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G瓦OLISフロッピｰディスク公開板の

利用法と作成に関わる問題

野呂春文･村田泰章(地質庸報セ:■タｰ)

Harufu皿iNo亘｡･YasuakiM皿ATA

五.はじめに

日本地質文献デｰタベｰスrGEOLIS｣は地質調査

所が受け入れた文献の中から日本に関連する文献を選

び出して作った文献デｰタベｰスです(本荘ほか1987

本荘1988本荘ほか1988)･現在までに約2万1千件

の文献を収録しています･GEOLISの詳細については

六号38ぺ一ジの本荘･管原による記事をご覧ください.

さてそのGEOLISですがデｰタは工業技術院筑

波研究センタｰ共同利用計算機(RIPS)の上に置いてあ

ります.GEOLIS作成の当初の目的がr日本地質文

献目録｣の印刷用デｰタの蓄積と作成にあったためで

す.残念なことにRIPSは外部に開放されていたい

ので地質調査所職員以外の地球科学関係者は計算機の

上のGEOLISのデｰタを利用できません.

一方GEOLISの冊子体である日本地質文献目録を

利用された方の多くからはr冊子体だけでは不便であ

る･手元の計算機で利用できる磁気媒体に載せた形で

GEOLISのデｰタを公開してほしい.｣という要望が

たくさんよせられてきていました･さらにRIPSを

自由に利用できるはずの地質調査所の職員にしても共

同利用汎用大型計算機は馴染みにくいのかあまりGE

OLISを利用せず手元の計算機でデｰタを利用したい

と言います.そこでこのようた要望にこたえるため

に地質情報センタｰではパｰソナルコンピュｰタで

も利用できるGEOLIS公開版の試作を試みました･

その結果がここに述べるものです.

GEOLISの公開版はGEOLIS86年版からGEOLIS

88年版までの全デｰタを利用者に一不要た一部の書誌デ

ｰタを削除してMS-DOSで読み取れるかたちでフロ

ッピｰディスク6枚におさめたものです.

すべてのデｰタは特定のデｰタベｰスソフトウエア

用に編集Lたものではなくコントロｰルコｰド等を一

切含まだいテクストデｰタです(MS-DOSのTYPEコマ

ンドで中身を見ることができる形と言ったら削りやすいでしょ

うか).GEOLIS公開版のディスクには検索用等のデ

ｰタ利用のためのプログラムは含まれません.したが

ってGEOLIS公開版のデｰタの高度利用をはかるには

自前でデｰタベｰスソフトウエアを用意するか他のソ

フトウエアゾｰルを用意することが必要ですが後で述

べるとおりたんたる文献検索なら特別のソフトウエア

は必要ありません.

この記事ではGEOLIS公開版を利用するために必

要た事柄を説明します.そして利用するだけの方

には必ずしも必要ではありませんがGEOLIS公開版

を作るためにおこたった作業のうち文字コｰドの変換

に関して簡単に説明します.汎用大型計算機のデｰタ

ベｰスのデｰタを手元の計算機に移す作業の参考にた

ると思います.

GEOLIS公開版の配布方法については現在地質調

査所内で検討中ですので関心をお持ちの方は｢郵便

番号305茨城県つくば市東1-1-3工業技術院地質

調査所地質情報センタｰ資料情報課あるいは情報解析

課｣までご連絡ください.

2.GEO聰S公開版とは

GEOLIS公開版はGEOLIS86年版からGEOLIS88

年版までの2万1千68件の全文献デｰタを国別コｰ

ド･書誌レベル･ISSN等の利用者に不要た項目を省い

てMS-DOS形式の6枚の2HDフ回ツビｰディスク

に収めたものです.デｰタは1千件づつ分けて

GEOLIS.1からGEOLIS.21という名前の21個のフ

ァイノレに入っています.1行が1つの文献のデｰタで

す.1行の長さは平均で約270バイト1ファイル250

キロバイトから300キロバイトデｰタの総量は5.7メ

ガバイト強あります｡

デｰタを表現しているコｰドは英数文字はJIS(AsC

II)コｰド漢字はシフトJISコｰド(マイクロソフト漢字

コｰド)です.漢字の文字種は複数の計算機で必ず読

めることを保証するためにJIS第1水準および第2水

準のみに限っています.そのため後でも詳しく述べま

すがJISの文字体系に変換できたかった文字は特殊

た表現で明示されています.すたわち“(EX数字)"

というのは汎用犬型機のr拡張漢字｣では漢字と

して表現できたがJISの体系では表現できないので

｢ひらがな｣あるいは良く似た少L違う漢字に変換し

たというしるしで“[EX数字]"というのは
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[EX数字コ

(EX数字)

[UD数字コ

(UD数字)

FACOM-JEF拡張漢字でJIS漢字に

翻訳できず｢ひらがな｣にも変換しなかったもの.

