論文をまとめな

ければ三年生へ進級できないのです．

しかし，８月に入ってからは天候に富まれ，

真夏の烈日に照りつけられての山歩き，そし

て時々グラマンの銃撃に襲われました．辛い

のは食事です．飯粒の方が少ない大豆ご飯．

おまけにスパイと疑われたことが２回です．

その度に故　近藤兄（三高出身）と２人して

身分証明書と大学からの実習証明書で何とか

切り抜けてきました．

８月13日．この日も天候に恵まれて，球磨

川の支流沿いに山峡の部落をいくつか通り過

ぎました．遂に村人につかまり詢問を受けま

した．無理もありません．５万分の１の地形

図を見ながら，川底を覗いたり，崖を見上げ

たり，挙動不審です．証明書を示し一応の説

明をする．執拗な質問には時間をかけた説得

が必要でした．やっと解放されて歩き出す．

50mも行かぬ間に又つかまる．説明と執拗な

質問．こうした事の繰り返しで，その間隔も

段々短くなる．調査は遅々として進まず次第

に苛々してきました．クローム鉱を産出した

ことのある地区でもあるので，時節柄クロー

ムは兵器生産に必須の資源であることを説明

の１つに籍口すると，産出地点だけを見れば

良いではないかと問い詰められたりもしまし

た．若気の至りで遂に冷静さを失い，売り言

葉に買い言葉，証明書まで贋造の疑いをもた

れるに至り，途端に六尺棒で武装した警防団

員から取り囲まれ，小学校の分教場へ連行さ

れる破目になりました．ここで警防団は白髪

の校長先生，といっても女教師と２人だけの

分教場，に電話の借用を申し入れ，八代の憲

兵隊へ連絡をとるというのです．校長先生は

今までの事情を聞き，我々の説明に耳を傾け

た結果，スパイではなく地質学の実地修業に

来た学生であることを理解されました．した

がって，電話の使用を承諾されません．

校長先生と警防団員との間が次第に険悪と

なって来ました．私達はもう地質調査を続行

することを諦めていたし，狭い山峡の部落で

他国者の我々をかばった校長先生が地元の人

と仲違いし，孤立されるのが申し訳なく思え

ました．「憲兵隊でも何処へでも行きますよ．」

近藤兄と２人して申し出ました．連絡の結果，

忙しいから警察へ引き渡せとの指示でした．

六尺棒で取り囲まれて校庭を出る時は既に黄

昏で，人垣越しにお名前も伺えなかった校長

先生へ目礼を送りました．途中日はとっぷり

と暮れ，昼間時には覗き，時には草の根を掴

みながら降り，石を叩いてはまたよじ登った

渓流は闇の中，ただ流水の音を聞くのみでし

た．

警察ならば大丈夫だ，こう思いました．事

前に大学からの公文書のほか，入山当初進論

担当の松本教授に連れられて，２ヶ村（下松

球磨村と上松球磨村．現在は合併して坂本村）

の役場と警察には挨拶していました．その後

ユーモラスなチョビ髪の駐在さんとは幾度か

道ですれ違い，冗談など交わす間柄となって

いたからです．ただ，調査範囲内には駐在所

が２ヶ所あり，その内１ヶ所は欠員のままで

した．球磨川本流へ出ますと最寄りの駐在所

は欠員の方です．警防団の連中はその方へ連

行致します．「こいつ等知っちゃいないな．

欠員だぞ」と心の中で呟きました．ところが

近づいてみますと駐在所に電燈が点いている

ではありませんか．運が悪いことに当日着任

したとの事でした．

憲兵隊からの委任もあった故か，取り調べ

は厳重でした．宿屋の女将も招喚されました．

詢問に対しては有りのまま答えましたが，取

り調べ官としては全くひっかかるものが無か

った様です．宿屋の女将は，松本教授とは東

大学生時代（昭和９年頃か）からの知り合い

で，同教授の弟子として全く疑いをもちませ

ん．遂に私共の頭髪にイチャモンがつきまし

た．「今時髪を伸ばすとは不屈である．」当時

地質学科の私共のクラスだけ，何のはずみか

全員長髪でした．（終戦後世間の人々が髪を

地質学と出会った頃/印象に残っている調査，研究/影響をうけた論文・書籍，

授業内容，研究者/現在では観察できなくなった露頭/今だから話せる裏話/

など．

─①名誉会員　古川和代─

終戦直前，進論調査の想い出―地質調査がスパイ活動と勘違いされるご時世だった



と．

球磨川の水際を上流へと辿ったけもの道も

今はダム湖に沈んでしまいました．その代わ

りに，人吉へは国道219号が走っていますが

落石崩壊の頻発する災害道路です．ほかには

生名子で本流から東へ外れて九州自動車道が

構築されています．

球磨山地の地質については，当時大谷壽

雄・大町四郎両先生の論文があるだけだった

ように記憶しています．その後松本先生や勘

米良先生を始め素晴らしい研究者によって随

分と解明され，今もなお，新しい方々によっ

て研究は続けられているようです．この難解

な地質に対し，地質学科に入学して１年そこ

伸ばし始めた頃我々は，これまた全員丸坊

主．）最後に「この戦争は勝つと思うか，負

けると思うか．」底意地の悪い質問，いや罠

かも知れない．「勝つか負けるか考えるより

も，勝つように努力すべきだと思います．」

日頃こんな質問に対する答えを準備していた

訳ではありませんが，我ながら無難な答えが

出てきたもんだと思いました．午後11時やっ

と釈放．「もう明日帰ろう．呑気に地質学の

修業など出来ない世の中かも知れん．しかし，

達チャン（畏敬の念をこめた松本達郎教授の

愛称）から叱られるだろうなぁ．」近藤兄と

２人して愚痴ったものでした．

翌８月14日．宿の女将に謝辞，リュックサ

ックを背に坂本駅から乗車．途中川尻・宇土

間が爆撃のため不通．刑務所もやられたのか，

この間は赤い服を着た囚人の一隊と並んで歩

きました．熊本を過ぎた頃，荒木の鉄橋が落

橋し全く不通との情報が入りました．大牟田

駅で降りて，西鉄大牟田駅へ．考えることは

皆同じで，この時の西鉄大牟田駅は大混雑，

何時になったら乗車できるか分かりません．

早朝，肥薩線坂本駅を出たのに，最早空は

赤々と落日を迎え，空腹この上なし．やっと

乗車したものの，天神町から近藤兄は下宿へ，

私は自宅へ果たして帰れるのかどうか怪しい

ものでありました．結局，近藤兄の親戚の家

へ転がりこむことになりました．

八丁牟田駅下車．日暮れて２里の道は遠く，

やっと木室村の村長さん宅にたどりつきまし

た．突然ころがりこんだにも拘らず，白髭の

村長さんは喜んで迎えて下さいました．「米

の物は無いが麦のものならたんとあるぞ．」

私は大好物のうどんを腹のはち切れる程戴き

ました．「明日は重大報送があるらしい．」村

長さんの呟きを大して気にも留めずに聞き流

して寝につきました．

８月15日．朝から雲１つない快晴でした．

恒例となっていたグラマンの爆音も不思議と

聞こえない静かな朝でした．やがて重大報送

とやらを聞きましたが，陛下のお言葉は全く

聞き取れませんでした．昼すぎ「おい，日本

負けたぞ」と言いながら村長さんは帰宅され

ました．それからのんびりと鮒釣りなどして，

18日に帰学．松本教授からは何のお叱りも受

けませんでした．

それから歳を経ること幾星霜，私は資源地

質から土木地質へ転じ，さらに二十数年前都

落ちして地元福岡の調査会社に再々就職しま

した．1981年12月九州自動車道生名子トンネ

ルを受注し，一度現場を訪れました．かつて

私共が連行された山峡の球磨川への出口付近

です．山深い田舎のこととて旅館は昔のまま

坂本に一軒あるだけです．しかし，見知った

人とては全く生き残って居りません．夕食の

時若女将（といっても老女ですが）に一寸思

い出を話しますと，「母から聞いて居りまし

た．学生さんがひどい目にあった相ですね」

そこの私如きに歯が立とう筈がありません．

進論のフィールドは天草に変更して戴いて，

何とか３年生へ進級できました．

旧い話でした．
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古川和代（名誉会員）

1947年（昭和22年）九

州大学理学部地質学科

卒業．

久城育夫博士に栄誉
英国地質学会（The Geological Society of London）は，

2003年度の贈賞を1月23日に発表されました．その中の最

高の名誉たる「Wollaston Medal」が，日本人では初めて

久城育夫博士に授与されました．ここに報告し，本学会会

員の皆様とともに祝意を表し，また今後とも新学の一層の

発展をはかるよう努めたく存じます．

なお，授賞式は本年5月7日ロンドンのバーリントン・ハ

ウスにて行われました．

（日本学士院会員の同僚として　松本達郎）

「Wollaston Medal」：
1831年William Smithからはじまり，1859年Charles Darwin・・・，最近では1998年

John Tuzo Wilson，1991年Xavier Le Pichonなどに授与されている．前例からもわかる

ように，Geological Sciencesの中で最高の賞といわれ，毎年授与されている．

Geologist物語・“地質や”とっておき話
地質学と出会った頃/印象に残っている調査、研究/影響をうけた論文・書籍、授業内容、

研究者/現在では観察できなくなった露頭/今だから話せる裏話/ 等々．できれば本人の

顔写真付きで．

お宝拝見談
化石．岩石．鉱物．露頭写真．今では古典となった文献・書籍．学術的価値を問わず．

愛着のある地質学的所持品．貴方のお宝を紹介して下さい．地質にのめり込むきっかけと

なった河原の小石・・・など

地学版　ご当地自慢（露頭編　化石編　鉱物編　景観編　等）
メジャーじゃないけれど誰かに自慢したい、自分だけが知っている地質学的あれこれ．

まずは原稿をお送りください． 原稿形態・送付方法は問いません．できるだけ写真・

絵・地図なども添付して下さい．

（ニュース誌編集委員会）

原稿を募集しています



■「恐竜の研究現場をめぐる」展示
当館の1400平米の展示室では「恐竜の研究

現場を工場見学のようにめぐる」ことを伏線

にしてストーリーが展開されます．最初の部

屋は標本管理者スズキが管理する標本庫．机

の上には標本登録の資料が置かれています．

棚には登録済みの化石が並べられているほ

か，到着して梱包を解いたばかりの化石や，

他の博物館に貸し出すために仮組みされた骨

格があります．貸出中，研究中，取扱注意な

どの手書きメモも見られます．ゴビ砂漠から

は石膏で固めた恐竜の骨格が届いています．

二番目の部屋は先ほどの恐竜骨格を発掘して

いるゴビ砂漠の情報が詰め込まれた「箱」の

中を見るという形で展示が展開します．大型

の肉食恐竜と植物食恐竜の化石が横たわって

います．過酷な気象条件のもと，期間・飲み

水・食料・人手が限られている中で，古生物

学者ワタベらは効率よく発掘と調査を遂行し

ます．そして地層の生成環境や化石の埋没時

の様子を，現場の事実に基づいて推理します．

三番目の部屋は化石作業室．巨大な恐竜の骨

格を砂岩の中から取りだしています．その横

ではレプリカを作りそれを組み上げる仕事が

おこなわれています．プレパレーターのマツ

モトが組み上げの過程をエピソードをおりま

ぜながらを語りかけてきます．砂箱や骨格の

関節仮固定用具などがそのまま置かれていま

す．四番目の部屋は一番大きい部屋です．い

■「もの」に加えて「ひと」と「物語」
本邦初公開の○○．全身骨格数○○体．も

ちろんそれらは恐竜好きにとってはうれしい

ことです．しかし私たちが，来館者の顔を思

い浮かべ，「展示を見るのはどんな人々？」

「高い展示費用をかけて博物館が究極的に伝

えたいことは何？」と突き詰めて考えたとき，

得た結論は「工場見学のように現場をめぐる

展示」を作ろうということでした．科学者自

身が自分の仕事場に，配偶者や子どもや親，

友人などを招き，楽しく対話をしながら自分

の仕事の意義・内容・過程そして夢をわかり

やすく語るような展示．「科学者がどのよう

にして自然の事実から学び取るのか」「その

現場は？」「それに関わる人は？」「そして何

が得られる？」「それでどうしたの？」「何の

ためなの？」．これらの単純だが本質的な問

いに答えて，科学者に親近感を持ってもらい，

ひいてはそれを通じて科学的な見方を普及す

る．展示を通じてしっかりとメッセージを伝

え，観客との相互交流の糸口を作る．博物館

に行って「もの」はもちろんのこと，ものに

意味を与えている「ひと」を垣間見る．もの

だけでなく人とその仕事，それらをつなぐ

「物語」に出会う．そういう展示をめざした

いと私たちは考えました．こうして生まれた

のが当館のストーリー展示です．ものからで

はなくメッセージから開発が始まる展示で

す．

くつかの小部屋で標本の研究が進行中です．

まだわからないことについても研究者のメモ

つきで語られます．最後には見学体験をより

深めるコーナーがあり，標本を手にとりなが

ら，エデュケーター（教育担当者）との話が

はずみます．このように，ダイノソアファク

トリーは恐竜（ダイノソア）研究の事実（フ

ァクト）をもとにした物語（ストーリー）を

生み出す場所（ファクトリー）です．カタカ

ナで書いた人物の仕事の展示はそれぞれ実在

の林原自然科学博物館の館員，鈴木・渡部・

松本・石垣の仕事を，野外調査の展示はモン

ゴルでの林原自然科学博物館とモンゴル科学

アカデミー古生物学センターの実際の共同調

査活動を，収蔵標本・化石技術・研究の内容

などは林原自然科学博物館のものをもとにし

て展示として脚色し構成しています．個々の

展示標本ではモンゴルのサウロロフスやプロ

トケラトプス，バクトロサウルス，卵や巣・

足跡化石などと，北米産のブラキオサウル

ス・アルティソラックス，ティラノサウルス，

ヘスペロサウルスなどが見ものです．

■本物をよく見てもらうためのデジタル
技術
当館のもう一つの特徴は情報を得る手段が

いろいろあるということです．入り口で全員

に一台ずつ渡される携帯端末（小型コンピュ

ーター）が多くの画像と研究者の音声でガイ

ド役を務めてくれます．さらにそれぞれのコ

ーナーには詳しい解説や映像資料，そして発

展的な情報をもりこんだ設置型端末が用意さ

れています．館内のエデュケーターは質問に

答えてくれます．文字解説パネルは少ないの

ですが様々な研究者メモが手書きであちこち

に貼られています．さらに最後のコーナーで

登録すると，自宅や学校から館のホームペー

ジをあけてパスワードを入れることにより，

パナソニックデジタルネットワークミュージアム

林原自然科学博物館ダイノソアファクトリー

林原自然科学博物館副館長　石垣　忍

博物館紹介

写真３（左）三階の展示室から見たブラキオサウルス・アルティソラックス．

全身を下から上まで間近に見ることができる．写真４（右）岩石の中から化

石を取り外す作業室の復元．観客はその中を自由に歩いて見ることができる．

写真２　ゴビ砂漠の調査現場のようす（左）と風景

（右）が広がる中で床にはりつけられた発

掘現場の実物大写真をつぶさに見て行くこ

とができる．

写真１　林原自然科学博物館ダイノソアファクトリーは，パナソニックセンターの建物の中に

ある．
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究者・化石技師・資料管理者など10名，人類

学はチンパンジーの研究者・獣医・そして日

本生まれのチンパンジー５人（！）など14名，

ほかに教育担当者５名，事務担当者４名が勤

務しています．開館時にはゴビ砂漠の恐竜を

中心とした古生物研究展示と，チンパンジー

の飼育と研究を中心にした人類進化展示が展

開される予定です．この岡山本館の開館に先

立ち，恐竜の実験展示施設として，また松下

電器のデジタルネットワーク技術の博物館へ

の適用実験の場として2002年にオープンした

のが当施設です．ここでの経験が本館にいか

されます．

■モンゴルでの恐竜共同調査と連携しな
がら
岡山に準備室を発足させた当時から，館の

課題として古生物学の新しい野外調査地に取

り組むことをめざし，モンゴル科学アカデミ

ーとの共同調査を始めました．東アジアの白

その日自分が見た展示の履歴を見られます．

内容を反芻したり標本と一緒に撮った写真の

取り出しに役立ちます．

■展示開発の新しいスタイル
ストーリー展示の開発は，展示で達成する

「教育目標」と，展示を構成する大きな方針

（コンセプトと大きなストーリー）を決める

ことからはじまります．重要なことはチーム

の構成員がそれらを共有し，誰に聞いても同

じ目標に向かって仕事をしているという状態

になることが重要です．次は目標や方針を実

現するために何を観客にメッセージとして届

けるのかということを議論し，「テイクホー

ムメッセージ」を決めます．さらにそれをも

っともうまく伝えるための「科学的エピソー

ド」を選び，それに合わせて最後に標本を選

びます．また，展示に関わる学術・教育・デ

ザイン・展示メディアなどの専門家がインハ

ウスでチームを構成し，同じ目標に向かって

対等に議論して展示設計をします．今回はこ

のスタイルに近づくように努力しました．

なお，当館は林原自然科学博物館と松下電

器産業株式会社の共同プロジェクトであり，

ストーリー・標本・展示設計を林原が，デジ

タル技術・機器を使った展示システムを松下

が担当しました．

■林原自然科学博物館を母体として
当館の展示の母体となったのは岡山にある

林原自然科学博物館の思想と研究教育活動で

