Preface

SpecialvolumeofGeoscieTWeRqoortsQFShizuohaUhiuersity：AtributetoTerrySameShimawasorgan−
ized to honor Sameshima for hislong years of devotion to and excellent workin the Earth Sciences．
The Late Prufessor Terul1iko Sameshima died on13August1992at Auckland，New Zealand，aged67
years and9months．We sincerely dedicate this commemOrative volume to Terry with deep thanks for
his many scibntific and educationalcontributions to the Earth Sciences．
This volume contains20papersbymanyformer students andcolleagues ofTerry Sameshima．The pam

pers cover a spectrum of topICS，including for example，VOIcanology，mineralogy with special reference
to hydrothermal activlty，PetrOiogy of ultrabasic rocks，and geochemistry of voIcanic rocksinJapan
and New Zealand．The first manuscrlpt Written by Terry and his student S．Ono was found posthu−
mously and completely revised by Drs．A．Kato and K．Yokoyama of the National Science Museum，
Tokyo．

This contains a descriptlOn Of boron−bearlng

mineralsin the Setogawa group，Shizuoka

Prefecture，Japan．Papers written by many contributors from New Zealand，Particularly by Professor
P．M．Black（contributingthreepapers），andbyL．Kermode，S．CourtneyandJ．Sutherland，areWOnder−
ful
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tains

many

of

other

Terry

sinfluence

contributions

upon

supported

the

by

Earth

Terry

s

Sciences

at

Auckland

encouragement

Universlty．This・VOlume
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andinspiration．

Terry worked mainlyin four academic fields of the Earth Sciences：mineralogy，VOIcanology，PetrO1−
0gyandappliedgeology．Inmineralogy，hedescribedmanyneWlocalitiesofzeolitemineralS，and discov−
ered

a

new

mineral．Ti1t，Latter，

Coombsite

，WaS

discoveredinlow−grade

Mn−enriChed

metamorphic

rocksin New Zealand andis named after the famous petrologlSt Professor D．S．Coombs of Otago
Universlty，New Zealand．Terry studied the historicalactivities of voIcanoes，eSPeCially Mt．Fujiand Mt．
Ontake．Hediscoverednewhistoricalrecords oftheeruptlOn Of Mt．Ontake．Hewas a plOneer Of aliq−
uid

scintillation

method

of

radio

carbon

dating

for

voIcanostratigraphy．

The

central

topicin

Terry

s

work（and that of his Ph．D．thesis）was a petrological study of ultrabasic rocks，and the origin of
Picrite basalt associated with theultrabasicsin the Setogawa−Mineoka zonein centralJapan．

He re−

POrted a new occurTenCe Of boninitic rockin New Caledonia．Healso spent many hours workingln aP−
Plied geology for the Shizuoka Prefecturalgovernment．He wasinterestedin the geothermalstructure of
theIzu Peninsula and discovered many new hot sprlngS．Ⅰn New Zealand，he studied the occurrences of

ZeOlite minerals and applications ofzeolites as molecular sieves．Hehadaninterestin developlng a Clay−
Ⅰndex for testlng the quality of road construction pebbles．Thus，Terry developed a world of unlque

breadthin hisinvoIvementin research，education，SOCialactivities and appiied geology．

Terry was bornin Tokyo on300ctober1924and spent his youthin Tokyo．He studiedminera1−
Ogy，petrOlogy and geologyln his graduate course at the Universlty Of Tokyo．Terry got a job at
Shizuoka Universlty m1951．He made a considerabie effort to construct the educational system of
Shizuoka University with thelate Professor KatsumiMochizukiand other sもaff．When the Department of

LiberalArts was createdin1965，he shifted to this new facuity and acted as aleader for freshmen semト
nars．Terryslectures were fiuent and ciear，and many students were deeplylnSPired with aninterest

in the EarthSciences throughhis briliiant discourse．He wasinstrumentaiin forglng Ciose relationships
among

dent

the

staff
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oftheSchoolofEarthSciences

and
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Universlty

at

Shizuoka

administration

University．After

during

the1970

a

S，he

dispute

decided

co工ICernlng

to

emgrate

Stu−

tO

New

Zealand to create for himself a new frontierin Earth Science．He played an active partin research and
educationattheDepartmentofGeologyattheUniversltyOfAuckland，New Zealand．Hewas also anen−
JOyableandgeneroushostformanyJapanesescientistswhovisitedNewZeaiand，includingstudents work−
1ngOn graduate theses at Shizuoka University．In1986，Terry returned to Shizuoka University for two
years as chairman of theInstitute of Geosciences．After his retirement at Shizuoka Universlty，he went
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back to New Zealand to work on the chemicalanalysIS Of rocks．He self−designed and handmade much
Of his equlPment，and he obtained an X−ray diffractometer which he purchased privately，but had no
Chance to use becauseofworsenlnghealth．Terrywas stillputtinghis heartinto scientific workiIIⅡnedi−
ately before his death．