2バイトの数字はJEFのコｰド.

例:金[EX45f61循

FACOM-JEF拡張漢字でJIS漢字に

翻訳できなかったのでrひらがな｣に変換したもの.

例:大沢あつしlEX5dcユ)

FACOMのユｰザｰ定義文字でJIS漢字に

変換できずrひらがな｣にも変換しなかったもの｡

FACOMのユｰザｰ定義文字でJIS漢字に

変換できなかったのでrひらがな｣に変換したもの､

例1松本ゆき(UD96邑2)夫

(UK数字)FACOMのEBCDIC文字でJIS(ASCII)

に変換できなかったもの･1バイトの数字はその

コｰド.

図1FACOM上のGEOLISで用いられている漢字でJIS

の漢字コｰドに変換できなかったものを公開版ではど

のように表現しているかをしめしています.

｢ひらがな｣にも変換したかったというしるしです･

そのほか“(UD数字)"というのはユｰザｰ定義

文字で｢ひらがた｣に変換したというしるし“[UD

数字]"は｢ひらがた｣への変換もしたかったというし

るしです.これらをまとめたのが図1です.

コント回一ルコｰドの類は行の終わりの復帰･改行

以外一切含まれていません.そこでMS-DOSパ

ｰソナルコンピュｰタであれほこのままの形でTY

PEコマンドで画面に表示したりFINDコマンドでデ

ｰタを検索したりできます｡もちろんエディタｰで

デｰタを編集することもできます.

1文献のデｰタは1行につめこまれているので著者

名･文献名といったデｰタ項目は図2aに示す形式で

並べられています･デｰタ項目の区切りはアットマ

ｰク"⑧"です｡デｰタ項目のすべてにデｰタが入っ

ているわげではたくアットマｰクが2つ連続している

場合はその間は坐すたわちそのデｰタ項目は空で

あるということを示しています･1例を図2bに示

します.

デｰタ項目の意味はほとんど自明で説明の必要はたい

と思います.ただしいくつか注意すべき点がありま

す.

まず第1番目の項目の｢整理番号｣です.これは

本来利用者には無関係た項目たのですがGEOLISの冊

子体であるr日本地質文献目録｣との相互参照のために

残してあります.人名に使う漢字の中には計算機で妻

1989年8月号

フィｰルド

工

�

㌀

�

�

�

�

�

�

ユO

ユ1

工2

ユ3

ユ4

ユ5

ユ6

�

�

ユ9

㈰

2ユ

㈲

デｰタ

整理番号

漢字著者名(複数)

ロｰマ字著者名(複数)

英字著者名(複数)

漢字編集･翻訳者名(複数)

ロｰマ字編集･翻訳者名(複数)

英字編集･翻訳者名(複数)

漢字グルｰプ著者(複数)

ロｰマ字グルｰプ著者(複数)

発行年

漢字

英語

漢字

英語

漢字

英語

論文表題

論文表題

シリｰズ名

シリｰズ名

雑誌･書籍名

雑誌･書籍名

ボリュｰム番号

号数

ぺ一ジ

漢字出版社｡者名

英語出版社･者名

キｰワｰド(複数)

図2a)GEOLIS公開版のデｰタは1行が1文献に相当

します.1行の中はアットマｰク“⑧"によっ

て22個のフィｰルドに分かれています､この図は

各フィｰルドに入っているデｰタ項目を示していま

す.