す．1989年に大阪で結成されたグループ（代

表：石井健一名誉会員（現在，林原自然科学

博物館館長））が進化にテーマを絞った「生

物の歴史から人間を考える」専門博物館を作

ろうという構想を練りました．世界中の300

館以上の博物館を実際に調査して作り上げた

設立趣意書はメセナ活動に熱心な岡山市のバ

イオテクノロジー企業林原（はやしばら）に

受け入れられました．岡山の社内に博物館準

備室ができたのは1992年で，その後，この計

画に次々と参加したメンバーによって研究

面・教育面・経営面で構想が大きく発展しま

した．古脊椎動物学と人類学を研究の二本柱

とし，来館者の立場に立った居心地のよい博

物館を2009年に岡山の駅前に開館することを

めざして準備に励んでいます．古生物学は研

亜紀の古環境復元を目標に，1992年の予備調

査以来ほぼ毎年，１～３ヶ月間の野外調査を

ゴビ砂漠で敢行しています．プロトケラトプ

スの集団幼体化石，尾羽の証拠・尾端骨を持

つ新種のオビラプトル類ノミンジア，モノニ

クス類シュブーイアのほぼ完全な新標本，三

十数体に及ぶピナコサウルス未成熟個体集団

化石，アビミムス，ガリミムス，サウロロフ

ス，タルボサウルス，バクトロサウルス，イ

グアノドン，未命名ハドロサウルス類などの

ほぼ完全な骨格，卵や巣の化石，数万個にお

よぶ恐竜足跡化石等，発掘した化石は70トン

を越え，全身骨格数も60数体に及んでいます．

これらの化石はモンゴルと林原の研究者が協

議して研究の分担をおこない，日本で研究す

るものは長期貸与許可をモンゴル政府から得

て岡山で剖出・複製制作と研究をおこなって

います．化石の所有権はモンゴル国にあり，

研究を終えたものから順次モンゴルへ返却し

ています．ダイノソアファクトリーではモン

ゴル側の協力も得て，これらの標本や研究の

成果，ゴビ砂漠での調査の写真や映像・資料，

林原自然科学博物館内部で実際に行われてい

る作業などを多数展示の中に取り入れまし

た．また毎年の成果を現在進行形の形で展示

に反映させています．新しい標本の公開や展

示の細かな更新，研究者・技術者に直接会っ

て話を聞く催し，ホームページの充実などで

す．展示デザインは現場で進行していること

を生々しくそして簡単にとりいれられるよう

にしました．そうした工夫も合わせてごらん

いただければ幸いです．

■当館は東京臨海副都心東部，「東京ビッグ

サイト」の北，松下電器産業の施設「パナ

ソニックセンター」の１・３階にあります．

住所：〒135-0063東京都江東区有明２－５－

18パナソニックセンター内

最寄駅：りんかい線　国際展示場駅よりすぐ

ゆりかもめ　有明駅より　徒歩３分

TEL：03－3599－2600

HP：http://www.dinosaurfactory.jp

開館：10～18時　毎月曜休館（月曜が休日の

場合は開館）

料金：大人500円，高300円，小中200円，小

未満無料，団体割引有
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写真７　プロトケラトプスの特異な産状．天

を仰いでもがくような格好で生き埋

めになっている．ゴビ砂漠産．

写真５（左）組み上げ途中のバクトロサウルス．組み上げのエピソードも語られる．

写真６（右）恐竜骨格や卵，足跡などについて研究の様子が語られる．
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による無料耐震相談を実施します．自宅の設

計図などがあれば，さらに詳しい相談に応じ

ることも可能です． ほか

観覧料　一般1000円　小中校生　500円

お問い合わせ　

ハローダイヤル03-5777-8600

http://www.kahaku.go.jp

特別展　モノづくり日本　江戸大博覧会

～８月31日（日）開催中です．

期間　2003年８月１日（金）～10月26日（日）

国立科学博物館（東京・上野公園）

「地震なんて怖くない」というあなた

に・・・．地震多発国日本に住んでいるあな

たの疑問にお答えします．

リアルタイム地震情報：全国250箇所に設置

してある地震計の情報をリアルタイムで見る

ことが出来ます．

津波体験：巨大津波を実感して下さい

無料耐震相談：会場では毎週日曜日に専門家

他にも多くのイベント開催を予定していま

す．入館無料，イベント参加の予約と料金は

不要です．みなさん、どうぞ、ご家族連れで

夏の地質標本館においでください．

◇８月22日（金）化石のクリーニング（子供

優先で先着100名，受付9：30～12：00）：栃

木県塩原産の植物化石のクリーニングを体験

してみましょう．

◇８月23日（土）夏休み地球何でも相談（受

付9：30～16：30）：夏休みに集めた岩石や化

石の鑑定を，研究者がお手伝いします．

◇８月23日（土）石を割ってみよう！（受付

9：30～15：00）：表面が汚れた石でも，割っ

てみると，そこには驚きの世界が待っていま

す．割った石は持ち帰ることができます．

■　所在地および連絡先

〒305－8567 茨城県つくば市東１－１－１

受付　TEL : 029－861－3750

事務室　TEL : 029－861－3751

期　間：2003年７月26日（土）～９月28日（日）

「富士山　現在・過去・未来」

富士山をテーマにして、様々な角度からと

らえた富士山の姿をお見せします．富士山の

隠れた秘密と、それを明らかにしていく研究

者の姿が垣間見えます．

「速報　宮城県沖の地震」

2003年5月26日，宮城県沖を震源とするマ

グニチュード7.0（気象庁暫定）の地震が発

生しました．この地震の速報をまとめたポス

ターを展示しております．

「日本最古の樹木の化石　─デボン紀鱗木化

石Leptophloeum─」

熊本市南東方で，後期デボン紀（３億5400

万～３億7000万年前）の植物化石が発見され

ました．これは，樹木の化石としては日本で

最古のもののひとつです．

FAX : 029－861－3746

ホームページ；http://www.gsj.jp/Muse/

［地質相談所のご案内］

地質学や地球科学に関する質問にお答えす

るため，地質標本館内に「地質相談所」を常

設しています．地質に関する質問でしたら無

料でご相談に応じますので，お気軽にどうぞ．

直接面会いただくか，電話やFAX，電子メ

ールでも質問をお受けすることができます．

博物館だより

国立科学博物館

特別展「THE地震展」

地質標本館

特別展「富士山　現在・過去・未来」ほか

東北歴史博物館

特別展「仙台藩の金と鉄」

継承発展させたもので，1999年にオープンし

ました．

今回の特別展では，仙台藩の金と鉄に関わ

東北歴史博物館は，約25年にわたって宮城

県を中心とする東北の文化財を収集・保存

し，調査研究を行ってきた東北歴史資料館を

る歴史を紹介します．仙台藩領内では，奈良

時代から産金の報告があり，多くの砂金鉱床

や金鉱山が開発されてきました．明治時代に

鹿折鉱山で「モンスター金」と呼ばれる日本

最大の自然金塊が採掘されたことは地質の世

界では有名です．また，近世には 屋と呼ば

れる製鉄業が興り，幕末には洋式高炉も導入

東北の夏は博物館がおもしろい！
今年の夏，宮城・岩手のいくつかの博物館で化石や鉱物に関する特別展・企画展が開催されます．確認できたものを紹介します．東北に旅行

される際は，ちょっと時間をつくって，これらの展示を覗いてみましょう．

永広昌之（東北大学総合博物館）
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FAX 022（276）2204

仙台市営地下鉄南北線，「旭ヶ丘」下

車，徒歩５分

・特別展の開催期間：

2003年７月20日（日）～８月24日（日）

月曜休館（月曜が休日の時は火曜休館）

・開館時間：午前９時～午後４時45分（た

だし，入館は午後４時まで）

・会場：仙台市科学館　特別展示室

・入場料：一般700円，高校生500円，小・

中学生300円

・ホームページ：

http：//www.kagakukan.sendai-

c.ed.jp/仙台市科学館では表記の特別展を開催しま

す．この特別展では，最新の発掘成果や研究

成果をもとに，新しい恐竜像を紹介します．

この特別展は宮城県とは直接関わるものでは

ありませんが，展示会場に「宮城の中生代の

化石」コーナーを設け，恐竜時代の宮城県産

の，三畳紀～白亜紀アンモノイド化石，二枚

貝化石，植物化石などの紹介を行ないます．

仙台市科学館：仙台市青葉区台原森林公

園４－１

TEL 022（276）2201

産出は豊富です．この小企画展のコーナーは

それほど広くはありませんが，北上山地（＋

利府地域）から産出した主要なアンモノイド

のほぼすべてを網羅し，公開する予定です．

ごく一部をのぞき，すべて本物の標本が展示

されます．

東北大学総合学術博物館（理学部付属自

然史標本館）：仙台市青葉区荒巻字青葉

TEL & FAX 022（217）6767

仙台駅から，仙台市営バス「青葉通り一

番町経由青葉城址循環」で「理学部・自

然史標本館前」下車．バス停のすぐ前．

・小企画展の開催期間：

2003年７月19日（土）～８月31日（日）

・開館時間：午前10時～午後４時　月曜休

館（月曜が休日の場合はその翌日休館）

・会場：東北大学総合学術博物館2階

・入館料：一般150円，小・中学生80円

・ホームページ：

http：//www.museum.tohoku.ac.jp/

index.html

東北大学総合学術博物館は，建物を概算要

求中で，建物新営までの間，理学部付属自然

史標本館を共用し，自然史関係の展示を行な

っています．本年は小企画展として「北上山

地のアンモナイト類化石」を開催します．

北上山地は，わが国最古の後期デボン紀ア

ンモノイドを産するとともに，デボン紀から

白亜紀まで，すべての地質時代のアンモノイ

ドを産するわが国唯一の地域です．とくにペ

ルム紀，三畳紀，ジュラ紀のアンモノイドの

ど，市内産の主要な化石を産地ごとに展示・

紹介します．これらの中には多くの模式標本

も含まれています．三葉虫とアンモノイドに

ついては市外や外国標本も含めたやや総括的

な展示が行なわれる予定です．また，大船渡

や気仙沼など近隣の産地の化石も展示されま

すが，その中には上八瀬産ヘリコプリオンも

含まれる予定です．

なお，国道45号線沿いにある「海と貝のミ

ュージアム」の貝のコレクションも見事で，

一度は見ておきたいものです．

岩手県陸前高田市は，小坪沢，雪沢，飯森

沢など，古くから古生物学研究が行なわれ，

全国的にも名高い石炭紀・ペルム紀の化石産

地を抱えています．陸前高田市立博物館では，

10数年ぶりに，市内から産する化石を中心と

する化石展を特別展として開催することとな

りました．

この特別展では，横田町小坪の石炭紀三葉

虫，矢作町雪沢の石炭紀貴州サンゴや三葉虫，

同中平のペルム紀頭足類，同飯森のレプトダ

スなどのペルム紀腕足類や二枚貝，頭足類な

陸前高田市立博物館：岩手県陸前高田市

高田町字砂畑61－１

TEL 0192（54）4224

FAX 0192（54）3227

JR東日本大船渡線「陸前高田駅」下

車徒歩15分．

・特別展の期間：

2003年７月26日（土）～９月14日（日）

・開館時間：午前９時～午後５時　月曜

日，祝祭日休館

・会場：陸前高田市立博物館　特別展示室

・入館料：一般100円，小・中学生50円

・ホームページ：

http：//www.city.rikuzentakata.iwate.

jp/kakuka/hakubutu/

東北大学総合学術博物館

小企画展「北上山地のアンモナイト類化石」

陸前高田市立博物館

夏季特別展「陸前高田の化石展」

されました．この特別展では，地元に残る産

金・産鉄や金属加工に関わる資料を展示・紹

介し，仙台藩領内の金資源と鉄資源について

考えます．

金資源，鉄資源コーナーでは，「モンスタ

ー金」など産総研地質標本館所蔵の標本を中

心とする展示がなされます．また，古代から

近世にいたる，金や鉄に関わる政策，採掘・

採集や製錬等の技術等を示す資料や製品など

が紹介されます．

東北歴史博物館：宮城県多賀城市高崎

１－22－１

TEL 022（368）0101

Fax 022（368）0103

JR東北本線「国府多賀城駅」のすぐ

そばにあります．史跡「多賀城跡」も

あります．

・特別展の期間：2003年７月19日（土）～９

月７日（日）

・開館時間：午前９時30分～午後５時（た

だし入館は４時30分まで）

月曜日休館

・会場：東北歴史博物館　特別展示室

・観覧料：一般700円，高校生500円，小・

中学生300円

・ホームページ：http：//www.thm.pref.

miyagi.jp/

各博物館のご案内のほか，企画展・特別展・催し物の情報をお寄せ下さい．ご投稿お
待ちしています．お問い合わせは，journal@geosociety.jp（ニュース誌編集委員会）まで

博物館関係者の皆様へ

仙台市科学館

特別展「冒険・恐竜ワールド～よみがえれ！太古の支配者たち～」

仙台市科学館キャラクター

「だてまるくん」



ーはW. Kehelpannalaで，ドイツのA.

Krönerがサポート役であった．

スリランカは約11－10億年前の環東南極変

動帯と，８－5.5億年前の東アフリカ変動帯

の両方に所属すると見られ，ロディニア及び

ゴンドワナ超大陸の集合分裂過程を研究する

上で鍵となる重要な地域と考えられている．

スリランカは南北約400km，東西約200kmの

北海道より少し小さめの島で，その大部分が

先カンブリア代の結晶質基盤岩類からなる．

島の西と東に後期メソ原生代のワンニ岩体と

ヴィジャヤン岩体が，中央部にパレオ原生代

のハイランド岩体がほぼ南北に配列する．前

２者は角閃岩相～グラニュライト相，後者は

グラニュライト相の結晶質岩類である．これ

らの３岩体は，南或いは東バージェンスのス

ラストで接している．つまり，構造的に下位

から上位にヴィジャヤン，ハイランド，ワン

ニ岩体という多重ナップ構造をなしている．

約６～5.5億年前の高度変成作用に加えてナ

ップ構造と後期の直立褶曲構造

を主とする強い変形作用が３岩

体のすべてを強く改変してい

る．24～20億年前と11～10億年

前の熱構造事件も指摘されてき

ているが，1991年頃以降はこれ

らの古い事件については疑わし

いとする考えが強くなった．結

局現在のところ，スリランカの

表題の野外討論会が今年３月30日から４月

３日の間，スリランカ中央部の古都キャンデ

ィを中心に行われた．直前に行われたシンポ

ジウムとLEGENDS集会については別に報告

した．この野外討論会は，10月に予定されて

いる南中国集会と共にIGCP-440「ロディニ

アの集合と分裂」のメインイベントの一つで

ある．参加者は６ヶ国（オーストラリア，中

国，ドイツ，インド，日本，スリランカ）14

人であった．参加者は当初の予定に比べてか

なり少なかった．多分丁度このころ注目され

始めたSARSの影響であろう．日本から往復

のキャセイパシフィック機では，機内ですぐ

にマスクが配られ，乗客と乗務員全員がマス

ク姿という異様な雰囲気であった．閑話休題，

参加者はキャンディに滞在して30日から１日

の３日間は日帰りで，２－３日は１泊のツア

ーを行った．全期間で25箇所ほどの露頭を訪

れた．とくにワンニ岩体とハイランド岩体の

境界付近で，岩石学，構造地質学，年代学的

重要な露頭が選ばれた（図１）．巡検リーダ

基盤岩類はパンアフリカ変動だけを蒙ったと

する研究者と，グレンヴィル変動等の古い変

動もあったとする研究者がいる．このような

スリランカの地質に対する全く異なる２つの

考え方は，ロディニアの集合と，引続く分裂

とゴンドワナランドの集合事件テクトニクス

の解釈に大きな影響を与えるので（例えば

Yoshidaほか，2003），IGCP-440プロジェク

トの重要な研究課題とされている．今回の野

外討論会もその点が焦点であった．

巡検前半の４日間はワンニ岩体の構造的下

層部とハイランド岩体の構造的上層部を，主

に両岩体の構造関係と岩質の識別に注目して

観察した．大部分の露頭は縞状構造のよく発

達した高度変成岩・深成岩で（写真２），こ

れらの構造はすべて著しい変形作用を反映し

ていると説明され，多くの証拠の提示と激し

い議論を経てほぼ全参加者に納得された．主

著者にとって収穫だったのは，インドやスリ

ランカで長年疑問に思っていた縞状チャルノ

カイトの形成過程が，酸性火成岩中に貫入し

た塩基性岩脈とその後の強い変形作用という

ことで明確に説明されたことであった（写真

３）．早期の縞状構造はさらに直立褶曲を蒙

っており，この軸面片理はときに著しく強度

な剪断面となり,あるいはしばしば花崗岩質

脈やミグマティゼーションを伴い,早期の縞

状構造を殆ど完全に改変している場合もあ

る．Krönerの説明によると，これらの花崗
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スリランカ原生代地質過程研究の最前線：IGCP-440
フィールドワークショップ報告