Terry always created an atmosphere of freedom of thought，With his gentle courtesy and smile and
tolerancy and calm spirit．We have attempted to show some ofthe diversity of Terrysinterestsinthis
VOlume．We

Teruhiko

believe
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Thanks are due to the editorialboard（Prof．N．Niitsuma；Chairman）of Geoscience Rqports QF
fULizuoka

thiuers乙ty，eSpeCially

for

the

support

and

advice

of

Drs．H．Nagahama

and

A．Kitamura

on

edi−

torialmatters and the English review byDr．Robert Ross．As editors we also thankthe followlng PeO−
ple who served as reviewers for the paper占contained withinthis volume：B．Alloway，S．Arai，P．F．

BallanPe，P・M・Black，P・R・L・Browne，S・Debari，T・Fujii，G・W・Gibson，J・A・Grant−Mackie，M・R・
Gregory， M．Hashimoto，K．Kano，L．Kermode，A．Kitamura，M．Koyama，K．Nagasawa，H．
Nagahama，H．Okada，K．Rogers，H．Sato，M．Satomura，K．Shiraki，W．Soh，Y．Tatsumi，S．Umino，K．
Yokoyama，and S．Yoshida．The help of Mrs．A．Mizuguchi for her calligraphy ofthe cover title of
this

volume

and

all

those

who

donated

to

the

Sameshima

Teruhiko

sensei

wo

Shinobu

Kai

and

the

staffattheToko PrintingCo．Ltd．（JapanPolygrotPrintingCenter）atSendaiisalsoverymuchappre−
ciated．