(ユ)日本語の論文の例

88500006◎中島陰,白波瀬輝夫◎NAKAJIMATAKASHI,SHIRAHASETERUO→

◎◎◎◎◎◎◎1987◎広島県中央都山陽帯花開岩類のRb-S工合岩年代◎→

Rb.SエWho1eRockAgeofGエaniticRock畠f正｡mtheSanyoZ㎝e→

inth･C･ntエalHi･oshimaPエ･f㏄tuエe◎◎◎岩石鉱物鉱床学会誌◎ゴ

Joum乱1oftheJ乱paneseA5so仁ia七io皿｡fMineエaIogists,→

･･t1蝉t･乱･伽m･i…畑1t････…◎39則◎◎◎広島県→

山陽帯,花嵩岩,Rb-Sr全若年代

(2)英語の論文の例

885000ユ3◎◎◎KAWAMURAKimitak乱,KAPLAN工･R･@◎◎◎◎◎1987→

◎@Dic趾boxy1icAcidsGeneエ乱tedbyTheエmalAher刮tionofkeエ｡gen→

andhu皿icacid冒◎◎◎◎Geochimi〔乱e七CosmochimicaAc±乱◎51◎12◎→

3201.3207◎◎◎D工CARBOXYLICACID,KEROGENALTERATION､→

�����

(右向き矢印は継続行を示す)

図2b)GEOLIS公開版のデｰタの例です･アットマｰ

クが2個連続しているところはその間のデｰタが空

であることを意味しています.たおこの例で行の

右端にある右向き矢印は行が続いていることを示し

ています.�
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野呂･村田

A=書〉findIIKUMAZλWA"1〕…geolis.ユ

ｰ一一一一一一一一一一bgeollsユ

������啊����獨����楴�����佔�楲�������楮����

1986@@CrystalStru〔tureandche皿istryo士MnSiO#3#tetragonalgarnet@@@@American

��牡�������������奓����呕���������

86900618@今也祐一,熊沢峰夫@@IMANISHIYuUICHI,KUMAZAWAMINE0@@@@@@1986@微分方

程式のあてはめによるラインズペクトル解析法(演旨)@@@@地震学会講演予稿集@@1986@1

@ユ08一ユ08@地震学会,東京@@微分方程式,ラインズペクトル解析法

869006ユ9@熊沢峰夫,室町幸雄@@KUMAZAWAMINEO,MUROMACHISACHI0@@@@@@ユ986@AR

方程式をみたす出力のWien･･filte.τの設計とその特性(演旨)@@@@地震学

会講演予稿集@@1986@1@i09一ユ09@地震学会,東京@@AR方程式,一

86A00382@浦川啓,加藤学,熊沢峰夫@@URAKAWAKEI,KATOUMANABU,KUMAZAWAMINEO@

@@@@@ユ986@高湿高圧下におけるFe-Ni-O-S系の溶融実験(2)(演旨)@@@@地

震学会講演予稿集@@ユ986@工@23卜237@地震学会,東京@@Fe-Ni-O-S系,溶融実験

図3MS-DOSパｰソナルコンピュｰタでFINDコマンドを用いてGEOLIS公開版のデｰタ

検索をおこたった例を示しています･

現できない字がいくつかあります･GEOLIS公開版で

はそのようたときひらがたで表記しています.一

方r日本地質文献目録｣では正確な漢字で印刷され

ていますので参照すれぼそれが削るわげです.

2番目の留意点は著者名あるいは編集･翻訳者名の

英語表記の項目です.著者名あるいは編集･翻訳者名

の日本語表記デｰタがある場合はロｰマ字表記デｰタ

と英語表記デｰタと2つあるのは無駄です･そこで

その場合英語表記の項目は原則的には空にたっていて

その代わりにロｰマ字表記の項目にデｰタが入っている

はずです.ただしGEOLIS86とGEOLIS87では

逆でロｰマ字デｰタを欠いています｡

3番目の留意点は出版社･者の項目です.原則的

には単行本あるいは特殊た出版物の場合のみこの項

目にデｰタが入っています.一般の学術文献の場合出

版社･者の名前はほとんど自明であるかあるいは不用

たデｰタですので省かれています.

4番目の留意点はキｰワｰドの項目です.キｰワ

ｰドは一部を除いて表題からの採録です･したがっ

て表題とほとんど重たっていて冗長なため省くこと

も考えたのですが表題に現れたい県名や地方名を補っ

ていてそれたりに価値があるので残されています･

3.G皿0L亙S公開版の利用

3.1MS一皿0Sパｰソナルコンピュｰタでの利用

デｰタ量が5.7メガバイト強あるのでハｰドディ

スクが無いと苦しいところです.そして手持ちのデ

ｰタベｰスソフトウエアに組み込んで使うのが得策でし

ょう.その場合多少デｰタ形式の変更が必要かもし

れませんしソフトウエアによっては全デｰタを一度

に使うことができたいかもしれません･無責任だよう

ですがそれぞれのマニュアルとよく相談してみないと

何とも言えません.