吉田　勝1,2 W. Kehelpannala2

（1ゴンドワナ地質環境研究所　2スリランカ基礎科学研究所）

学協会・研究会報告

図１（左）スリランカの地質概念と野外討論会のルート．STOPナンバーは観察

地点．

写真１（右）野外討論会の参加者,ワンニ岩体の縞状片麻岩露頭で．



者全員にとって大きな収穫であった．い

ろいろな縞状片麻岩,とりわけ微細な縞

状構造が著しい褶曲構造を示す黒雲母片麻岩

までが火成岩起源である事実には，目の鱗が

はげるという言葉がまさに当てはまる感じで

あった．本野外討論会のもう一つの目玉は，

ワンニ岩体中の先パンアフリカ変形事件であ

った．いくつかの露頭事実のうちとりわけ，

ワンニ岩体中に920Maの花崗岩よりも古い変

形事件が認定される（Kröner et al. 2003）

露頭は，これまでKröner本人を中心とする

ドイツグループによって主張されてきたスリ

ランカ基盤岩類のパンアフリカ期単変成作用

説に，明確な改変を迫るものであった．今回

の野外討論会の前半部分では，このようなパ

ンアフリカ期よりも古い変形作用を示す露頭

が中心的に示され，近い将来のスリランカ変

成作用史研究の方向が感得された．個々の露

頭はよく選ばれており，露頭でのリーダーや

A.Krönerの説明や参加者の議論も聞き応え

があった．ただし巡検案内書が間に合わなか

ったことは，主著者を含む英語能力に乏しい

多くの参加者に大きな苦労を強いた．これは

岩質脈は殆どの場合550Maであった（写真２

参照）．しばしば後期の花崗岩質脈（550～

530Ma）がこれらの構造を切って発達する．

ワンニ岩体中には，ハイランド岩体との境界

付近にしばしば萌芽的チャルノカイトが発達

する．クルネガラ北方では類似の露頭が，チ

ャルノカイトが角閃岩相の片麻岩に変化しつ

つあると説明され，詳しい観察ときびしい議

論を経て納得された．最後の２日間はハイラ

ンド岩体とヴィジャヤン岩体の縞状岩類を観

察した．これらの岩石は複雑な褶曲構造を示

し，多くの場合角閃岩相の変成度で，その中

にグラニュライト相の縞状変成岩レリックを

包有している．変成岩類の原岩はジルコンの

形態から火成岩類であると断定されている．

両岩体の境界部付近では再び萌芽的チャルノ

カイトが認められた．

野外討論会全体を通じて，A.Krönerによ

るジルコンの年代学的，形態学的説明は圧巻

であった．個々の露頭の，個々の微小な岩相

部分から採取したジルコンの特徴がその場で

説明されるのは圧倒的な説得力があり，参加

唯一残念なことであった．
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写真２（左）ワンニ岩体の典型的な黒雲母角閃石片麻岩．優黒部は970Ma，優白部は

925Ma，軸面片理に平行な花崗岩質脈は550Maのジルコン年代を示す．

写真３（右）後期の褶曲構造を示す縞状チャルノカイト（ポロンナルワ東方）黒い縞

は苦鉄質貫入岩類で，貫入後の激しい変形作用がこのような見事な平行

模様を形成した．チャルノカイトは通常優白部でも暗色であるが，この

露頭ではわずかな風化変質によって岩相内部の構造を見ることができ

る．

岩石学を学習する学生さんをはじめ，偏光顕

微鏡を使用する全ての研究者の方々に有効に活

用していただけることと思います．ご希望の方

は学会事務局までお問い合わせ下さい．

会員価格　200円　非会員価格　300円

NOW ON SALE！！

「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」（英語版）が
下敷き（プラスティック製/A4版/両面カラー）になりました．



廃棄物の地層処分の研究，および，その計画に携わる専門家の養

成を目的とした国際研修センター（ITC School of Underground

Waste Storage and Disposal）が2003年４月４日，スイスや日本な

どの大学および研究機関等の協力によって発足し，Innertkirchen

（スイス，ベルン州）に本拠を置いて，活動を開始した．

このITC（International Training Centre）構想の具体化に先立

ち，設立事務局では各国で会合を開き，その趣旨を説明するととも

に人材需要の背景と要請されている諸計画の現状について関係者と

意見を交換してきた．日本においても2002年11月29日，大学や研究

機関の関係者を対象とする会議が東京で開催され，事務局側から

ITC設立の趣旨や国際的に共通の話題になっている以下の現状が説

明され，意見交換が行われた．

・放射性廃棄物ばかりでなく，環境への長期的な影響が懸念される

一般の廃棄物に関し，地下を利用した安全な処分方策への期待が

高まっている．今後，この方向で事業化の検討が進められていく

と考えられること

・地層処分に関わるいろいろな問題についての意思決定のプロセス

や事業開始にはかなり長い時間が見込まれる．今後，これらの事

業に携わる研究者や技術者，さらには政策決定や社会的受容に携

わる専門家を計画的に養成していく必要があること

・このような人材養成には，各国それぞれに固有の取組みが必要と

されている．しかし，各国に共通する事項に関しては，幅広い分

野の指導者，最新の情報，最先端の技術や施設，資金などを国際

的に共同利用することができるであろう．そうすることによって

各国の負担を軽減し，また，効率的な運営を行うことによって，

この分野の教育に大きな貢献ができると期待されること

その後，各国でも同様の会議が開かれ，上記の趣旨に賛同する法

人会員による独立組織として，ITCが発足することとなった．ITC

は法人会費，国際機関からの補助，ならびに，利用者が支払う研修

費等を主な財源として運営される．また，これらとは別に，関連す

るそれぞれの国の公的基金などの導入も見込まれている．

ITCにおける教育研修の内容は広範な人材養成の需要に対応する

ため，利用者からの要望を参考にし，これまでの経験や実績を考慮

に入れて検討されている．2003年は，初年度として，10月20日から

３ 週 間 の 予 定 で “ Radioactive Waste Management: The

fundamentals of geological disposal & The theory and practice of

underground rock facilities”をテーマとする研修コースを以下の

要領で実施することになった．

2003年10月の初年度研修コースの概要

協賛：IAEA*, Nagra*, SCK*/CEN* 他

場所：Innertkirchen講習所，スイスおよびベルギーの地下研究

施設

構成：研修コースは週単位で４つのoptionをもつ．その概要は以

下のとおりである．

第１週：地層処分の基礎（講義主体：option１－４）

day 1：地層処分体系の概念

day 2：処分場の設計

day 3：処分の安全性

day 4：処分予定地の選定と評価

day 5：廃棄物処分の歴史と見通し

第２週：地下研究施設の概念と理論（講義，見学，演習：option

２－４）

day 1：地下研究施設の歴史

day 2：Grimsel地下研究施設（花崗岩地区）の見学

day 3：Mol地下研究施設（軟岩地区）の研究事例紹介

day 4：Mont Terri地下研究施設（堅硬粘土岩地区）の見学

day 5：Grimselにおける放射性核種移動に関する演習

第３週：地下実験施設における実習（option 3 or 4）

option 3：Grimselにおける実習（５日間）

option 4：Molにおける実習（３日間）＋ルクセンブルグでの研

究会議に出席

これらのコースの詳細および募集要項については，ITCに関する

全般的な情報とともにホームページ（http://www.itc-school.org）

に掲載されている．

なお，2003年６月10日現在におけるITCの法人会員は次のとおり

である．

・Universität Bern（ベルン大学，スイス）

・Universitat Politëcnica de Catalunya（カタロニア工科大学，ス

ペイン）

・Nagra＊（放射性廃棄物処分全国組合，スイス）

・HSK＊（連邦原子力安全規制局，スイス）

・（財）原子力環境整備促進資金管理センター（日本）

・ Geotechnical Institute Ltd.（スイス）

・The University of Manchester（英国）

・The University of Leeds（英国）

・埼玉大学地圏科学研究センター（日本）

・（財）エネルギー総合工学研究所（日本）

・（株）アイ・イー・エー　ジャパン（日本）

・British Geological Survey（英国）

・SCK＊ in Mol（CEN＊ a Mol）（モル原子力研究センター，ベルギ

ー）

参考までに，今回の研修フィールドとして予定されている

Inner tk i r chenとGr imse lは地質学的にはそれぞれInner t -

kirchengranitやGrimsel Granodioritの分布域として知られている．

これらはいずれもスイスアルプス中央部のAarmassivを構成してい

る．Grimselにおいては1984年よりNagra＊を中心とする国際共同研

究が行われている．一方，Mont TerriはBaselの西南西 40kmにあ

り，ジュラ山系（いわゆる Faltenjura）の北東部に位置し，地下

研究施設はジュラ紀中期（Dogger）の“Opalinus Ton” （頁岩）

の中にあり，1996年よりスイス地質調査所を中心とする国際共同研

究が進められている．

（上記の＊印付略号の注）

CEN: Centre d’Étude de l’Énergie Nucléaire（核エネルギー研究

センター，ベルギー）

HSK: Hauptabteilung füer die Sicherheit der Kernanlagen（連邦

原子力安全規制局，スイス）

IAEA: International Atomic Energy Agency（国際原子力機関，

国連）

Nagra: Nationale Genossenschaft füer die Lagerung Radioactiver

Abfälle（放射性廃棄物処分全国組合，スイス）

SCK＊: Studiecentrum voor Kernenergie（核エネルギー研究センタ

ー，ベルギー）

（水谷伸治郎・佐久間秀樹・Neil Chapman）
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１．近代地質学の誕生

天文学が航海や砂漠の旅行に不可欠であったと同様，地質学もま

た自然を観察し自然を利用して生きていく過程で生まれた．学問的

なレベルで言えば，ドイツの鉱山地帯ザクセンで活躍したG. B.

Agricola（1494－1555）のDe Natura Fossilium（1546）やDe Re

Metallica（1556）を嚆矢とすると言ってよいであう1）、2）．鉱物や採

鉱冶金技術について系統的に記載した書物である．その後も地質学

は資源探査・採掘のための実学として主にドイツで発展してきた．

このザクセンの伝統はフライベルグ鉱山学校に引き継がれる（1765

設立）．ここで教授として活躍し，多数の俊才を養成したのがA. G.

Werner（1749－1817）である．彼はいわゆる水成論（花崗岩や火

山岩なども含むすべての岩石は水中の化学的沈殿や機械的堆積によ

って生成されたという説）を唱えたとして悪名が高い．しかし，こ

れはホイッグ的歴史観の立場からの攻撃であって不当であり，岩相

層序学を確立して後の地質調査や地質学研究の出発点を築いた功績

は大きいという3）．その後，教え子たちの手によって世界各地で地

質調査が行われ地質図が作られるようになった．

やがて産業革命が起き，世界経済の中心は大陸からイギリスへ移

る．当時イギリスで活躍したのがJ. Hutton（1726－1797）・W.

Smith（1769-1839）・C. Lyell（1797－1875）らである．Huttonは火

成論を唱えてWernerの水成論を打ち破り，また斉一説（天変地異

説を否定し「現在は過去への鍵」とする説）を体系化した．Smith

は石炭運河の土木技師で，地層同定の法則など層序学を確立し，

「層序学の父」と呼ばれる．LyellはHuttonの斉一説を鼓吹し，

Principles of Geology（1830－1833）を著した4）．この本は当時の地

質学界に大きな影響を与え，それ故Lyellは「近代地質学の父」と

呼ばれる．こうして近代地質学は産業革命期のイギリスにおいて誕

生したと言われる．もっともイギリスの地質学が大陸に比して進ん

でいたという図式は後世故意に作られたものであって，前述の

WernerやフランスのG. L. Cuvier（1769-1832）のほうが優れてい

たとのことである3）．恐らく大英帝国の栄光のお陰であろう．

しかし，いずれにせよ地質学は産業革命遂行のためには不可欠で

あった．鉄や石炭などの資源・エネルギーの探査を担ったからであ

る．社会のニーズに真正面から応えることを通じて博物学から脱皮

し，近代地質学へ発展したと言ってよい．このように地質学は近代

工業国家の基盤を担う基幹学問だったから，社会的ステータスは非

常に高かった．国際地質学会議IGCは第１回大会を1878年に開いて

以来４年に１度各国持ち回りで開催されるが，開催地の国家元首ク

ラスの人物が名誉総裁を務める慣わしがある．それだけ地質学が重

要視されてきたからであろう．

２．わが国における地質学の輸入

わが国においても地質学はまず資源地質学（鉱山地質学）として

輸入された．幕末の1867年，フランス人F. Coignet（1835－1925）

が薩摩藩の招きで来日し，藩内の鉱山調査に従事した．翌年は明治

維新，お雇い外国人第1号として生野銀山（官営鉱山第１号）に移

り，鉱山開発の指導に当たると共に生野鉱山学校を開く．次いで

1872年アメリカ人B. S. Lyman（1835－1920）が北海道開拓使仮学

校に赴任，石炭地質学や石油地質学を講じた．最後に，明治政府の

基礎が固まった1875年，ドイツ人E. Naumann（1850－1927）が来

日，東京大学初代地質学科教授に就任すると共に地質調査所を設立

する（国立研究所第１号）．首都東京に君臨し，学と官の要衝を押

さえたから，以後ドイツ流の学問が主流となった．お雇い外国人教

師の俸給は高額で財政的に重荷だったから，早期に日本人教授に交

代させる政策が採られた．例えば東大第1回卒業生の小藤文次郎

（1856－1935） は卒業後すぐにドイツに留学して当時の最新知識・

偏光顕微鏡岩石学を学び，帰国するとまもなくNaumannに代わっ

て教授となった（理博第１号）．欧米の地質学が産業革命を自ら遂

行して，いわば土作りから始めて草花を露地栽培したのに対し，日

本は切り花を輸入して花瓶に生けたのである．輸入学的体質と実学

を軽視する風潮が根付く．日本的アカデミズムの形成である．日本

列島の南と北に輸入された実学は亜流として退けられた．とはいえ

殖産興業・富国強兵は後発資本主義国日本の国是である．資源地質

学中心の研究教育が行われてきた．

もちろん，他に土木地質学の萌芽もあった．日清・日露の戦争を

経験して，国防上の理由から弾丸列車構想が生まれ，箱根山をくり

抜いて一直線に結ぶ丹那トンネルが計画された．1918年のことであ

る．火山岩地帯でかつ丹那断層の走る地質的に最悪のところだった

から，落盤生き埋め事故が多発し未曾有の難工事となった．地質学

の重要性が認識され，渡邊貫（1898－1974）ら地質学科卒業生が初

めて鉄道省に採用された．彼は土質調査委員会を設置し，「地質工

学」「物理地下探査法」など学際的な分野の大著を次々に著した5）、6）．

土質力学の始祖K. Terzhagi（1883－1963）とほぼ同時期に活躍し

た斯界の先駆者であったが，鉄道省の役人であって大学人でなかっ

たためか，アカデミズム地質学にはほとんど影響を与えなかった．

例えば東京帝国大学地質学教室最後の講座構成は次のようである．

第１講座が岩石学・第２講座が中・古生代を扱う地史学第一，第３

講座が応用地質学（鉱床学），第４講座が新生代を扱う地史学第二，

第５講座が石炭・石油を扱う燃料地質学であった．他に鉱物学教室

があった．このように資源中心の学問体系を保持し続けた．

３．戦後の地質学と学問体系

第二次大戦の敗北により国土は焦土と化した．戦後復興にとって

産業再生は至上命題である．石炭・鉄鋼の傾斜生産方式が採用され，

鉱山業は隆盛を極めた．金ヘン景気や黒ダイヤ（石炭のこと）なる

言葉もあった．地質学は花形の学問として活躍する．この頃まで応

用地質学イコール資源地質学と見なされていた．

もはや戦後ではないと言われた1960年代，エネルギー転換と円の

変動相場制移行に伴って，わが国の資源産業は決定的に衰退する．

代わって列島改造時代の到来である．地質学科卒業生の進路は資源

産業から土木建設産業へ完全にシフトした．ここに至って応用地質

学イコール土木地質学と見なされる時代になった．応用地質学会が

創立されたのは1958年のことである．

日本列島は現在も活動している新しい変動帯に位置しており，地

質が極めて悪い．そこにトンネルやダムなど大規模構造物を次々と

造ってきたのである．土木地質学は世界的レベルに達していたと言

ってよい．青函トンネルが好例である7）．しかし，大学は時代のバ

スに乗り遅れ，依然として資源中心の学問体系を改めようとしなか

ったため，土木地質学は民間の手で自学自習せざるを得なかった

（山本, 1980）8）．当然理論化・普遍化に難点が出てくる．また，公共

事業に伴って発展してきたため，守秘義務の壁に阻まれて，論文公

表の自由もなかった．そのため，残念ながら個人や会社のノウハウ
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の段階にとどまっている．