Guest editor：Hideki WADA
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本地球科学研究報告20号は，1992年（平成4年）8月13日ニュージーランド・オークランドに
おいて67年と9ケ月の生涯をとじられた故鮫島輝彦先生の追悼記念特別号として編集されました。先生
の長年にわたる地球科学への学問的および教育的貢献にたいし，本号を，深い感謝の意を以てここに捧げ
ます．
本特別号は，日本とニュージーランドの火山や火山岩，変質・変成鉱物，超塩基性岩の岩石学・地球
化学などを中心に，関連研究者から寄せられた論文を集録したものです．遺稿論文となりました，鮫島・
小野による最初の論文 Axiniteand datolitefromMt．Nio，Shizuoka City，Japan は，先生の未発
表原稿を加藤昭・横山一巳両博士（国立科学博物館）に改訂していただいたものであります．その他の論
文はすべて，先生の門下生，同僚，オークランドでお世話になった方々によって執筆されました・特にオー
クランド大学で長年研究を共にしたPhilippa Black教授は3編の論文を寄せられ，また，L・Kermode
氏およびS．Courtney，J．Sutherlandさんによる研究論文は，先生の大きなご支援のもとに完成された
と聞いております．ここには，日本とニュージーラシドの地球科学の研究ばかりでなく，先生の学問的視
野の広さを示すように，先生に啓発されたり，励まされた幅広い分野の研究結果も含まれております・
先生は，鉱物学，岩石学，火山学，および，応用地質学の4分野にわたって多くの研究業績を残されてお
ります．鉱物学の分野では熱水作用によって形成される沸石鉱物の記載や，新鉱物の発見等に優れた業績
を残されました．特に定年退官後の1991年に発表された Coombsite は，低変成を受けた特殊な化
学組成を持つニュージーランド産の岩石中から発見された新鉱物で，同国の著名な岩石学者であるD・M・
Coombs教授に因んで命名されました．火山学では，富士火山や御岳火山の噴火史の研究に力を注がれ，
御岳の有史時代の噴火の発見，放射性炭素年代測定法に液体シンチレーション法を導入するなど，先駆的
な業績を残されました．岩石学では，先生の学位論文に見られるように，超塩基性岩や未分化マグマの一
っであるピクライト玄武岩や，ニューカレドニアのボニナイトなどの重要な発見があります．応用地質の
分野においては，伊豆半島の地熱構造や温泉開発に，また，ニュージーランドでも，ゼオライトの応用鉱物
学的研究をはじめ，粘土鉱物の迅速分析法（ClayIndex法）を開発し道路建設材料の品質管理に応用す
るなどの多くの貢献をされました．
先生は1924年（大正13年）11月30日に東京でお生まれになり，東京高等師範学校付属小学校，
中学校，成蹟高等学校を経て，東京帝国大学理学部で鉱物学を専攻され，さらに同大学院では地質学を専
攻されました．1951年（昭和26年）設立後間もない静岡大学文理学部講師として着任され，望月勝
海教授を始めとする教官と共に，静岡大学地学教室の教育と研究に心血を注がれ，同時に，地域社会に貢
献する大学を目指して，実に幅広い活動を繰り広げられました．
1965年（昭和40年），静岡大学文理学部の改組と教養部の創設に当たって，先生は率先して教養部
に移られ，一般教育・基礎教育の充実・発展に尽くされました・先生の軽快で，明解な地学の授業は，発展
目ざましい今日の地球科学を透視していたかのような魅力あふれた内容でした．一方，理学部地球科学科
は改組時に見送られましたが，その設立に向かって専門教育の充実にも力を尽くされ，今日の他に例を見
ないほどの教養部，教育学部，理学部における研究・教育の協力体制を作られました・
その後，1970年前後の怒涛のような大学紛争のあと，先生は研究上の新天地を求め，1974年
（昭和49年）からニュージーランドに移住され，13年間にわたってオークランド大学において火山，熱
水変質に関連した鉱物学の研究・教育を中心に活躍されました．同時に，静岡大学の卒論指導をも含め，
我が国とニュージーランドとの研究交流にとってまさに扇の要になっていただきました・1986年（昭
和61年）から2年間，静岡大学理学部地球科学教室の主任教授として，地学教室の運営にご尽力され，
今日ある教室の礎を築かれました．静岡大学定年退官の後は，再びニュージーランドに戻られ亡くなられ
る直前まで，自作の装置で岩石の化学分析をされたり，実際にはご病気の悪化で使う機会は失われてしま
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いましたが，Ⅹ線回折計を自費で購入され研究を続けられるなど，先生の学問研究への情熱は最後まで途
切れることがありませんでした．
先生は，いつも笑顔を絶やさず，おだやかな対応によって，訪れる人々の気持ちを解いてくださいまし
た．そして，余人に真似することのできない，自由な，明るい雰囲気がいつのまにかうまれるのでした．こ
のように，先生のご生涯は，研究と教育，そして地域社会への貢献と国際親善にと，先生でなければできな
い素晴らしい世界を開拓されてきました．先生の残された足跡は，私たち後人のよき手本となるでしょう．
また，同時に刊行された随想集 回想 鮫島輝彦先生 に見られるように，先生を囲む人間模様は， 楽し
く，夢に満ち溢れたふれ合い であり，それらの断片は，我々と次世代の青少年へのメッセージになるも
のと確信いたします．
本号を完成するに当たって，本研究報告の新妻信明委貞長はじめ編集委貞の方々のご協力に深く感謝致
します．長浜裕幸・北村晃寿の両氏には，編集校正全般にわたってご協力を，またR．M．Ross博士には，
英文を校正していただきました・以下の方々には論文の査読をしていただきました・B・Alloway，軍井
草司，P．F．Ballance，P．Black，P．R．L Browne，S．Debari，藤井敏嗣，G．W．Gibson，J．A．Grant−
Mackie，M．R．Gregory，橋本光男，狩野謙一，L．Kermode，北村晃寿，小山真人，長沢敬之助，長浜
裕幸，岡田博有，K．Rogers，佐藤博明，里村幹夫，白木敬一，徐垣，巽好事，海野進，横山一巳，吉田鎮男．
鮫島輝彦先生を偲ぶ会 には，多くの皆様方に，ご協力していただきました．本誌の題字は，教育学部地
学教室第5回（昭和31年度）卒業生の水口敦子さんにお願いしました．また，本誌を印刷した東光印刷㈱
には格別のご努力をいただきました．ここに記して心より感謝申し上げます．
鮫島輝彦先生追悼論文集客員編集委員
和 田 秀 樹
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