高級たことは望またいとにかく文献が検索できれば

良いという場合はMS-DOSのコマンド｢FIND｣

だけで用が足ります､FINDを使ってデｰタ検索をお

こたった例を図3に示します･この際もLハｰドデ

ィスクが利用できればデｰタが21個ものファイルに分

かれていては不便ですからCOPYコマンドを用いて

3つぐらいのファイルにまとめると便利です･おおま

かに言ってGEOLIS.1からGEOLIS.6が1986年の文

献GEOLIS.7からGEOIS.13が1987年の文献そし

て残りが1988年の文献です.

3.2WNIXワｰクステｰジ目ンでの利用

UNIXワｰクステｰションを利用できる場合はファ

イルの大きさに関する制約がゆるくたり数多くの便利

たソフトウェアツｰルが用意されているのでGEOLIS

公開版をより高度に利用できます.

まずGEOLISのデｰタをフロッピｰディスクから

UNIXワｰクステｰションに移します.ファイル転送

プログラムがいろいろ出回っていますしタｰミナルエ

ミュレｰタでファイル転送をサポｰトしているものも多

いのでこの作業は簡単です｡

次は漢字コｰドの変換です･先に述べたとおり'

GEOLIS公開版で用いている漢字コｰドはシフトJIS

漢字コｰドです.一方UNIXワｰクステｰションで

シフトJIS漢字コｰドを採用している機種はあまりなく

て多くはEUC(拡張UNIX漢字コｰド)を採用してい

ます.ですからGEOLISのデｰタを移植するための

計算機に合わせて漢字コｰドを変換しなげれぽたらない

可能性が高いのです･漢字コｰドの変換は野呂ほか

(1989)にあるプログラムを用いて簡単におこたえます.

デｰタの検索にはUNIXのコマンド｢grep｣を使い

ます｡実はgrepというコマンドは1つだけではた

く9repfgrepegrepの3つあります(坂本1989)･

地質ニュｰス420号�
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gsjksun{noro}368:喀rep'KUMAZAWA'geolis

著者の1員がKUMAZAWAさんである文献が33件リストされました

いろいろな分野にわたる文献がリストされて多すぎるので

KUMAZAWAさんが著者であってスペクトル解析またはARに

関連した文献だけをさがしてみ重す

gsjksun{noro}369=grep'KUMAzAwA一*(スペクトルlAR)Igeolis

スペクトルまたはARに関連した文献だけがリストされました

リストでは見にくいので整形出力を画面に出しましょう

gsjksun{noroユ370=grep'KUMAZAWA.*(スベ'クトルlAR).geoiislref.crt

整形した出プ]のハｰドコピｰを出しましょう

gsjksun{noro}371:grepIKUMAZAWA一*(スペクトルlARジgeolis■ref,Pr玉nt

これでレｰザｰプリンタｰにきれいな出力が出てきました

図4a)UNIXワｰクステｰションでegrepコマ:■ドを用いてデｰタ検索をおこなった例を示しています.

Re加rencesext工acted

今西楕一,熊沢峰夫(1986)微分方程式のあてはめによるラインズペクトノレ解析法

(演旨).地震学会講演予稿集.v.1.1986,n｡.1,p.108-108一

熊沢峰夫,室町幸雄(1986)AR方程式をみたす出力のWうene･fiユtef

の設計とその特性(演旨).地震学会講演予稿集.Y･L1986,n･･1,p.109-

��

今西精一,熊沢峰夫(ユ987)多成分ARモデルによる存否スペクトル解析(演旨)

地震学会講演予稿集.Y01.1987,no.ユ,p.60-60､

河原純,芝崎文一郎,今西精一,熊沢峰夫(1988)複素時系列の存否スペクトル解析

(演旨)地震学会講演予稿集.v.1.1988,no.1,p.212-2ユ2.

図4b)検索したデｰタを

整形して印刷Lた例で

す'

この中でegrepが最も高速てしかも複雑た検索パタ

ｰンによるデｰタ検索ができるので特に理由が無い隈

りgrepやfgrepは使いません(cshrcでa1iasしてお

きましょう)･ちたみにfgrepはMS-DOSのFIND

コマンドとほとんど同じです･図4のaにはegrep

によるいろいろたパタｰンによるデｰタ検索の例を示

してあります.