以上見てきたように，外国でも日本でも地質学は資源産業と結び

ついて発展してきた．もともと岩石学や鉱物学は鉱物資源探査に不

可欠の知識であり，岩石の顕微鏡鑑定は鉱山会社に就職するために

必須の技術であった（荒牧、2000）9）．堆積学や古生物学もまた，石

炭・石油の探鉱にとって非常に有効な手段であるとして，業界から

発展してきたものである．先に土木地質の時代に大学はバスに乗り

遅れたと述べたが，社会はさらに先へ進んでいる．このまま数100

年来の体系を墨守していていいのだろうか．将来どうあるべきなの

だろうか．

未来を見通すには過去をふり返る視点が必要である．20世紀を総

括するのにいろいろな切り口があろう．「21世紀の持続的発展に向

けたメッセージ」と銘打った平成11年版環境白書は「20世紀は破壊

の世紀」と決めつけている10）．世紀前半は自然の収奪（資源開発）

であり，後半は自然の破壊（乱開発）であったという．いささか乱

暴であまりに否定的な総括ではあるが，確かに資源浪費の時代であ

った．地球が数千万年・数億年といった長い地質時代をかけて形成

した化石燃料や鉱物資源を猛烈な勢いで消費したのである．炭鉱や

油田の廃墟に立てば実感できる．また世紀後半，社会資本の充実を

めざして公共投資が精力的に行われた．奥地まで高速道路が走り，

渚や湿地はコンクリート護岸に取って代わられた．都市はコンクリ

ート砂漠と化している．一昔前と景観は一変してしまった．

それではこうした20世紀の総括と地質科学はどのように関わって

きたのだろうか．いわゆる“自然保護”派に言わせれば，資源地質

学は自然収奪の主犯であり，土木地質学は自然破壊の共犯者と言う

ことになろう．本当に地質学は「破壊の世紀」の悪役だったのだろ

うか．総懺悔をしなければならないのだろうか．しかし，産業を興

し社会資本を整備してきたからこそ，江戸時代の3倍の人口が養え，

豊かで快適な長寿社会が実現できたのである．さもなければ，江戸

時代の生活水準のまま，人生50の短命生活を余儀なくされていたで

あろう．功罪ともに評価しなければならない．

もちろん反省すべき点は多々ある．資源地質学の面で言えば，鉱

害や資源開発に伴う環境問題を引き起こしてきた．古くは足尾銅山

鉱毒事件が有名である．採掘に伴う廃石（ズリ）の問題も大きい．

かつては国内産炭地のボタ山鉱害があった．現在では鉱物資源のほ

とんどすべてを輸入に頼っているから鉱害問題は意識されていない

が，産出国にそのツケを回しているのである．例えば，精鉱金1kg

を得るには1,360tの廃棄物が出るという11）．とくに露天掘りの場合

には大規模な地形改変まで行われているから，産出国ではそれだけ

自然環境が破壊され，先住民の生活が脅かされている．わが国がこ

うした環境コストを負担しているとは言い難い．

土木地質学の面で言えば，大学という基盤から切り離されたとこ

ろで発展してきたため，工学に引きずられ理学の視点がややもする

と忘却されがちであったと言わざるを得ない．工学は歴史的視点を

持たないから，現在時点での最適適応だけを考える．どうしても自

然の摂理を無視した開発計画になりがちである．また，開発の主導

権を土木工学が担ったため，地質学はプランニングの段階にタッチ

できず，設計施工に必要な地盤データを集める土木の「僕」の位置

に置かれてしまったことも，乱開発につながる遠因となった．良き

につけ悪しきにつけ，土木は産官学が一体となって公共事業を推進

してきたが，官尊民卑の日本社会で，機械的に産学共同反対を唱え

て，社会から距離を置こうとしたアカデミズム地質学の責任は大き

い．

４．人間と社会のための地質科学

こうした反省の上に立って，地球環境時代と言われ「持続可能な

開発」が求められている今世紀，地質学はどのような方向を目指せ

ばよいのか展望してみたい．

先に工学は歴史的視点を持たないと述べたが，裏返せば地質学の

長所はそこにある．地質学は悠久の自然史の流れの中で現在を捉え

るので，未来を洞察することができるからである．また，文字通り

地球の科学geo-logyであり，汎世界的な視点も持ち合わせている．

こうしたロングレンジの発想とグローバルな視野という地質学の長

所は，21世紀の地球環境時代に必ずや必要とされるし，環境デザイ

ンに生かされるであろう．

環境デザインとは自然との共存共栄を念頭においた開発を指す．

自然の摂理を無視した経済優先の乱開発に対峙する言葉で，環境と

調和しながらいかに自然を利用していくかとの視点を強調してい

る．高度成長期には一顧だにされなかったが，現在では「心の豊か

さ」を求める人が「物の豊かさ」を求める人を上回るようになった

（平成12年世論調査）12）．ハード一辺倒，ハコ物づくりの国土建設計

画から住民主体の国土づくり・まちづくりへ転換が始まっている．

国土審議会政策部会第1次報告「21世紀国土のグランドビジョン」

でも「地域の自立と美しい国土の創造」が掲げられ，「多自然居住

地域の創造」が謳われている13）．あの列島改造を主導した国土交通

省も多自然型河川工法とかエコシティーといった方向を打ち出して

きた．中央省庁から地方自治体まで変わりつつある．地質学はプラ

ンニングの段階からリーダーシップを発揮し，社会に貢献しなけれ

ばならない．これから地質学が活躍する舞台は環境デザインだけで

はない．少し蛇足を付け加えてみたい．

わが国は環太平洋地震火山帯に属し，かつ北西太平洋モンスーン

帯に位置しているため，自然災害が多い．しかも近年の都市化に伴

う自然改変によって都市型災害が激発している．地質学は，従来や

やもすると災害発生後メカニズムを解説するだけの解釈・解説の学

問だと思われてきた．これからは防災アセスメントや災害に強いま

ちづくりなど，災害を未然に防ぐ文字通りの防災地質学が求められ

ている．自然科学的なメカニズム論にとどまらず，予知予測や危機

管理などソフト対策にも貢献しなければならない．

マクロエンジニアリングも在来路線ではあるが当面続くと思われ

る．ただし，自然改造については十分注意しないととんでもないし

っぺ返しを受けることがある．典型的な例がアラル海の悲劇である．

「荒野を農地に変えた社会主義科学技術の輝かしい成果」と讃えら

れたが，現在アラル海は死の海と化した．近視眼的な目先の利益を

追う開発は慎まなければならない．資源開発も依然として重要であ

る．キルギスの拉致事件で明らかになったように，地質家が世界各

地に散って資源探査に当たっているからこそ，石油や鉱物資源を輸

入できるのであって，札束を切れば買えると思ったら大間違いであ

る．この瞬間も縁の下の力持ちが厳しい条件の下で額に汗している

ことを忘れてはならない．なお，前述の資源開発に伴う環境問題に

関しては，資源生産性の飛躍的な向上に貢献する必要がある．

21世紀は農の時代である．１人当たりの陸地面積が砂漠も含めて

1.5haしかないのだから，食糧問題は深刻である．今のように海外

からの食糧輸入に頼っているのは，食糧安保上問題だが，自然環境

上も問題が大きい．食糧輸入とは輸出国の水と土壌を輸入している

ことを意味するからである．本来土壌に戻すべき有機物をゴミとし

て捨てているのだから，輸出国の土壌は急速に疲弊し，輸入国では

逆に海洋の富栄養化が進んでいる．食糧は自給自足が大前提でなけ

ればならない．明治時代，東大農学部に農林地質学講座が存在した

という．今また農林地質学の復権が求められている．

大学の地質学は伝統的に岩石・地層だけを対象にしてきたが，水

や土壌にも目を向ける必要がある．とくに水問題は重要である．世

界人口の５人に１人が水不足であり，毎年1,000万人もの人たちが

汚染水に起因して死亡しているという．21世紀は水と食糧をめぐっ

て戦争が起きるのではないかと言われている．安全保障は軍事やエ

ネルギー資源だけではないのである．地質学が水を通じて世界平和

に貢献できるのではないだろうか．水文地質学の発展が望まれる．

山陽新幹線のトンネル事故が有名になり，「コンクリートが危な

い」という本がベストセラーになった14）．このように高度成長期に

建設したコンクリート構造物が一斉に耐用年限に達しつつある．こ

れからはメンテナンスの時代がくる．安全性の地質学・耐久性の地

質学，ないしメンテナンス地質学も作っていく必要がある．コンク

リートは人工礫岩であり，ナチュラルアナログの考え方をすれば，
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今まで地質学が培ってきた風化問題などの知識が役立つに違いな

い．

地質汚染も深刻である．かつては農薬や化学肥料によるごく表層

の土壌汚染が問題視されていた．しかし，今ではIC工場などの有

機溶剤によって地下数10mもの地層や地下水が汚染されている．六

価クロムなどの重金属汚染も問題である．今や土壌学の領域ではな

く地質学の出番になってきた．汚染調査にとどまらず，破壊された

環境の復元技術も開発する必要がある．廃棄物処理，いわゆるゴミ

問題も深刻である．処分場建設にはダム地質の知識が役立つであろ

う．水漏れが困る点では同じだからである．さらには，高レベル放

射能の地層処分も地質学に課せられた大きな使命のひとつになって

きた．地下地質環境の長期安定性の評価や岩盤割れ目中の地下水挙

動など，地質学に課された課題は多い．

５．新たな学問体系・教育体系の構築を

2000年日本学術会議がホストを務めた世界アカデミー会議は，21

世紀を展望して，「学術のための学術science for science」から「人

間と社会のための学術science for society」へ転換しなければなら

ないと宣言した．趣旨は次のとおりである．すなわち，伝統的なデ

ィシプリン科学は，認識と実践を切り離すことによって，また研究

対象を自ら狭め深く追究することによって，目覚ましい自立的自己

充足的発展を遂げた．結果として，学術の成果を社会に適用し，逆

にその経験を学術にフィードバックする仕組みに乏しかった．しか

し，今や学術は一国経済の国際競争力を左右するだけでなく，地球

環境問題や資源・エネルギー問題などの人類的課題にまで影響を及

ぼす巨大な力を持つに至った．己の好きな研究に没頭していたら，

気がついてみると，地球環境は破壊され，人類生存の危機さえ招来

してしまったのである．社会と学術との新しい関係の発生とその深

まりという現代の特徴を前にして，軌道修正を要請されていると言

えよう．われわれは再び本来の姿に立ち戻り，知識の生産と利用と

の関係の再構築を通じて，社会のための学術，いわば社会に埋め込

まれた学術の確立を目指さなければならない．当然のことながら，

研究者は広い視野と見識が要求される．文理融合さえ視野におく必

要がある．

地質学の世界でもこのような方向へシフトしつつある．国際地質

学連合IUGS前会長W. S. Fyfe教授も30回国際地質学会議へのメッ

セージの中で，地球科学・工学・社会科学等すべてを総動員する

multi-disciplinary な総合科学への脱皮を説いた15）．同じく元会長の

U. G. Cordani教授も持続可能な世界における地質学の役割として，

①地球システムのモニタリング，②鉱物資源，③エネルギー資源，

④水資源，⑤農地保全，⑥防災を挙げている16）．既にアメリカなど

ではスタンフォード大学のようにDepartment of Geologyから

Department of Geological and Environmental Sciencesに改組し，

カリキュラムを抜本的に改革したところもある17）、18）．

このように地質学は「かけがえのない地球 only one earth」とい

う認識の下に，地球環境の保全を図りつつ，爆発する人口を養い，

「持続可能な開発」を実現するために環境をデザインしていく，社

会地質科学ないし環境地質学へ変貌していくことは疑いない．もち

ろん，グローバルな問題だけでなく，防災や地域アメニティーの問

題など，身近なふるさとの環境保全・創造にも貢献するものである．

実際，卒業生を受け入れる地質調査業界でも，公共事業縮減に伴い，

主たる業務が土木建設から環境・防災方面へ変わってきた．

しかるにわが国の大学では依然として資源中心に編成された学問

体系に基づき研究教育が行われている．しかも近年の業績主義の風

潮に伴って，地質学の基本であるフィールドサイエンスの軽視が著

しく，分析機器やパソコンを多用して論文を量産する傾向が強い．

実際，産総研の地質文献データベースGEOLISによると，毎年新規

収録数は15,000件だが，地質図付きの論文は僅か200件とのことで

ある．フィールドサイエンスの復権が望まれる．

社会のニーズと大学教育とのミスマッチが問題視されて久しい．

当然のことながら学問体系の変化に伴って，教育体系も変わる必要

がある．Multi-disciplinaryとは広く浅い知識を意味しない．Multi-

disciplinary geologistを養成するためには，地質学の基本をベース

にした上で，どのような講義・実験・実習が必要なのか，コアカリ

キュラムについて学界挙げて検討することが焦眉の課題であろう．

幸い前述のように，従来の地質学は資源中心に編成されてきたため，

化学的分野・生物学的分野を含んできたが，土木地質時代に物理学

的分野も加わり，既に総合科学的内容になっているから，環境・防

災方面へ移行することは比較的容易だと思われる．もちろん，for

society は for industry と同義ではない．教育研究が卑近な意味で

産業界の要請にストレートに応えるべきだと矮小化されるのは困

る．

なお，環境の時代になったらなおさらのこと，自然の摂理をわき

まえた理学の視点が重要になってくる．あまりに工学寄りになって

しまうのはアイデンティティの喪失につながるであろう．したがっ

て，皆が社会へ眼を向けることは重要だが，純粋地質学も等閑視し

ないで欲しいと思う．自然史学など基礎分野がこうした環境地質学

のベースとして重要なことは論を待たない．

６．アカデミズム地質学と地球惑星科学

前述のように地質学を支えていたインフラが資源産業から土木建

設産業にシフトし始めた1960年代，ちょうど地球科学は科学革命の

時期にさしかかっていた．従来の地向斜造山論に替わるプレートテ

クトニクスの登場である．これを認める側とソ連流のブロックテク

トニクス（垂直昇降説）を主張する側との激しい論争が行われた．

どちらかというと地球物理学者が導入に積極的だったのに対し，地

質学者は反プレート派が多くブレーキをかけたと言ってもよい19）．

しかし日本の地質学からこの地球科学革命に貢献がなかったわけ

ではない．革命前夜の50年代，深発地震面との関係を論じた久野久

（1963－1967）のマグマ成因論，都城秋穂の対の変成帯概念，杉村

新・松田時彦らによる共役横ずれ活断層に注目した東西水平圧縮応

力場の提唱などが行われていた．60年代初頭大洋底拡大説が出たと

き，中央海嶺で広がり続ければ地球は膨張するしかないと問題にな

ったが，このとき上記久野らの学説がプレート収束域の地質現象を

示すものとして脚光を浴びた．日本列島というフィールドに根ざし

た研究がグローバルなテーマと結びついたのである．大洋中央海嶺

と島弧，プレート生産の場と消費の場とがセットになって，はじめ

て辻褄が合うことになった．こうして60年代末にプレートテクトニ

クスが誕生し地球科学革命が行われた．その後，付加体（プレート

のもぐり込みに伴って付加される地質体）に関して島弧から世界に

発信するなど積極的な貢献も行っている．日本地質学会等からは

“The Island Arc”という国際誌も刊行されるようになった．

一方，1989年文部省測地学審議会は「地球科学の推進について―

地球科学の現状と将来―」と題する建議を行った．重要推進課題と

しては，①太陽地球系エネルギー国際協同研究計画，②惑星探査，

惑星の起源・進化研究，③気候システム研究，④固体地球ダイナミ

クス研究，⑤地球圏－生物圏国際協同研究計画の五つを挙げており，

地質学は添え物的扱いになっていた．この建議を受けて，翌1990年

国立10大学理学部長会議（旧７帝大と筑波大・広島大・東工大）は

「理学部の地球惑星科学関連分野の充実について」と題する提言を

行った．以来，折からの大学院重点化政策と連動して，大学院大学

はすべて地球物理学科と地質学科が融合して地球惑星科学科に改組

された．現在この方向の研究が進行中である．例えば，1995～1998

年全地球史解読のプロジェクトが実施された．1990年代後半には，

ポストプレートテクトニクスとしてプルームテクトニクスが提唱さ

れ，全地球ダイナミクスの解明が追究されている20）．

なお最近，総合科学技術会議主導の下，OD21（21世紀における

深海掘削計画）・地球シミュレータ・地球フロンティア観測システ

ムなどのビッグプロジェクトが進行している．地質学に関係深いの

はOD21で，IODP（Integrated Ocean Drilling Program）の中心的

役割を担うことが期待されており，約700億円かけて深海底掘削船

「ちきゅう」を建造している．マントルに達するボーリングが計画
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されており，地球深部における地質現象に関して新知見をもたらす

に違いない．問題はこうしたハードを生かす全国的な協力体制の整

備と人材の養成であろう．幸いOD21に関しては，日本地球掘削科

学コンソーシアムが42大学，研究機関の参加で創設された．地球シ

ミュレータ等もスーパーコンピュータを駆使して地球温暖化や地震

予知など地球変動予測に関する基礎的研究を行うという．社会のた

めの地質科学にとっても有用なデータが供給されるであろう．

このように地質科学は，science for societyとしての「人間と社

会のための地質科学」の方向と，知的好奇心に根ざした真理探究の

学 （science for science） としての地球惑星科学の方向と，二極

分解しているように見える．これらを止揚するような学問体系が構

築可能なのか，それとも別個の科学としてそれぞれ発展させるべき

なのか，結論は出ていない．
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日時：2003年９月18日（木）