さてUNIXワｰクステｰションを用いると検索だ

けではたくきれいな画面表示やきれいたプリント出

力が簡単に得られます.そのために使うのがawk

sortnro伍troffなどのコマンドです(ヵ一二ハソとバイク

1985)｡図4のbと｡にはそれらを用いて検索結

果をきれいに表示Lた例とそのためのawkプログラ

ムを示します.

3.3汎用大型計算機での利用

汎用大型計算機にはr必ず｣デｰタベｰスソフトウ

エアが用意されています･汎用大型機は本来事務用で

すから当然です.この種のデｰタベｰスソフトウエア

はあまり柔軟な利用には向きませんが一方デｰタ

の保護高速次検索などに大変すぐれています.もし

手元から気軽に汎用大型機が使えるならGEOLISのデ

1989年8月号

一夕をそこに移すのも良いことでしょう･たたしG

EOLIS公開版のデｰタをそのまま移すことはできませ

んので必ずファイル形式の変更が必要です.

4.G･亙OL亙S公開版を作るための作業

GEOLIS公開版を作る作業のほとんどはUNIXワｰ

クステｰションSUN3/280の上で行いました.GE

OLISのオリジナルデｰタは汎用大型機FACOM780

の上にデｰタベｰスソフトウエア｢FAIRS｣のデｰタと

して置いてあります｡しかも手で入力Lたオリジナ

ルデｰタの量が約15メガバイトFAIRSから取り出し

たときのファイルの大きさが約45メガバイトという巨大

たデｰタですのでデｰタの縮約が必要です･そこ

でそのデｰタをMS-DOSパｰソナルコ:■ピュｰタま

で移すには以下にのべるようた手順が必要でした､

(1)オンラインまたはオフラインでデｰタを｢生の形

で｣UNIXワｰクステｰジョ1■に移す(2)汎用大型機の

可変長ブロックファイルとよばれるファイル形式から

UNIX機のファイルヘの変換そしてEBCDIC+JEF

文字コｰドからJIS+EUC文字コｰドヘの変換をおこ

なう(3)利用者に不要たデｰタの削除冗長なデｰタの�
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鼻9eo王is一〉beauti士uloutputonLBP

sort-t@斗2-3+5-6+9n-lO+17n-i81

�欧

���

���

print士'("一･･PS工2\n");

prillt壬(II.nrVS工8\n")i

pri･t壬(II.PP\n");

pr三nt士(IIRe壬erencese玉traoted

紀

�

print士(''.XP蕃n");

1壬($2!='川)

pri･t壬(川%･",$2);

elS･if($4!='川)

printf("%･",$4);

･ls･i壬($5ト"")

printf('I%･",$5)1

��

�楮瑦�╳∬��

printf("蕃･");

printf("(%･)\･",$ユO);

����∩

P･i･tf(II%･.\n",$ユエ);

elsei壬($12!=I川)

P･i･tf(II%･.\･川,$ユ2);

elseif($ユ3!=I川)

print士("%s.\n",$13);

if($ユ5!二川I)

P･i･tf(阯%･.妾n",$15);

敬�

pri･tf(II%･一番･",$16);

i壬($i7!="")

printf('Ivo1.%･,\n",$17);

i壬($ユ8!="阯)

P･i･tf("･o.%･,蕃･川,$ユ8);

if($ユ9!='川)

pri･tf(川P.%･一番n",$ユ9);

ゾlditro{{一皿slditlbp

図4c)ここで

必要なshe11のプログラムを示しています.

縮約をおこない最終的たファイルを作る(4)文字コｰ

ドを変換してMS-DOSパｰソナルコンピュｰタに移

すという4段階の作業が必要です｡(1)(3)および(4)

はたいして問題がありませんので以下では文字コ

ｰドの変換について説明します.

4･1汎用大型機の文字コｰドから孤S体系文学への

変換

原理的には文字コｰドの変換は単純な作業です.

FACOMの場合英数文字はEBCDICコｰドであり

漢字ひらがたはJEFと呼ばれるコｰドです.英数文

字から漢字ひらがなへの切り替えは16進数の28で示さ

れ漢字ひらがたから英数文字への切り替えは同じく

16進数の29で示されます(図5).EBCDICをJISに

変換するのは単純た問題でありさらに良いことにJEF

と呼ばれるコｰドは(形式的には)EUCと同じです.

ですから文字コｰドの変換は簡単ですと言いたいと

ころなのですがこれはあくまで原理的な話なのです･

問題の第1はJEFというコｰドは基本はJIS漢

字ですが大量の拡張漢字というものを持っていること

です.人名とか地名たどにまれに使われる文字が拡張

漢字という領域にいれてあります･それが約3千7百

あります(図6).第2の問題はJEFコｰドには

350個ほどの拡張非漢字というものが含まれることです.

なぜこんたものがあるのか少々理解に苦しむのですが

例えば“(1)"とか“1."を漢字と同じ2バイトで表現す

るためのコｰドたどです.問題の第3はJEFにはユ

ｰザｰ定義文字というものがあることです･工業技術

院筑波研究センタｰのFACOMには土つき文字下

つき文字だとが登録されています.

さらに人名でJEF拡張漢字に含まれたいものを数

個作ってあります･問題の第4はEBCDICにあり

ます.EBCDICという名前からは確立した唯1つ

のコｰド表を思い浮かべますが実はEBCDICと呼び

たがらいくつものコｰド表があります.EBCDICの

｢本家｣であるIBMのコｰド表とFACOMのコｰド

表の細部が異なっています･細かい対応が必要です･

これらのコｰドが使われていると単純た変換ができ

なくたります.なるべくこのようたものを使わたげ

れぼ良いのですがGEOLISは地質文献目録作成用と

いう歴史的経緯を背負っているので沢山使っているの

です.

これらの問題点をなんとかしたいと複数の計算機で

利用できるGEOLIS公開版が作れませんから以下の

ようだ方針を立てて問題の克服をはかりました｡

(1)拡張漢字のうち異体字･俗字･旧字は新字に変換

する.

モｰド

ユ6進

コｰド

内容

英数字モｰド

｡dd4

��

���

旧1

柴

図5FACOMメインフレｰムにおける英数字

が英数字からかな漢字への切り替えを表し

日本語モｰド

1∴∴口

田秀賢

かな漢字混じりのファイルの形式を示しています.16進数の28

16進数の29がかな漢字から英数字への切り替えを表します.

地質ニュｰス
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■ド位

.1､位バ朴u6j蝪)

バイト20406080AOCOEOFF

㈰

�

�

�

･･→

�

�

(エ6逃

表現)FF

EBCDIC系機能コｰド

rT一｢＼ぐ醐…榔

一三}＼

←一一一｣六意工｡｡

＼

＼JISJ卜池至'}=

＼*

＼

＼JIS;う三'}:従ひ或

＼

＼

区分非漢字�内容概要JIS非漢字(英数字など)�'文字椰数453�

�拡}長井漢字(変体仮名･書式文字ミ特殊文字､グラフ=図形11己弓.��808

�㌵�

�JIS第1水準漢字�2,965�

����

JIS漢字�JIS第2水準漢字�3,384�

舳…漢字�富士通選定漢字(鎧譲誰篶織1ξ)�3,737�3,737

ユｰザ定義文字�ユｰザ固有の文字､パタｰンなど�3,102�3,102

�合計��13,996

図6FACOMメインフレｰムで用いられている

JEFと呼ばれる漢字コｰド体系の枠組みを示

しています(FACOMJEF解説書)･

(2)点の向きが違うというようた理由で拡張漢字が使

われている場合はほとんど同じでJISにある漢字に変

換する｡

(3)以上で変換が不可能な拡張漢字･ユｰザｰ定義文字

はひらがたに変換し参考のために16進で表現した

JEFコｰドを添える.

(4)拡張非漢字のほとんどは複数文字で表現できるので

そのように変換する｡

(5)ユｰザｰ定義の土つき文字･下つき文字は特殊な

表現にせず文字そのものに変換する.

(6)ここまでで変換できなかった文字は16進文字コｰ

ドとして表現されるようにする.

(7)以上とは別に中国語･朝鮮語に特有の漢字でJIS

に変換が不可能たものはあえて変換せずJEFにおけ

る16進コｰドを表現するように変換する･

(8)EBCDICの特殊た文字例えば16進数のbfで

表わされる温度や角度に用いる""などはdegreeと

いう文字列に変換する.

以上の方針で文字コｰドの変換をおこたった結果特

殊た表現をせざるをえたかったものを図7に示します.