場所：静岡市

参加費：資料代込み 2500円（予定）

主催：日本地質学会環境地質研究委員会

目的：

近年大きな地震の際には有害物質が管理敷地外に漏れ出すケースが

しばしば見られる．1978年伊豆大島近海地震では，鉱さいダムが決壊

し鉱さいが周囲に流出し地表面や狩野川等を汚染させた．また，1995

年兵庫県南部地震の際には，中小の工場の倒壊により有機塩素系化合

物が漏れ地質汚染を引き起こしている．また，これら災害時に出た多

くの廃棄物は分別されぬまま処理されていた．

近い将来起こる地震の際には有害物質の事前の管理・漏洩予防が重

要となる．また，これら有害物質が漏洩した時の対策も必要となる．

一方，土壌汚染対策法ならびに水質汚濁防止法の地下水汚染に関する

項目では，このような災害時の汚染現象については想定されていない．

また抜本的な予防対策はこれまであまり議論されてこなかった．

このようなことから，今回のシンポジウムでは，過去の例を踏まえ

て今後の対策を参加者の皆さんとともに考えていく．

講演：伊豆大島近海地震での持越鉱山の鉱さいダムの液状化による崩

壊と鉱さいによる環境汚染・地質汚染

安間　莊（建設基礎調査設計事務所）ほか．

＊詳細は次号に掲載いたします

連絡先：

日本地質学会環境地質研究委員会　運営係　風岡　修

e-mail : o.kzok@mc.pref.chiba.jp,

電話　043-243-0261（千葉県地質環境研究室）

第９回地質汚染シンポジウム　地質災害に伴う地質汚染・環境汚染

お
知
ら
せ



環境地質研究委員会では，IUGSのCOGEOENVIRONMENT委員

会日本支部，NPO法人日本地質汚染審査機構，（財）環境地質科学

研究所，日本情報地質学会，日本鉱物学会等との共催（交渉中）で

下記のシンポジウムを開催します．

このシンポジウムは，環境地質に関する調査・研究に携わる方々

から広く発表を募り，投稿された論文の内容から数セッションに分

けてプログラムを組みます．講演時間は質問時間を含めて１題15分

とし，各セッションの終わりには総合討論の時間をもうけ今後のそ

の分野の研究の方向性などを議論してもらうようにしています．

本シンポジウムは独自会計で実施しております．地質学会会員・

非会員を問わず，広く環境地質に携わる方々の積極的参加を期待し

ています．

記

期日：2003年12月６日（土）－７日（日）

会場：神戸大学発達科学部

募集講演論文内容：

地質環境の変遷（グローバルな地質環境変化，地質環境指標，地球

環境とその変遷，海水準変動，過去の気候変化，地質環境計測とそ

の測定手法，地質環境へのリモートセンシングの応用，測地，重力

など）

水域の地質環境とその変遷（潮位・潮流の変動，水域の変遷と環境

変化，湖沼の成因と環境変遷，汽水湖の形成と環境変化，湾の環境

変化，沿岸域の地質環境の変化，海洋環境の変化など）

水文地質学・地下水盆管理（地下水資源の利用と地質環境問題，水

文地質，地下水位変動とそれによる障害，地下水枯渇，地盤の沈下，

地層収縮，地下水涵養と涵養域，湧水，地盤沈下観測，地下水位観

測，地下水質測定，地下流体の移動の観測など）

地質汚染（地下空気汚染，地下水汚染，地層汚染，土壌汚染，底質

汚染，液体有害物質の地質汚染，重金属による地質汚染，浄化対策，

汚染機構解明，調査法，調査ツール，モニタリング，シミュレーシ

ョンなど），

廃棄物層（廃棄物層序，廃棄物堆積構造，廃棄物層基底問題，廃棄

物層による地盤の有効利用とメンテナンス，立地適正，処分場の構

造，モニタリング方法など）

地震地質（地震地質災害，地層の液状化と流動化およびその被害，

斜面崩壊と地震動，地質と震動増幅特性，地質構造と震動特性，異

常震動域，地震動の観測，活構造，活断層，活褶曲，活地塊，震源

と地質構造，地震災害の編年，地震と地質環境の変化，地震発生機

構とその予知・予測など）

地質災害（地質災害，防災地質，地すべり，斜面崩壊，火山災害，

災害予測および予測図，ハザードマップ，災害予測図，災害の変遷

など）

地質環境の有効利用（温泉開発，地下水開発，その他持続可能な地

下資源開発，土地利用とメンテナンス，宅地やゴルフ場などの大規

模土地造成と地質環境の変化，環境影響評価，環境資源管理，鉱山

開発とメンテナンス，各種立地適正，人工地層，盛土層，埋立層，

都市地質，都市計画と地質環境，都市の立地適正と地質環境，都市

開発と地質災害・防災，都市型洪水，都市開発と地下水の涵養域の

変化，都市域のおける地質環境保全とその修復，都市域における地

質環境創造，地質環境の持続的利用とその問題点，地質環境に関す

るシミュレーションなど）

法地質学・社会地質学（リスクマネージメント，地質環境損害の具

体例，地質環境損害と保険，地震保険，地質災害と保険，法地質学，

土地に関する法体系，地質汚染と法体系，地質環境問題と法体系，

大地の利用と法，大地に関する訴訟例など）

この他，有害地質，地質環境の長期安定性，医療地質，地質圏にお

ける生物資源とその利用，地質の多様性，Green Geology，地質

環境指標（Geo-Indicators），現世堆積物，地層採取技術・方法，

環境教育，環境倫理など環境地質に関すること．

講演申込み要領：

１）申込み方法：講演は同一発表者（トップ名）２題まで受け付け

ます．下記様式にて，2003年９月25日までにFAXまたは葉書，な

いし日本地質学会環境地質研究委員会ホームページ（http://www.

bekkoame.ne.jp/̃jcengeo）にて申し込んでください．FAXおよび

葉書にて申し込まれる方は，下記の日本地質学会環境地質研究委員

会宛にお願いします．発表講演数１題の場合には下表１欄に，２題

の場合は１，２欄にそれぞれ記入して下さい．

２）申込書受領後，講演論文原稿用紙および執筆要領を10月上旬に

送付します．

３）講演論文は，環境地質研究委員会所定の原稿用紙に４枚または

６枚（５枚は不可）でまとめ，2003年11月４日までに提出して下さ

い．

４）論文は，邦文または英文で書いて下さい．なお邦文論文につい

ては，英文要旨を1枚つけるとともに，図・表はキャプションも含

めてすべて英文で書いて下さい．

５）講演論文集は，原則として原稿をそのままB５版にオフセット

印刷します．よって，引用漏れや誤字・脱字等の原稿の不備，論理

構成や論文内容は執筆者の責任となりますので注意して下さい．

６）なお，論文講演者には別刷30部を進呈いたします．

講演申込み先：

日本地質学会環境地質研究委員会

〒101－0032 東京都千代田区岩本町２－８－15 井桁ビル

電話　03－5823－1150 ファックス　03－5823－1156

会費（予定）：

＊講演および参加　１題講演の場合7,500円

２題講演の場合8,000円

（これらには，参加費・論文集代を含みます）

２）参加のみ　一般参加費（論文集代含む）7,000円

学生参加費（論文集代含む）5,000円
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委 員 会 だ よ り

☆日本地質学会環境地質研究委員会

第13回環境地質学シンポジウムの開催と講演論文募集のお知らせ

（講演申込用紙様式） 

第13回環境地質学シンポジウム発表申込み書 

題　名 

発表者 

内　容 

原稿送付先 

１ 

題　名 

発表者 

内　容 

２ 

住　所 

 

連絡先 
電話番号：　　　　　 
e-mail： 

〒 

氏　名 

 



第147回例会報告

西日本支部第147回例会が、2003年６月14日（土）に、昨年暮れ

新装開館したばかりの北九州市立自然史・歴史博物館（いのちのた

び博物館）を会場としで開催されました．今回の大会は同博物館と

西日本支部会との共催で、参加者は72名でした．博物館の主要展示

をスタッフの案内で見学する時間が設けられ、口頭発表会場・ポス

ター発表会場もゆったりとしていたため、参加者には非常に好評で

した．博物館のスタッフの方々には例会・ポスター・懇親会会場の

準備等で大変お世話になりました．感謝申し上げます．

口頭発表

１．芦屋層群脇田層のシーケンス層序（予報）：坂井　卓＊・安田和

代（九州大・理）

２．福岡県星野村狸穴、後期鮮新世Liquidambar属の種の識別につ

いて：田中慎吾＊・長谷義隆（熊本大・院）

３．前期更新統馬の星層のフィッショントラック年代：永井淳

也＊・山内靖喜・永島晴夫・大平寛人（島根大・総合理工・地球

資源環境）

４．佐賀平野地下更新世中期以降の珪藻化石群集：平城兼寿＊・長

谷義隆（熊本大・院）

５．有明海・諫早湾域の表層音波探査：松橋　基＊・松岡數充（長

崎大・生産科学・沿岸環境）

６．山口市秋穂二島、花崗岩中に発達する断裂系解析：高井久美

子＊・金折裕司（山口大・理）

７．自然史・歴史博物館（いのちのたび博物館）の古生物礁複合体

復元模型について：太田泰弘（北九州市立自然史・歴史博）

８．香川県塩江地域の和泉層群基底礫岩における堆積作用と断層運

動の時間的関係：原　郁夫＊（応用地質）・宮本隆実（広島大・理）

９ 2000鳥取県西部地震余震域近くでそれに平行する活断層：山内

靖喜＊（島根大）・岡田龍平（農業）

10 地震時の地下水挙動に関する研究－広島県北部の地下水位観測

井における検討－：弘津　誠＊・田中和広（山口大・理）・遠田晋

次・松本則夫（産総研）・塚井直樹（中国電力）

11．山口県秋穂町地域に分布する第四系の層序と構造：田中和

広＊・山本朋佳（山口大・理）・幡谷竜太・松尾征二（山口大・

院・理工）

12．遠賀川下流域の第四系層序：下山正一（九州大・地惑）

13．太古代の海底熱水活動と微生物化石　西オーストラリア・デキ

ソンアイランド層の例：清川昌一（九州大・地惑）

14．長崎県加津佐海岸　岩戸山と女島に分布する玄武岩質水底火砕

流堆積物：田島俊彦（長崎市）

15．平戸島南部の中新世火山岩類について：角縁　進＊（佐賀大・

文教）・山崎寛巳（唐津五中）

16．阿武単成火山群の地質学的研究－活動の時空分布特性－：清杉

孝司＊・田中和広（山口大・理）

17．九州の新第三紀花崗岩体の地質構造的性質：山本温彦（鹿児島

大・理）

18．広島県東部、芦田川の河川堆積物中の重金属元素：妹尾　

護＊・三輪英之（倉敷芸術科学大）

19．日本における青銅器鉄器中の隕鉄成分について：中村麻美＊

（山口大・理工・院）・三浦保範（山口大・理）

20．秋吉石灰岩・煤山（メイシャン）における隕鉄成分とその成因

について：田中完明・三浦保範＊・古賀登・上原知子（山口大・

理）

ポスター発表

P1．阿蘇カルデラ阿蘇谷における最終氷期後期以降の珪藻化石群

集：打越山詩子＊・長谷義隆・滝川　清（熊本大・院）

P2．湖成層にみられる縞状構造の珪藻化石群集が示す季節とイベ

ント：安藤優子＊・長谷義隆（熊本大・院）

P3．野外携帯用の簡易な古地磁気（偏角）測定具の試作：藤井厚

志（北九州市立自然史・歴史博）

P4．微分干渉顕微鏡下におけるマイロナイト組織：梅崎基考＊・豊

原富士夫（熊本大・理）

P5．佐賀県伊万里市　腰岳黒曜岩と腰岳流紋岩に伴う球状クリス

タライト：田島俊彦＊（長崎市）・塚原　博（小値賀町歴史民俗

資料館）・長岡信治（長崎大）

P6．長門構造帯における地質ユニット区分－青海－蓮華地域との

対比－：深松大輔＊（山口大・院・理工）・大和田正明（山口

大・理）

P7．テフロクロノロジーからみた屋久島東部の海成段丘発達史：

山田庸介＊・井村隆介・岩松　暉（鹿児島大・理）

P8．鳥取県溝口町に産するザクロ石－黒雲母片麻岩中のザクロ石

と黒雲母：増成寛文（岡山大・院・自然・物質科学）

P9．鹿児島県平之山玄武岩の地質と風化：林　佳奈子＊・山本温彦

（鹿児島大・理）

（＊：講演者）

（記　下山正一）
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支部コーナー

☆西日本支部
報告

2003年度近畿支部総会・講演会　案内

日時　2003年８月23日（土） 14：00～

場所　大阪市立大学理学部第２講義室

総会議事　2002年度活動報告，会計報告

支部長・役員改選，法人化関係，その他

連絡先：大阪市住吉区杉本3-3-13

大阪市立大学理学部地球学科

日本地質学会近畿支部事務局

電話　06－6605－2592 FAX 06－6605－2522

e-mail : mitamura@sci.osaka-su.ac.jp

☆近畿支部
案内



2003年関東支部総会・講演会

2003年関東支部総会を，５月17日午後，北区北とぴあを会場に開

催しました．今年は関東地震から80年目にあたります．中央防災会

議が首都圏での直下地震は何時起きてもおかしくないと発表してす

でに10年近く経過しています．

一方，近年，首都圏での地質構造についての知見も急速に蓄積さ

れてきました．地方地質誌「関東地方」の刊行準備も着々と進んで

いるようです．

そこで，今期総会行事として，迫りくる大地震に対して，地質学

はどこまで解明してきたかをテーマに講演会「関東地方の大地を知

る」を開催しました（参加者約100名）．

講師に関東地方地質誌編集長である佐藤正氏（深田地質研究所）

と若手研究者である宍倉正展氏（産総研・活断層研究センター）を

迎えました．佐藤氏からは「関東地方の地質構造の解釈の変遷」と

題して，日本の地質研究の揺籃地である関東地方での研究史，特に

プレートテクトニクスと放散虫革命による層序の根本的に見直され

る経緯と新たな仮説の提唱など，進展する地質学の状況をわかりや

すく説明いただきました．また，宍倉氏からは「地形・地質から見

た関東地震の繰り返し性」と題して，房総・三浦半島に達する離水

海岸地形や生物化石の詳細な調査結果をもとに，関東地震の繰り返

し性について報告いただきました．

（講演要旨の残部多少あります．ご希望の方は支部まで申し込み下

さい）

総会は，出席者50名，委任状41名で成立，2002年度の活動・会計

報告と2003年度の活動計画が報告され承認されました．また，加藤

碵一支部長が公務の関係で退任され，新たに中山俊雄会員（東京都

土木技術研究所）が新会長が選出され，幹事一同とともに承認され

ました．

2003年度の活動は，従来通り月1回の幹事会を中心にして，地質

見学会，講習会等の実施計画しています．あわせ，法人化に向けて

の支部活動のすすめ方についても検討を進めていきます．

（支部長　中山俊雄）
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支部コーナー

☆関東支部
報告

地質見学会　報告
「三波川帯・秩父帯・四万十帯・新第三系」

関東支部では表記地質見学会を６月７日（土）～８日（日）に開催し

ました．本見学会は産業技術総合研究所地質調査総合センター（地

質標本館）との共催とし，案内者に産総研の竹内圭史さん，牧本

博さん，酒井　彰さん，青木正博さん，春名　誠さんの５名をお招

きしました．また見学会の準備には地質標本館の谷田部信郎さんに

大変お世話になりました．本見学会は研究者同士の討論の場という

よりは，地質学の古典地で地質学を基本から学びたい方のためのセ

ミナーとして皆様に開催のご案内をしました．その結果，募集締切

前からキャンセル待ちがでるほど好評で，当日は直前のキャンセル

がでたものの18名の参加者を集めることができました．参加者の内

訳は，コンサルタント業従事者６名，資源関係者３名，教職関係者

４名，学生１名，その他３名で，地質調査を仕事としている方々の

参加が多くありました．参加者はみな真剣で今回の見学会でたくさ

んのことを学び取ろうとする姿勢が感じられました．案内者の方々

には基本的なことから丁寧に説明していただきました．参加者から

は有意義な見学会だったとの感想をたくさんいただき，なかには

「今まで参加した地質学会の巡検のなかで一番良かった」と言って

くださる方もありました．関東支部では今後もこのようなセミナー

形式の地質見学会を企画していこうと思います．今後とも関東支部

の活動にご注目ください． （関東支部幹事　中澤　努）

地質見学会に参加して
上西敏郎（帝国石油）

秩父といえば“長瀞の変成岩”をすぐ思い出し，若かりし学生時

代に巡検で訪れた経験を関東支部の皆さんはお持ちと思います．か

くいう私も約35年前，先輩につれられてはじめて変成岩を見ました．

“シラス”と“桜島の溶岩”しか見たことのなかった私には，それ

は宝石にようにきれいな石に見えたものです．

現在，海外でのプロジェクト発掘のための堆積盆地評価を“稼ぎ”