1989年8月号

(1)漢字に変換できず｢ひらがな｣で表記した文字の例

がせ(EX5･fd)野義夫

すぎ(EX70c｡)山哲男

伊神あきら(EX57｡｡)

苛原あきら(EX51eb)

岸成とも(EX42cf)

小林じん(EX65b6)三

松尾のり(EX5eea)道

松本だけ(EX4洲)生

川村とも(EX42cf)義

川本とし(EX52cO)万

大沢あつし(EX5dcユ)

島田いく(EX51a3)郎

こう(EX69f8)南

南蛮こう(EX69f8)

(2)中霞語などで用いる文字でrひらがな｣にも変換しなかった文字の例

会[EX45f6〕佑

中元[EX56fe]

鄭圭[EX54a21

木ト根四X6ユd7]

本卜鍾[EX59de]

朴[EX69打]沫

李[EX5ユbb1成

那月給[EX67eOj山地

[EX61cg1宗揺

[EX63ac1志英

壬EX681〕O]兆倫

(3)FACOMの拡張漢字にも含まれないためユｰザｰ定義した文字の例

河村まこと(UD96割1)

原口紘き(UD96.3)

松本ゆき(UD96a2)大

本田雅健(UD96a4)

図7GEOLISで使われているFACOMメインフレｰムのr拡張

文字･ユｰザｰ定義文字｣でJISの漢字に変換することができ

なかったもののリストを示しています･

なおこのような方針でGEOLIS公開版を作ったため

何人かの著者の方について図7にあるように御氏名を

漢字で表現できずrひらがな｣にせざるをえませんでし

た.失礼の段を深くお詫びするとともに複数の計算

機の上で流通するためにはこのような方法が不可避で

あった点についてご理解いただきたいと思います･

5.まとめ

GEOLIS公開版のデｰタの内容と利用法そして作:

成過程について簡単に紹介してきました.最後にたり

ますがGEOLIS公開版を利用される方は笹ひ自分で新

しいデｰタを追加Lてください.はじめにも書いたと

おりGEOLISは日本に関係していたい文献を収録し

ていません.実際の使用場面ではこれでは不満だと

思いますので利用される方が追加していただぎたいの

です.そしてできれほ追加したデｰタを地質調査所

にゆずってください･数多くの地球科学関係者の力で

日本の地質文献デｰタベｰスを充実させたいと願ってい

ます.

なおGEOLIS公開版に含まれるデｰタには誤りが多�
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々あると思います.またデｰタ公開用の形式に関し

てもいろいろご要望等があろうかと思います.GEO

LISに興味を持たれた方は笹ひ作成者にご意見をお

話しください.
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最近中国で発見された新鉱床

岸本文男(元所員)

FumioKIs互IM0T0

乳源県の鉱業生産が倍化

広東省の乳源瑠族自治県は多数の水路を開きさまざ

また物資運搬形式を採用して豊富た鉱物資源を開発し

アンチモンと錫の精練所稀土類材料の処理工場を建

設･経営し一次鉱産物の販売からその加工さらに輸

出に経営を広げて収益の拡大を金っている･昨年の乳

源県鉱産開発総公司の売上は702万元利益が120万元で

前年の実績の2倍にたっている.

県は対外貿易部門から資金を得て年産金属アンチモン

800tのアンチモン精練冶金工場を建設し今年の1月

に正式た操業を開始した･そして補償貿易方式を採用

して外資80万ドルを得年産錫インゴット350tの錫精

練冶金工場を建設するとともに関係機関との共同経営の

稀土類材料処理工場も建設して両工場とも本年6月に

試験操業に入ろうとしている.来年にはアンチモン

錫稀土類加工品の生産が設計最大パワｰで行われそ

の製品の輸出額は乳源県の輸出品のトップを占めること

にたろう･県鉱産開発総公司の温俊珠社長によれば

乳源県の鉱業･冶金産業は一昨年に始まり昨年は新た

た進展を見今年はアソチモ1■精練･冶金工場が生産に

入って鉱業生産高が昨年の実績の2倍1,500万元に達

した.さらに来年には錫の精練･冶金工場と稀土類材

料処理工場が生産を始めるので鉱業生産高は今年の2

倍にたり3,000万元に達するはずである.第七次5

ケ年計画の最終年度末の生産目標は年産額4,000万元に

なるだろう.