にしており，いろいろな地域・時代の地質にふれているものの，そ

れはパソコン上のバーチャル空間での地質調査ばかりであります．

そのため日頃から，野外巡検に行き，現物を見ながら“オテントサ

マ”の下で弁当を食べたいという気持ちがたまっていました．そん

な矢先，地質学会NEWSで巡検案内を目にし，巡検前日までキャン

セル待ちしてでも是非参加したいという事で，今回無事仲間に入れ

てもらえました．

巡検は関東地方に“梅雨入り”宣言が出される前の６月７日（土）



から８日（日）の２日間，“地質の博物館”秩父盆地とその周辺で行

われました．

初日は，西武秩父駅を10時に出発．きれいな中型観光バスで，段

丘面に開けた秩父市街地を長瀞へ向け北上．車中右手（東側）には

三波川帯からなる外秩父の山が見え，西側の第三系とは出牛（じゅ

うし）－黒谷断層で境され，その断層に沿って南北に鉱泉がならん

でいる事が理解できました．

Stop１は，長瀞自然史博物館前の川原の“虎岩”で，褐色のス

チルプノメレンと（チャートを原岩とする）白色の石英片岩の縞か

ら出来ています．その傍には角閃石/緑れん石／緑泥石等の量比の

違いにより色調の違う苦鉄質片岩が分布していますが，“虎岩”は

微小な層内褶曲構造のため，層厚を知るのは難しそうでした．ただ，

この低温高圧型の変成帯である三波川帯が，ジュラ紀後期を主体と

する“付加コンプレックス”を原岩とし，白亜紀前半から白亜紀後

期に変成し，白亜紀末に地表近くまで上昇したという説明を受け，

地質時代の長さと変動の激しさは（新しい知識が不足している私に

は）驚きでした．

Stop２はやや上流の親鼻橋の下で，都城先生の変成岩研究がこ

この紅れん片岩から始まったことを知りました．荒川一帯は天然記

念物に指定されており，手を出せずじっとこらえながら，おいしい

昼食を食べ，第三系と白亜系の不整合の大露頭Stop３へ移動しまし

た．

Stop３は小鹿野町の「犬木の不整合」として有名で，１億3,000

万年前の白亜系山中層群を1,600万年前の中新統白沙層が不整合で

覆っていました．現在，担当しているアルジェリア南部では，ヘル

シニアン造山により，デボン系を傾斜不整合に覆う三畳系が産油層

になっており，その姿を「犬木の不整合」にみるようで年甲斐もな

く感動しました．その後，不整合の上位層準に発達する，小鹿野町

奈倉の赤平川のスランプ褶曲構造（Stop４）と，すぐ近くの通称

“ようばけ”の大露頭（Stop５）で，かに化石採集に夢中な時間を

過ごし，一日目の巡検を終えました．

夜は，長瀞の民宿で夕食を早々済まし，夜間勉強会・懇親会が翌

日？まで開催されました．関東山地の20万分の１図幅を使った広域

地質，二日目見学予定の秩父帯・四万十帯の事前説明，付加体の形

成についてOHPでの説明，秩父鉱山での鉱石サンプル紹介，さら

に自己紹介もあり，和やかで充実した夜をすごしました．

二日目は，秩父市南西方（奥秩父）大滝村の荒川上流で，変形の

進んだ砂岩，凝灰岩を含む四万十帯の黒色千枚岩を観察．変成・変

形（ブーディン化）の仕方が，岩相により微妙に違うのが良く観察

されました（Stop１）．その後，荒川支流の中津川に建設中の滝沢

ダムの付け替え道路として建設された大ループ橋を渡り，秩父帯を

流れる中津川沿いに秩父鉱山へ進みました．秩父鉱山は西南日本外

帯に見られる花崗岩類と同じ，中新世中－後期に秩父帯に貫入した

花崗岩類により形成されたスカルン型鉱床で，秩父鉱山の六助沢

（Stop３）で，食事と鉱物の説明・鑑定を受けながら楽しい鉱物採

取を行いました．

帰り際，少し下流でルートマップを見ながら，秩父帯の砂岩，泥

岩，チャート，石灰岩の岩相や産状を歩いて観察し巡検を終えまし

た．

今回の巡検は，

●主催者の産総研等のその道の専門家の詳しい丁寧な説明が受けら

れたこと，

●“地質の宝庫？”秩父地域で見られる地質を短時間に総まくりし

てみられたこと，

●巡検資料も，事前調査に基づき極めて丁寧／詳細／重宝なもので

あったこと，

●時間設定，宿泊，食事，バス等の事前のアレンジがよく快適であ

ったこと，

●良い天気と好奇心旺盛な参加者に恵まれたこと

から，楽しく快適で､知識が向上し，すばらしい満足しえた巡検

でした．

遠く筑波からクルマで駆けつけて巡検を支えてくださった多くの

主催者の皆様に感謝しながら，秩父を後にしました．

是非，６月第１土曜／日曜を“関東支部巡検の日”に指定し，こ

れからも関東支部全員で巡検を盛り上げましょう．
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見学旅行申込状況（７月11日現在）

Ａコース「浦川周辺の中央構造線と足助剪断帯」２名
Ｂコース「天竜地域の三波川変成帯」２名
Ｃコース「掛川地域の鮮新－更新統前弧海盆堆積物の層序と化石相」５名
Ｄコース「相良油田」１名
Ｅコース「赤石山地南部の四万十帯」９名
Ｆコース「大谷崩と山伏」５名
Ｇコース「南部フォッサマグナにおける衝突地塊」７名
Ｈコース「富士川河口断層帯とその周辺」１名
Ｉコース「富士山」６名
Ｊコース「JAMSTECおよび三浦層群三崎層・初声層」３名　　　（定員各20名．Ｉコース30名）

見学旅行の詳細は，News誌６月号もしくは大会HP（http://www.dino.or.jp/nature/jgs2003/index.html）をご
参照下さい．

申込〆切は８月８日（金）です．多くの方々の参加をお待ちしています．（申込は静岡大学生協宛：各種申
込用紙をご利用下さい）

（静岡大会準備委員会　巡検係）



すでに本誌５月号で予告されているとおり，学校教育委員会では

次の催しをとり行います．秋の行事等でご多忙の折とは思いますが，

多くの方々の参加をお待ちしています．

９月19日（金）

夜間小集会「高校生を対象とした取り組みと活動実践」（共催

生涯教育委員会）．

20日（土）

午前　定番セッション「地学教育・地学史」

午後　トピックセッション「初等中等教育における地質学教育

の現状と将来展望」（共催地質科学連合・地質学研連）

終日　高校地学クラブ発表会（下記A）

21日（日）

日帰り「第２回地学普及のための巡検」（下記B）

A 高校地学クラブ発表会への参加を募ります
この件については本誌５月号にも掲載されましたが，この間に寄

せられたご意見・ご要望等を踏まえて学校教育委員会として検討し

た結果，参加の仕方や申込期限などいくつかの点を改め，以下（太

字）のように参加募集を致します．本誌５月号第１ページもご参照

の上，ふるってご参加くださいますよう，希望しております．

主催：日本地質学会

１）展 示 日　９月20日（土）9：00～16：00

２）場　　所　静岡コンベンションセンター（グランシップ）６F

展示ギャラリー

（東静岡駅前，地質情報展と同じ会場）

３）募集対象　高校地学クラブ・理科クラブ・等（広い意味での

［地学］に関する活動・研究内容のもの）

４）発表形式　展示発表・口頭発表・演示発表・等（なお，ポスタ

ー展示のみの参加も認めます．解りやすくアレンジ

されたポスターをお送りくだされば，学校教育委員

会の責任で展示し，事後ご返送いたします）

５）出展・参加費　無料　参加生徒は年会（静岡大会）の聴講・見

学は自由

６）申込締切　８月30日（土）（本誌５月号では７月10日でしたが，

夏休みを有効にご活用いただけるよう延期します）

７）派遣依頼　参加者については，学校長あてに日本地質学会長よ

り派遣依頼状を送りますので，ご遠慮なくお申し出

ください．

８）申 込 先　日本地質学会学校教育委員会（一般発表の申し込み

に準じて，発表題目，発表形式（上記の別来場か，

ポスター展示のみか），発表者氏名，所属高校名，

連絡責任者および連絡先，メールまたはFaxにて，

下記まで．

９）問合せ等　日本地質学会学校教育委員会

担当者：阿部国広　佐瀬和義

Tel．03－5823－1150 Fax．03－5823－1156

E-mail：main@geosociety.jp

B 第２回地学普及のための（教師向け）巡検の
お知らせ

前回（新潟大会）からスタートした普及巡検を，今回も下記のと

おり日本地質学会学校教育委員会主催にて実施致します．

１　実施期日　９月21日（日）日帰り

２ 見学地　安倍川源流大谷崩
おおやくずれ

・日本平

（含久能山）・三保半島

３ コースの概要〈その付近・地点での観

察・見学内容〉

朝静岡駅前集合・（遅くとも９時くらい

には）出発．

① 安倍川源流域（大谷崩）の見学．

〈山地の地層，安倍川の侵食と防災対

策〉

② 安倍川中下流域の河床礫．〈安倍川の運搬・堆積と，流域の

環境保全〉

③ 日本平．〈静岡・清水市周辺の地形と人々の暮らし〉（②か③

のいずれかで昼食，各自ご用意ください．）

④ 三保半島．〈駿河湾の沿岸流による侵食・運搬・堆積と海岸

線の環境保全〉

夕刻静岡駅にて解散．

４　交通手段　中型バス利用（予定）．

５　参加対象者（定員25名）

地学に関心を持っている・地学の初歩を学びたい・身近な地域の

地学的自然について知りたい・地学の野外実習を体験したいなどの

希望をもつ小・中・高校の先生方（不問会員・非会員）を対象に，

静岡市周辺地域でまとめてみました．

なお，地学を研究しておられる教師会員の方は，もちろん総会・

学術大会の前後に設定されている地質

学会主催の巡実にご参加下さって結構です．

６　案内者　逢坂　興宏（静岡大農学部・砂防関係），

佐藤　　武（東海大・海洋），

柴　　正博（東海大・自然史博）各氏

７ テーマとねらい　安倍川のはたらきと静岡・清水平野の発達

史，ならびにその自然にねざした歴史・文化・産業等など人々の

暮らしとの関わりを学び，同時に，安倍川・三保半島・有度丘陵

を含めた静岡・清水平野の自然保護や環境保全など，小・中学校

の授業にも即生かせる内容が盛り込まれています．

８ 参加費用　5,000円（含資料代）程度．当日現地にて集めさせて

頂きます．

９ 地形図　2.5万分の１梅ヶ島，湯の森，駿河落合，牛妻，静岡

西部，静岡東部，清水，興津（５万分の１ならば，静岡，清水，

駒越，吉原，南部）

10 参考資料　地学団体研究会静岡支部編「静岡の自然をたずねて」

築地書簡（日曜の地学13）

11 申込方法　Fax，e-mail，はがきのいずれかに，以下①～⑦の

事項を明記の上，下記宛に，８月30日（土，必着）までにお申

込みください．先着25名．満員になり次第締め切らせて頂きます

ので，⑥の意思表示を必ず明記してください．

①氏名　②年齢・性別　③連絡先（住所，ならびにTel.，Fax.，e-

mailのいずれか） ④所属（学校名等）および会員・非会員の別

⑥満員になっていた場合，キャンセル待ち希望の有無　⑦その他

（とくに付加えておきたいこと）

参加者確定次第，実施の詳細をお知らせする予定です．

申込先：日本地質学会地学教育委員会（世話人：府川宗雄）

Tel．03－5823－1150 Fax．03－5823－1156

E-mail：main@geosociety.jp

12 お問合先　世話人（府川）まで

Tel & Fax．0463－93－7268，

E-mail：amzinate@ja2.so-net.ne.jp
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炭酸塩コロキウムは，1992年，化石燃料の燃焼による大気二酸化

炭素濃度の増加が地球温暖化を引き起こすという懸念が高まる中，

二酸化炭素の巨大なシンクである『炭酸塩岩』の研究が社会的にも

注目を浴びた時期に発足しました．地質学，生物学，地球科学，化

学，鉱物学など様々な分野の炭酸塩研究者が集まり，春には関東で

研究発表，秋には巡検を主体としたコロキウムを行っています．秋

の炭酸塩コロキウムではこれまでに，葛生，岩井崎―長岩―鬼丸，

美濃，秋吉台，四国城川―四万十，沖縄本島，喜界島，能登半島な

どにおいて巡検が行われました．

春のコロキウムは公的機関のセミナーハウス等を利用し，二泊三

日程度で開催されます．近年では，油壺（2000），草津（2001），鳴

子（2002），赤城（2003）において開催されてきました．学部生か

ら博士課程までの学生の研究発表（ポスター・口頭）が主体で，夜

には懇親会が開催されます．近隣に適当な施設があれば中日を設け，

スキーや温泉巡りといったレクリエーションを通じた懇親が行われ

ることもあります．参加者は北海道大学，東北大学，宮城教育大学，

新潟大学，金沢学院大学，金沢大学，群馬教育大学，茨城大学，東

京大学，信州大学，広島大学，九州大学，熊本大学，など各地の大

学の教官・学生に加え，石油公団，産総研，JAMSTEC，その他の

研究機関・企業の研究者の方等多岐に渡ります．炭酸塩研究から地

球環境を復元し地球史と生物進化を論じることが炭酸塩コロキウム

の主目的ですが，常に他の分野との交流や相互乗り入れを図らなけ

ればならないとの考えから，研究発表の中には炭酸塩堆積物を対象

としないものも増えています．

炭酸塩コロキウムの最大の特色・魅力は「気軽さ」にあると私は

思っています．規約もなければ年会費もありません．毎年参加とい

うような暗黙の義務もなく，学会と異なり研究内容に関しても必ず

しも完成度が求められるわけではありません．途中経過の発表でも，

「＊＊のデータはどうなの？」とか「＊＊に似たようなフィールド

があるからいってみたらどうか？」とか「そういった目的ならばこ

っちの分析法のほうがよい．」などといった活発な議論がなされ，

それによって発表者のみならず参加者全員の研究活動が活性化され

れば大歓迎されます．このように「気軽」に参加できるということ

が炭酸塩コロキウムのもう一つの大きな魅力，上記に述べたような

「様々な人々の参加」につながっているのではないでしょうか．い

つもとは違う面々の前で研究発表を行った時，予想もしていなかっ

たとんでもない質問をされて困った経験が皆さんおありになるので

はないかと思います．といっても私のように学生にとっての「予想

もしていなかった質問」は，ごく当たり前の質問だったりすること

も多いのでしょうが・・・．ともかく，他の研究者が自分の研究を

見たときにどういう点が不思議に思えるのか，どこに論理の飛躍が

あるように感じられるのか．自分が使ったことのない分析方法で新

たなデータが得られ解釈ができるかもしれない．自分が考えてみな

かった質問やコメントというのは実に面白く刺激をうけることが多

いと思います．それが学会などのフォーマルな発表であると私など

はなかなかそんな余裕に欠けるのですが，その点炭酸塩コロキウム

という研究発表の場は非常に魅力的です．炭酸塩岩という共通項が

あること，そうでありながら様々な分野の人が参加していること，

経験豊富な先輩・大先輩がいること，そしてインフォーマルかつオ

ープンな雰囲気であること．様々な方からいろいろなコメントを頂

くことができますし，また何かコメントや質問を頂いた時，逆にこ

ちらから質問をすることも気軽にできます．更に詳しい議論をした

ければ夜の懇親会で心ゆくまで行うこともできるのです．

2003年度の炭酸塩コロキウム「炭酸塩コロキウムin赤城」は，３

月６日（木）の夕方から８日（土）の昼までの２泊３日，群馬県勢多郡

富士見村にある『国立赤城青年の家』で開催されました．会費は

6000円（学生5000円）で参加者が44名，研究発表は口頭24件・ポス

ター10件でした．簡単にコロキウムの日程を以下にご紹介します．

６日（木）

16：15 青年の家 集合

16：30 オリエンテーション

－入浴あるいは休息

－夕食

19：30 勉強会　発表５件

22：00 コンパ

７日（金）

－朝食

8：30 勉強会７件

12：00 昼食

13：30 勉強会　ポスター10件

15：00 勉強会　発表３件

－入浴

－夕食

19：00 勉強会 発表 5件

21：30 コンパ

８日（土）

－朝食

9：00 勉強会４件

11：00 発表優秀者の選出及び表彰

－昼食

－解散

遠方から参加する方も多いので，初日は夕方集合して夕食，その

後夜のセッションという形態が慣例となっています．スケジュール

をみるとなんだか朝から晩まで勉強会で重々しい感じがしますが，

実際参加してみるとそんなことはありません．上にも述べましたと

おり炭酸塩コロキウムの特色は「気軽さ」ですので，コーヒーやお

茶片手に少しお菓子などつまみながら，という至極なごやかな雰囲

気の中で勉強会が行われます．今年はサンゴ・サンゴ礁，礁性石灰

岩，石灰質マイクローブ，サブカ，チャート，沖縄本島・宮古島・

炭酸塩コロキウム in 赤城　スケジュール表
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図１　口頭発表の様子．今回は国立赤城青年の家で行われた．



ブラジル・イラン・中国の石灰岩，ルディスト，ドロマイト化作用，

冷湧水サイトの炭酸塩岩などの炭酸塩岩系の発表に加え，砂岩物性

や堆積物中の有機物組成，古地磁気による層序，など充実した発表

内容でした．『赤城青年の家』は赤城山の南裾にあり，赤城山と聞

いて初めイメージした程寒くはありませんでしたが，夜のセッショ

ンが終わってセミナー室から出て見るといつの間にか一面雪景色に

なっていたのには驚きました．当然部屋はしっかり暖房されている

のですが廊下が寒かったり，窓が二重になっていたり，喫茶コーナ

ーに上毛新聞が置いてあったり，道行く車はスポーツ系が多かった

り，私の中の勝手な群馬像を満たしてくれるものも多く楽しかった

です．また，学生のポスター・口頭発表を対象とした発表優秀者の

表彰では，初めて私もその末席に入り，大変エンカレッジされまし

た．

私が炭酸塩コロキウム，通称「炭コロ」に初めて参加したのは

2001年３月の炭酸塩コロキウム in 草津でした．学部を卒業した春

で，もう３年も前のことになります．その年は確か40名ほどの参加

があったと記憶していますが，周り中知らない人だらけで困惑しま

した．同じ研究室の先輩方は知己も多く，同窓会のように楽しそう

に再会・談笑している傍らで，所在無くウロウロとしていたように

思います．この年は部屋割も同じ大学同士が固まって同じ部屋には

ならないように考慮して作られており，東大からの参加は女性では

２人だったため当然別々の部屋に分けられました．また，外部での

初めての口頭発表だということも気が重く，こりゃ参った，早く帰

りたいなあというのが正直な初めの感想でした．しかし炭コロの発

表・夜のコンパ，また内外の学会で会ったり，自分の研究活動の中

で協力していただいたりしているうちに知り合いも増えていき，今

年３回目の炭コロは，すっかりリラックスして過ごすことができま

した．それは知り合いが増えたからという単純な理由だけではなく，

生意気なことを言わせて頂きますと，初対面の相手であっても人

生・研究上で大先輩であっても，近いカテゴリーの研究を行ってい

る同じ研究者なのだ，という意識が少しずつ芽生えてきたからかも

知れません．それはまさに，インフォーマルかつオープンな雰囲気

の炭酸塩コロキウムに参加し，後輩・同輩・先輩・大先輩，研究内

容も身分も多種多様な「炭コロの仲間たち」に出会うことができた

お蔭といって過言ではありません．炭酸塩コロキウムのような団体

は各分野他にもいろいろあると思いますが，特に若い学生の方はそ

ういった場に参加してみるときっと得るものが大きいと思います．

私も機会があればどんどん積極的に参加していきたいものです．

☆炭酸塩コロキウムに参加しませんか？
炭酸塩岩類に関係した研究をなさっている方は，是非「炭酸塩コ

ロキウム」に参加してみてください！炭酸塩コロキウムにはメーリ

ングリストが作られています．炭酸塩コロキウムメンバー相互の情

報交換と議論の場を提供することによって，広く炭酸塩研究の発展

とその普及に寄与することを目的としています．このMLに参加し

たい，あるいは炭コロに興味があるという方は，本文に“guide”

とだけ書いたメールを〈carbonate-ctl@m.aist.go.jp〉宛に送ると

サーバからガイドが折り返し送られてきますので，ガイドを参照し

てください．
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図２　参加者の集合写真．日本中からいろいろな年齢層の

人たちが参加した．

常時投稿をお待ちしています．院生コーナーの編集は現在以下
の３名でおこなっています．原稿はe-mailでいただければ幸い
です．
tomaru@gbs.eps.s.u-tokyo.ac.jp 戸丸　仁（東大）
t02h106@amail.shinshu-u.ac.jp 北沢俊幸（信州大）
601g5049@mn.waseda.ac.jp k橋昭紀（早稲田大）

第１作「大地の動きを知ろう―

地盤・活断層・地震災害―」，

第２作「大地のいたみを感じよ

う―地質汚染Geo-Pollutions」

に引き続きリーフレットシリー

ズ第３作「大地をめぐる水―水

環境と地質環境-」が発売になりました．

A2版裏表カラー印刷，ハンディータイプでさらにポスター

にもなります．

ご希望の方は以下の要領でお申込下さい．
会員価格300円　非会員価格400円
申込方法：学会事務局宛に，希望部数を記入し，返信封筒（切
手貼付のこと）を入れてお申し込み下さい．
※少部数の場合は，代金は切手で同封可．
なお，サイズが横15㎝・縦21㎝，重さ25ｇ/部ですので，郵

送につきましては，以下のようにお願いします．
定型封筒の場合：90円切手貼付．ただし，二つ折りにしての郵
送となります．
定型外（15㎝×21㎝以上）封筒の場合：130円切手を貼付．

☆リーフレットシリーズ・3 好評発売中！！

『大地をめぐる水―水環境と地質環境―』



本会名誉会員の金沢大学名誉教授 野義夫氏は2002年11月19日総

胆管癌により逝去された．９月下旬仕事先の研究所で体調不良を覚

え帰途病院へ赴かれて即刻入院，以後復調をみることはなかった．

享年78歳．研究所の机上には，「日本海の地質と形成史－過去80年

の調査研究とその結果－」と題する原稿が執筆半ばのまま残されて

いた．北陸地質研究所報告６号に掲載を予定されていたものである．

野さんは石川県河北郡七塚町のご出身，金沢一中４年修了から

第四高等学校に進まれ，1945年９月東京帝国大学理学部地質学科を

卒業，翌年金沢にもどられて新設３年目の金沢高等師範学校に勤務

された．1950年発足まもない金沢大学理学部地学教室に移られ，講

師，助教授を経て1964年教授に就任，1989年停年退官された．43年

の教職生活であった．その年北陸地質研究所を開設され，北陸地方

及び日本海地域の地質学的・応用地質学的調査研究に最後まで取り

組まれていた．

野さんの研究の主テーマは一貫して北陸地方の新生代地史であ

った．能登南部の新第三系の研究（学位論文）から始まり，地域的

には県内から周辺各地に，時代的には第四紀へと広げられたが，直

接の調査研究においてはもちろん，その分野のリーダーとしても，

数々の実績を残された．それらの結果を主な基礎資料としてまとめ

られた「能登半島の地質，７万５千分の１地質図添付」（この地質

図は千部以上の印刷をみた），「石川県の環境地質，10万分の１石川

県地質図添付」，「10万分の１石川県地盤図」，「10万分の１新版・石

川県地質図」「石川県地質誌」，「石川県地質誌・補遺」は今もー般

に利用されることの多い貴重な業績である．1960年代後半以降は，

日本海の問題に深い関心を示され，日本海の地質・起源・形成史に

関連のあるデータの収集と紹介，様々な議論の要点・論点の総括に

精力を尽くされた．そこには次のステップへ進めやすいようにとの

後学の人々への思いやりも含められている．日本海や石川県の地学

文献目録の作成・追加改訂にも積極的に努められ，また時代的に古

く手に入れにくい文献の収集・コピーに心掛けておられたのも同じ

思いであった．

野さんは基礎的な研究に加えて地元の身近な問題一地盤，地す

べり，地下水，温泉，自然環境保全等─にも積極的に取り組まれた．

それらの分野で委嘱された地方自治体の審議会委員は10に近く，石

川県関係では公害対策，環境，自然環境保全，国土利用計画，水質，

地下水，温泉，金沢市では地盤対策や無公害都市建設などの各種審

議会に関与され，その半数以上で会長あるいは副会長を務められた．

地元のいわゆる応用地質に携わる技術者や行政関係者には長期にわ

たり直接指導・助言をうけた人々が多く，かけがいのない方を失っ

たとの思いは今もますます強い．金沢市文化賞受賞を始め国や県か

らも度々表彰をうけられたのも宣べなるかなである．学会において

も，本会や第四紀学会の評議員を共に７期14年，さらに地学団体研

究会の会長も務められ，地元にあっては石と川の会（石川県地学教

育連絡会），石川県自然史協会，北陸地盤工学研究会のそれぞれ会

長を長く務められて，それらの育成・発展に大きく貢献された．

野さんの研究は一貫してフィルドワークを基礎とする古典的な

手法によるものであった．数学的なもの，機械をいじるようなこと

はどうも不得意でと，どこかでご自身もらしておられたが，資料・

情報を広く収集してそれらを整理しコンパイルする，その中から問

題点を適切に把握して次の方向を示唆する，そういう面では格別の

才能の持ち主であった．その足跡を振返ると持てる才能・能力を十

二分に発揮された，その意味では悔いのない生涯を送られたと思う．

その裏には平素の弛まぬ研鑽・勉強があったことはいうまでもな

く，残された多くのメモやノートをみて，遺品の整理にあたった関

係者一同改めてそのことに感慨を覚えた次第である．

人柄は温厚であった．仕事上を含めてその生き方はある意味で頑

固で保守的だったといえるかも知れないが，他人に対しては極めて

寛容であった．後輩・学生には物を良く見，事実に即して素直に考

える事を求められる以外には自らの考えや手法を強制されるような

ことは決してなかった．公的私的をとわず，地質学的，応用地質学

的問題について指導・助言・意見を求めて訪れる方たちにも常に懇

切に対応しておられた．還暦後５年毎に４冊延べ900頁におよぶ私

家版の文集を発刊された．それまでの新聞雑誌類への寄稿文などに

一部オリジナルも加えたものであるが，そこからも博識多才に加え

て豊かな詩情，視野の広さをうかがい知ることができる．嗜好品は

酒，煙草，コーヒー，甘い物と何でもであり，銘柄や種類などにと

くに注文のあるほうではなかったが，煙草だけは両切りのピースに

こだわっておられた．これらの中で酒は，味そのものよりも雰囲気

としての酒席を好まれていたと思う．とくに多弁というわけではな

いが話題が豊富で，自然とまわりに人を引きつける人間的魅力を持

ち合わせておられた．カラオケには関心が薄かったようだが，興が

むくと歌はでた．人により森繁調崩れと評する調子での歌，とくに

「昂」を今一度聞きたいと思う人は多い．

野さんは読書家であった．その残された書籍類は膨大な数にの

ぼる．地学とその関連分野に限ってみても，和洋の専門書2600余冊，

地質図類400余種，学会誌・論文集は2200冊余を数える．別刷類は

数百人分に及ぶがそのうち200人に近い方のものが製本されており，

そこにも貴重な資料の散逸を防ぎ後のものに役立つようにとの思い

が込められている．さらに直接・間接に関与された主に石川県内の

温泉，地盤，地下水等に関する未公開の調査資料も少なからず保存

されている．こと石川県の地質に関する限り，コピーも含めれば明

治以来の主な文献はほぼ揃っているといえよう．これらはご遺族お

よび生前からの本人のご意向に従って，昨年金沢市に開設がきまっ

た「石川県自然史資料館」（仮称）に寄贈されることとなり，地元

の中川耕二氏，関戸信次氏らの尽力によりこの程その手続きも完了

した．なおこの資料館の設立には， 野さんが９年前の発足以来５

年にわたり会長として積極的に活動されていた「石川県に自然史博

物館を実現する会」の寄与が大きく，その点でも故人は満足してお

られることと思う．ただし建物が完備し一般に自由に利用できるの

は2007年度になる予定である．

今一度改めて 野さんのご冥福をお祈りするとともに，私事なが

ら50数年にわたり頂いたご指導・ご厚誼に対し心から御礼申し上げ

ます．

ご遺族 野美のり様（奥様）のご住所は下記の通りであり，また

２人のお子様（長男，長女）はお孫様共々ご近所にお住まいです．

〒921－8151 金沢市窪５丁目94 電話　076－242－1568

（元金沢大学　山田一雄）
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究会

・「第19回ゼオライト研究発表会」（11

月20－21日　金沢市）共催：ゼオライ

ト学会

・「青少年のための科学の祭典2003」名

義後援：（財）日本科学技術振興財団

（3）外部の各賞推薦依頼（随時ニュース誌

に掲載）

・第11回日産科学賞候補者推薦依頼，〆

切８月29日：日産科学財団

・沖縄研究奨励賞の推薦依頼，〆切９月

30日：（財）沖縄協会

・朝日賞の推薦依頼，〆切８月29日：

（財）朝日新聞文化財団

（4）「IMA2006-KOBE」（2006年７月　神

戸市）に対し，同組織委員長・鉱物研連

委員長の山中高光氏より協力依頼が寄せ

られた．

（5）講演要旨のISSN（国際標準逐次刊行

物番号）を申請し，番号ISSN 1348－

3935が登録された．

（6）第８回「震災対策技術展2004」（１月

29－30日　神戸，２月５－６日　横浜）

における同時開催セミナー等の開催意向

調査がよせられ，同時開催事業に対し，

支援（会場費，備品使用料など）および

動員告知の協力要請がある．地質災害委

員会，地質と地震委員会，環境地質委員

会に呼びかけたが，参加意向なしとのこ

とであった．

（7）転載許可願い：申請者，転載元著作物，

転載先出版物，出版社の順に．

・田崎和江,地質雑102巻866－878，

Handbook of Clay Science,

ELSEVIER

・（財）千葉県資料研究財団，地質学論

集39号ｐ.38，千葉県の歴史　別編

地誌３，千葉県

関連学会連合

自然史学会連合

報告なし

地質科学関連学協会連合

報告なし

会員関係

天野執行委員より以下の報告があった．

その中で（6）に関して，当日配布資料に

基づき，退会者および会費滞納による除籍

者に関して，年齢構成は30－40歳代が約半

数，職別では，１位が地質調査業関係，２

位が大学院生であることが指摘された．ま

た，学生会員（院生，研究生，学部生）の

大学別数の実態が報告され，学生・院生会

員の加入促進の要望が出された．

（1）次の入会を承認した．

正会員（12名）：高尾晶彦・岡田大爾・

井上友博・竹本　寛・高橋　弘・吉本充

日時：2003年６月28日（土）13：00～18：10

場所：北とぴあ　902会議室

出席者：平　朝彦会長，加藤碵一副会長，木

村　学副会長，在田一則評議員会議長，

井内美郎評議員会副議長

（02－03評議員）赤羽貞幸　阿部国広　天野

一男　上砂正一　永広昌之　小松宏昭　榊

原正幸　柴　正博　周藤賢治　滝田良基

竹内　章　立石雅昭　三宅康幸　矢野孝雄

吉川周作　渡部芳夫　

（03－04評議員）足立勝治　赤羽久忠　石渡

明　伊藤谷生　大友幸子　狩野謙一　木村

純一　公文富士夫　紺谷吉弘　斉藤尚人

佐瀬和義　柴u直明　鈴木徳行　徐　垣

田崎和江　玉生志郎　新妻信明　廣井美邦

（事務局）橋辺菊恵

欠席（委任状）：会田信行　秋葉文雄　楡井

久　觜本　格　松本俊幸　片山郁夫　佐々

木和彦　松田博貴　吉田武義　吉田史郎

荒戸裕之

書記：赤羽貞幸　榊原正幸

＊議事途中に事務局より，出席者39名，委

任状提出11名で評議会は成立しているとの報

告があった．

Ⅰ　執行委員会報告
１．運営財政部会

１）総務委員会

庶務関係

天野執行委員より以下の報告があった．

（1）本会推薦の会員候補者３名につき，学

術会議会から資格を認定する旨の通知が

あった．

（2）下記の行事について共催, 後援を承諾

した．

・「2003年情報地質展　しずおか－プレ

ートの出会う場所で－」（年会会期中

９月19－21日）共催：産業技術総合研

究所地質調査総合センター

・第47回粘土科学討論会共催（９月24－

26日）：日本粘土学会

・信州大学自然誌科学館「自然の不思議」

名義後援（７月26－27日）：信州大学

同　実行委員会

・「第11回ヒ素シンポジウム」（10月

14－15日　札幌市）共催：日本ヒ素研

宏・佐久山尚文・迫田昌敏・山本　恵・

宍倉正展・葉室和親，関　陽児

院生割引会員（43名）：相澤泰隆，荻原

英昭，福地　亮，山内茂人，遠竹行次，

東　豊土，松本啓作，川上郁夫，森下忠

良，村上雅紀，佐治一郎，齋藤裕之，舟

木泰智，金子麿耶，グェン　ビン　ティ

タィン，中井戸孝拓，野上規子，福岡正

春，富岡雅仁，玉置真知子，永井淳也，

Chutakositkanon Vichai, Ampaiwan

Tianpan，森　寿彦，加藤雅泰，イエッ

サリーナ　スベトラーナ，横田秀晴，苗

村康輔，倉本能行，牛塚太基，村井政

徳・青木智彦・Jenkins Robert・村上晶

子・岡村雅之・浜田　毅・山下　真・砂

田大樹・杉崎彩子，井村　隼，滝澤範之，

小路奈々絵，楠本英祐

学生会員（10名）：小河原香，北島弘子，

小澤佳奈，立野寛士，森　祐介，尾勢康

貴・曽根大貴・國井絢子・岡本伸也・岡

部　来

（2）次の退会を承認した．

正会員（13名）：穴井剛志・遠藤廣太

郎・大久保隆太・篠崎将俊・高松大祐・

水谷陸彦・小出 仁・土谷信之・比嘉賀

治・西川　徹・木村一郎・熊澤　茂・福

嶋　徹

（3）次の会員（正２名）が逝去された．

増山裕明（2003年２月７日，協和ボーリ

ング）・山本　聰（2003年３月23日，琉

球大）故人のご冥福を祈り黙祷．

（4）会費長期滞納者名簿を回覧した．（正

会員122名，2000年よりの会費滞納者）

12月までに会費が納入されなければ除籍

予定．

（5）会員の動静（５月末現在）

（6）若手会員減少の原因は実質的な院生

（会員）クラスの減少が主でなく，民間

の中堅技術者が職種の変更などでやめて

いることも大きい要因．

（7）今年度50年会員顕彰者リスト（39名）

【議題へ】

会計関係

立石執行委員より以下の報告があった．

（1）月例決算報告（５月末現在）

（2）アイランドアークの今年度科研費は昨

年どおり520万円が確定した．

２）広報委員会
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賛助会員 名誉会員 正会員（内 院生割引） 学生会員 合計

2003. 5.31 40 73 4758（168） 26 4897

2003. 2.28 41 73 4751（155） 22 4887

増・減 －1 0 ＋7（＋13） ＋4 ＋10
（種別変更）

学　会　記　事

2003年度第４回定例評議

員会議事抄録
2003年７月９日

日本地質学会　評議員会議長

在田一則

報告事項



在田委員長から，2003年４月，スイス

で開催された第 1 8 回 H i m a l a y a -

Karakorum-Tibet Workshopにおいて，

第19回同Workshopの日本開催が決定し

た．本研究委員会の在田一則，酒井治孝，

酒井哲弥および渡辺悌二（北海道大学）

が中心になり，2004年７月10日～12日，

ニセコ町での開催をめざして準備を進め

ている，との報告があった．

「地質学と地震」研究委員会

報告なし

南極地質研究委員会

本吉委員からの報告資料により，第44

次南極地域観測隊の帰国（３月29日），

研究集会（４月18－20日），研究小集会

（５月９日）について，廣井評議員から

報告があった

地質環境の長期安定性に関する研究委員

会　（高橋委員長）

・地球惑星合同大会時に夜間小集会を開

催．いままでの成果を月刊地球にまと

めることを確認．ニュース誌５月号の

関係記事に詳しく報告されている．

３．編集出版部会

１）地質学雑誌編集委員会

渡部委員長より以下の報告があった．

・2003年６月号（109巻７号）までを出

版，７月号の校正中．

２）企画出版委員会

永広執行委員より以下の報告があった．

・現在，地質学論集１編の企画が出されて

いる．執行委員会で検討した結果，表題

や論文の構成について考慮すべき点を指

摘し，再度検討してもらうことにした．

・論集刊行規約については，保証と著作権

についての一文を入れる．

・地方地質誌準備委員会を地方地質誌刊行

委員会とすることが加藤委員長より報告

され，了承された．刊行委員会の構成員

（案）が報告された．なお，関東地方に

ついては既に執筆依頼も送付され，中部

その他の地方も準備が進んでいることが

報告された．

刊行委員長　加藤碵一，副委員長　高橋

正樹（企画出版委員会委員長），北海

道：新井田清信（北海道地方編集委員会

編集長），東北：吉田　武義（東北地方

編集委員会副編集長），関東：天野一男

（関東地方編集委員会副編集長），中部：

新妻信明（中部地方編集委員会編集長），

近畿：吉川周作（近畿地方編集委員会副

編集長），中国：西村祐二郎（中国地方

編集委員会編集長），四国：小松正幸

（四国地方編集委員会編集長），九州：佐

野弘好（九州地方編集委員会編集長），

オブザーバー（朝倉書店）：和泉浩二

郎・鈴木彩子

３）The Island Arc連絡整委員会（担当会田）

公文執行委員長より以下の報告があっ

た．

・The Island Arcに関する補助金：平成15

立石執行委員より以下の報告があった．

（1）ニュース誌編集小委員会　

2003年６月号（６巻６号）までを刊行，

７月号を校正中．

（2）インターネット運営小委員会（委員長

渡部直喜）

・ホームページリニューアルについて経

過報告が文書で寄せられた．HPのト

ップページのデザインは終了し，現在

更新作業中（初期の更新の一部は業者

に委託）である．

２．学術研究部会

１）行事委員会

徐委員長より以下の報告があった．

・講演要旨，見学旅行案内書についての保

証書,著作権譲渡同意書を取る件につい

ては，今年度から実施ということで会員

に周知した．

・見学旅行について，富士山関係で入山に

際しての許可等について案内者から懸念

が示された．学会として関係各機関に対

し，会長名で許可申請，願い等を提出す

ることを提案．現在は概ね大丈夫の見込

であるが，案内者は関係機関と連絡調整

を行っていくこととした．他のコースに

おいても同様の問題がある場合には，対

処することとしている．

・第110年（2003年）総会・年会（静岡大

会）：ニュース誌５月号に予告記事を掲

載，プログラム構成作業は，６月28日に

行われる．市民向け講演会の開催に際し，

文科省に科研費研究成果公開発表（B）

を申請したが，採択されなかった．

・静岡大会の発表数は624件，夜間集会12

件，ポスターの優秀賞の選考については

審査基準を明確にし，内容も評価の対象

に入れよとの意見もあるが，行事委員

会・各賞選考委員会・執行委員会とで検

討することにした．

・地球惑星関連学会連絡会（地球惑星合同

大会）：地球惑星合同大会で特別公開セ

ッション「地学教育の昨日・今日・明

日－地球惑星科学は理科・地学離れを救

えるか？」を開催，250名程度の参加者

があり，盛会であった．地球惑星合同大

会に地学教育委員会が設置された．

・第111年（2004年９月18－20日）総会・

年会（千葉大会）について

２）専門部会連絡委員会

報告なし

３）国際交流委員会

報告なし

４）研究委員会

環境地質研究委員会

上砂委員から，９月18日に第９回地質

汚染シンポジウム「地質災害に伴う地質

汚染・環境汚染」を静岡大会にあわせて

行うこと，12月６・７日神戸大学で「第

13回環境地質シンポジウム」を開催する

ことについて報告があった．

ヒマラヤ地質研究委員会

年度科研費補助金研究成果公開促進費

（定期刊行物）は，520万円と確定した．

予算規模等については今後，より適正な

ものになるよう検討が必要である．

４）地質学用語集出版委員会報告

新妻委員より，現在編集中で，来年の千

葉大会までに出版予定であることが報告さ

れた．

４．普及教育事業部会

１）学校教育委員会

阿部委員長より，資料に基づき報告があ

った．地球惑星科学関連学会2003年合同大

会における「地学教育」委員会（仮称）の

設立についての経過報告があった．合同大

会の準備委員会の中で行われていることに

ついては関連学会との十分な調整がないま

まの設立であったことに問題はあるが，地

学教育の現状を考えると重要な取り組みで

あるので，地質学会としては学校教育委員

会と執行部とで話し合って，対処していく

ことにした．

学校科目「地学」関連学会連絡協議会報告

報告なし，次回の協議会は７月16日に予

定されている．

２）生涯教育委員会

柴委員長より，普及書・副読本の作成，

ニュース誌への博物館の紹介，ホームペー

ジの博物館リンクの充実，日本地質学会表

彰への推薦，静岡大会で生涯教育と学校教

育委員会合同の夜間小集会の開催企画など

について報告があった．

３）地質基準委員会

新妻委員長より，地学入門に関する本

「地質学調査の基本－地質基準」を編集準

備中であり，静岡大会までに刊行予定との

報告があった．

４）地層名委員会

報告なし

５．その他

１）その他－１（執行委員会報告）

報告なし

２）その他－２（執行委員会関係の委員会等

の報告）

支部長連絡会議

玉生執行委員より，支部長連絡会議（３

月29日）の報告および以下の報告があった．

・関東支部長の交代：加藤碵一氏から中山

俊雄氏に代わった．

地質災害委員会

玉生執行委員より以下の報告があった．

・部会にたいし災害地質委員の推薦求めた

結果，黒田登美雄（第四紀）・林　愛明

（地質学と地震研究委）・上野将司（応用

地質）・木村克己（地域地質）の４名が

委員として推薦されたことが報告され，

これを評議員会として承認した．なお，

堆積部会など他の関係部会にたいしても

委員推薦を依頼すべき，との意見があっ

た．

・宮城県沖地震の災害調査（東北支部，関

東支部，産総研などとの協力）
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で行うシンポジウムを11月15日に予定して

いること，学校教育委員会との関係や役割

分担について，整理・検討中との報告があ

った．

６．女性地球科学者の未来を考える委員会

田崎委員長より，国立大学の保育施設に

ついて，地球惑星合同学会や地質学会での

保育所，大学内におけるセクシュアルハラ

スメントやアカデミックハラスメントにつ

いての報告があった．

７．研究企画委員会

報告なし

８．法人化準備委員会【議題へ】

９．倫理規定策定委員会【議題へ】

倫理規定策定員会アドバイザーとして，

石原舜三，岡田博有，片平忠實，小玉喜三

郎，小松直幹，佐藤　正の各会員に会長名

で依頼状を出し，了解を得た．

・倫理綱領（第一次案）を策定し，６月27

日ワークショップへ向けて，委員会とし

て準備をしている．

10 知的財産権等検討委員会

上杉委員長より，文書で第１回・第２

回・第３回・第４回の検討委員会の報告が

あった．

11 オンライン化検討委員会

・年会のオンライン登録，メールマガジン，

学会のHPを通して会員がさまざまな手

続きをするシステム（GUI）について検

討している．

Ⅲ　選挙管理委員会
坂本委員長より，評議員と会計監査委員の

立候補を受けつけた結果，いずれも定数を超

えていないので，選挙は実施しないで全員当

選とする旨の以下のような報告があった．

・４月号ニュース誌に選挙公示を掲載し

た．

・５月１日－５月20日まで立候補受付をお

こない，委員会を５月23日午前に開催．

立候補者は，監査０名，評議員23名，い

ずれも定員には満たず，今年度は投票は

しないこととした．なお，選挙細則第12

条にもとづき，評議員については補充を

行わず，会計監査については，会長に委

嘱をお願いする．

Ⅳ　その他の報告
１　今後の評議員会開催日時・会場について

2003年度第５回　2003年９月18日（木）

13：00～　静岡大学　（決定済み）

2004年度第１回　2003年９月19日（金）

12：00～　静岡大学　（決定済み）

2004年度第２回　2003年12月13日（土）

13：00～　北とぴあ　（決定済み）

１．各賞受賞者の選考について

・６月28日午前中に開催の地質災害委員会

について報告があった．宮城沖地震災害

調査の成果について，９月21日静岡大会

夜間集会において発表する，また，ホー

ムページで調査研究を公表しているリン

ク先の紹介などを行う．

JABEE委員会

三宅委員長より，27回JABEE運営委員

会，平成15年第１回「地球・資源分野」運

営委員会，JABEE第４回定期総会につい

ての報告があった．なお，静岡大会の際に

はシンポジウムの開催が難しいが，それ以

降に開催を考えているとの報告があった．

技術者継続教育委員会

報告なし

Ⅱ　各種委員会報告（評議員会関係）
１．各賞選考委員会

本年度の各賞授与については議題として

扱う

２．名誉会員推薦委員会（加藤委員長）

・４名の候補者が報告された．【議題へ】

３．科学研究費委員会　（三宅委員長）

三宅委員長より，前回の評議員会の決定

に基づき，地質学研究連絡委員会（地球科

学２段，地質学１段），地球化学・宇宙化

学研究連絡委員会（地球惑星科学２段），

古生物学研究連絡委員会（古生物１段），

鉱物学研究連絡委員会鉱床学専門委員会

（岩石・鉱物・鉱床１段），海洋科学研究連

絡委員会（環境科学２段，環境動態解析１

段）にあてて審査員候補者を推薦した内容

が報告された．

４．学術会議連絡委員会

公文執行委員長より，学術会議改革の具

体案について報告があり，各研連委員長

より以下の報告がなされた．

１）地質学研連

第８回議事録が報告（本誌別掲）

２）鉱物学研連

第９回議事録および同鉱床学専門委員会

合同会議議事録が報告（本誌別掲）

３）鉱物学研連鉱床学専門委員会

第９回議事録および同鉱床学専門委員会

合同会議議事録が報告（本誌別掲）

４）地球化学・宇宙化学研連

報告なし

５）海洋科学研連

第９回議事録が報告（本誌別掲）

６）国際学術協力事業研連

報告なし

７）古生物学研連

報告なし

８）地質科学総合研連

第19期委員会への引継ぎ事項（案）が報

告された．

９）IGCP専門委員会

報告なし

５．地学教育委員会

佐瀬委員長より，日本地質学会・地学団

体研究会・日本地学教育学会（３学会）と

大友委員長より，各賞選考委員会での選考

過程，選考方法等について説明があり，論文

賞（２件），研究奨励賞（３件），地質学会賞

（なし），地質学会表彰（２件），地質学会功

労賞（１件）に関する選考結果が報告された．

選考方法等について質問や意見が出された

が，論文賞，研究奨励賞，地質学会表彰，地

質学会功労賞については選考結果を承認し

た．地質学会賞については，地質学会のステ

ータスを高めるためにも積極的に受賞者を選

考していくことが望ましいとの意見が多く，

各賞選考委員会で再検討することになった．

なお，選考方法に関わる手順や手法に関する

ガイドラインを申し合わせ事項として，今年

度および前年度の各賞選考委員が検討するこ

とにした．

受賞が決定した各賞は次のとおり．

＜論文賞＞

・大村亜希子：新潟県西頸城地方に分布する

鮮新統の第3オーダー堆積シーケンスと堆積

有機物組成．地質学雑誌，第106巻，第８号，

ｐ.534－547.

・Ritsuo Nomura and Koji Seto：Influence

of man-made construction on environmental

conditions in brackish Lake Nakaumi,

southwest Japan: Foraminiferal evidence. 地

質学雑誌，第108巻，第６号，ｐ.394-409.

＜研究奨励賞＞

・青矢睦月：Structural position of the Seba

eclogite unit in the Sambagawa belt:

supporting evidence for an eclogite nappe．

The Island Arc, 11, p91－110

・及川輝樹：焼岳火山群の地質-火山発達史

と噴火様式の特徴-.地質学雑誌，第108巻，第

10号，p.615－632

・花方　聡：秋田県秋田市東部「貝の沢温泉

井」の鮮新統有孔虫化石および石灰質ナンノ

化石層序と古環境（共著）．地質学雑誌，第

107巻，第10号，p.620－639

＜地質学会表彰＞

新潟県糸魚川市：重要な露頭の保全と活用

および博物館の建設と活動

北海道様似町：アポイ岳周辺地域の地質調

査および国際会議開催の支援

＜地質学会功労賞＞

堤　久雄（京都大学理学部）：特殊薄片製

作法の開発と技術教育への貢献

２．名誉会員の推薦について

加藤名誉会員推薦委員会委員長より推薦の

経緯が説明され，候補者として，氏家　宏氏

（琉球大学名誉教授）・羽田　忍氏（元応用地

質㈱）・秀　敬氏（広島大学名誉教授）・藤井

昭二氏（富山大学名誉教授）の４名が報告さ

れた．評議員会として４名全員を推薦するこ

とを了承した．

３．50年会員顕彰について

天野執行委員より，下記39名の50年会員顕

彰者についての提案があり，承認した．

大庭正八・岡崎由夫・小野寺信吾・柴橋敬

一・中川久夫・八島隆一・熊崎憲次・佐藤二
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の意見等を受けて作成した，倫理綱領第二

次案について，文言等の問題点も含めて報

告があった．１）会則にどう反映させるか，

２）倫理綱領に違反した場合の学会として

の対応，３）綱領とその解説文をつくるこ

と　などの必要性が説明された．第二次案

をニュース誌に掲載し，再度会員からの意

見聴取をした上で９月には成案を決定した

い旨の報告があり，これらを了承した．

６．法人化について

法人化準備委員会木村委員長より，新潟

総会以降の経過，６月27日のワークショッ

プ，なかでも文部科学省との折衝経過につ

いて報告された．公益法人改革の大綱が定

まらない中で，文科省としては，従前どお

りに法人の申請許可事務をおこなう方針で

あるとの応答であったことから，地質学会

としては状況待ちの状態から，法人化の準

備を推進する方向で動き出すこととした．

法人化後の地質学会の活動，募金の方針

（約１億円の目標額，募金委員会の設置，

募金を１期・２期に分けて行う），組織や

運営方式など今後に向けての展望が説明さ

れた．今後のスケジュールとしては，これ

から各委員会で法人化までの仕事を明らか

にしていく．千葉大会を法人設立総会とす

るよう準備をしていく．

また，立石委員より，「社団法人日地本

郎・島田 郎・弓削田英男・前田保夫・松澤

逸巳・山崎　充・青木謙一郎・伊藤英文・林

行敏・星野一男・山田守貞・岩谷三郎・加藤

定男・倉叉孝夫・清水大吉郎・中島和一・西

澤徳雄・永井　剛・長谷川潔・福田皎二・赤

木三郎・片山次男・金箱好雄・黒田和男・小

松直幹・東明省三・細谷　尚・服部　仁・原

郁夫・吉村尚久・加賀美英雄・榊原雄太郎　

４．その他

公文執行委員長より以下の提案があり，承

認された．

１）会計監査委員の人選と委嘱

本人の了解をえた上で，次の方々に委嘱

することとした．

石綿しげ子会員（２年任期，㈱基礎地盤

コンサルタンツ），竹内圭史会員（１年任

期，産総研）

２）日本学術会議研究連絡委員会委員の選出

について

19期の委員選出は，従来と同じ方法で木

村副会長と執行委員長とで推薦委員会を設

置し，候補者の選出を行う．選出された候

補者のなかから，評議員の通信投票により

委員を決定する．７月20日ころまでに各研

連の人数が決まるようである．

５．倫理綱領について

佐瀬委員より，会員およびオブザーバー

等の意見ならびに27日のワークショップで

地質学会」の設立に向け静岡総会に諮る議

案について提案があり審議した．News誌

６月号掲載の「学会法人化に関するワーク

ショップ討議資料」についての説明があり，

そのなかで今までの評議員会を中心にした

学会の運営方法を，可能な限り活かしたい

ということから，“評議員会”あるいは

“会長の選出”について現状に近い形とし

たことが説明された．定款案を会則改正と

して総会の議案とすることが承認された．

運営細則案，選挙細則案については，引き

続き検討することとした．

７．第110年総会について

公文執行委員長より以下の提案があり，

了承された．

・議事内容について

１）報告事項：2002年度事業報告

２）承認を求める事項：2004年度役員選

挙結果，2003年度評議員会議決事項，

2002年度決算・財産目録および会計監

査報告，2003年度予算案

３）審議事項：名誉会員の推薦，2004年

度事業計画および予算について，倫理

綱領について，法人化に向けた会則改

正などについて，その他

４）各賞授与

５）名誉会員および50年会員の顕彰

６）その他
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2003年度第5回定例評議員会開催のお知らせ

標記評議員会を下記のように9月18日（木）に開催いたします．傍聴希望の会員は9月9日（火）12：00までに執行委員会宛、氏名・連絡

先を記入した申請書をご提出下さい．

2003年度第5回定例評議員会

日時：2003年9月18日（木）13：00より

場所：静岡大学（静岡市大谷836）
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