葉国志(中国地質報1988･3･14)

河北地質学院法源県で大型重品宿鉱床を発見

河北地質学院副教授の王士聴講師の胡勝軍は燕山山

脈の西部地区で地質調査を行っていた際に河北省法源

県北山の伊家塗村一帯のオルドビス系中で初めて堆積型

の大型重晶石鉱床を発見した｡この鉱床の鉱体は層状を

呈し厚さが30mを越え鉱石の品位が非常に高い･

現在この鉱床の開発が準備中である･河北省法源県

は全国的た貧困救済重点県の一つということもあって

この重晶石鉱床の発見は河北省の各級の人民政府の重視

するところとなり法源県の副県長である季興元は王士

徳副教授と胡勝軍講師に対して“解放されて30数年この

かた法源県北部の山地では全く大規模た鉱物資源が発

見されませんでしたが今貴方がたが発見してくださ

いました.この発見は凍源県の経済を振興し山地区

域の人民の貧困脱出･富裕化を推し進める働きをするに

違いありません"と語った.

都有献(中国地質報1988･7･11)

江蘇省の粘土資源探査鉱量3.2億t

最新の資料によると江蘇省の粘土資源の探査鉱量は

3.2億tに達している･その中でもアタパルジャイト

粘土の探査量が1億tに近く全国のトップでありカ

地質ニュｰス420号�
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オリ:■ベントナイト陶土の探査量はそれぞれ全国第

3位である.江蘇省の主た粘土鉱床区は全国に知れ渡

っていて“カオリンの故郷"の名があり“陶都"の名

は内外でも有名で国内最大のアタパルジャイト粘土の

生産基地ともたっている.

国民経済の発展と人々の粘土資源に対する研究のレベ

ルが高くたるにしたがって粘土資源の工業利用が広が

ってきた.長期にわたって江蘇省の地質調査･鉱床探

査員たちは省の鉱物資源に富む有利さを背景に国営ク

ラスと地方営クラスの粘土資源の探査を積極的に進め

今までに数10の粘土鉱床を発見して精査してきた.そ

の新鉱床の中には探査鉱量が3,000万tの蘇州市観山

カオリン鉱床があり探査鉱量1億tもの句容県の甲山

ベントナイト鉱床があり数1,000万tの鉱量を有する

同汗泰アタパルジャイト粘土鉱床探査鉱量が1,500万t

に達している宜興陶土鉱床がある.

江蘇省の豊富な粘土資源は今大規模に開発利用さ

れようとしている.蘇州市の陽山の麓にある中国カオ

リン公司はこの30年間にカオリンを400万t生産し

全国27の省･自治区･直轄市に販売し10の工業部門の

1,000以上の主た窯で使用されすでに利潤と納税額が

8,000万元に達している.“陶都"宜興は現地に賦存す

る陶土を利用して7,500種ほどの陶磁器を生産し今

までに29種の産品に対する43の国家優秀産品賞江蘇省

優秀産品賞地質鉱産部優秀産品賞そして国際ゴｰル

ドメダルを受け産品は50ほどの国六や地方に輸出され

年間産額は数億元に及んでいる･田=本アタパルジャ

イト粘土公司はすでに年産1万tの能力を備え現在

活性白土耐塩粘土塗料だと7品目の産品を製造し

国内各地に販売するだげでたくアメリカタイ目本

だとの国々にも輸出している｡

田開洋顧亀友(中国地質報1988.10.21)

南京市の地下に夫“宿脅湖"

“六王朝の古都"南京市の地下に莫大た鉱量の“石膏

湖"が存在しその地質鉱量は100億t前後探査鉱量

は11.4億tに達している.

報告によればこの20年近く江蘇省地質鉱産局は南

京市とその周辺地区で地質調査と鉱床探査を続けてきた

がその探査のための1シリｰズの試錐井で厚い品位

の高い硬石膏層の存在が確認された･同層の分布範囲

は東北側が南京市栖霞区龍潭鎮の東陽に始まり西南

側が城区の西北部に至る面積約300km2の範囲である.

この“石膏湖"は江蘇省地質鉱産局の探査によってす

でに江寧県の周村の2.9k㎜2の地積の中で地質鉱量10億

tの硬石膏が把握されその賦存深度は一般に150m以

1989年8月号

深で鉱層の厚さが最大400m平均硬石膏含有率が80

%前後である.南京市の城区では北の境を模範馬

路一中央門一黄家坪南の境を西流湾一薬科大学一火車

鈷とする4km2近くの範囲に厚さ200-300mの硬石膏

層が貝武存することが確認済みである｡

地質専門家の研究結果によれば南京のこの石膏層は

潟湖一浅海相の堆積鉱床で地質環境の特徴は古生代か

ら中生代の地層が広く発達していることである･中生

代三畳紀中一後期に南京地区は一つの広い海湾もしくは

潟湖の水盆の一部分で地質作用の下で水盆内に非常に

厚い青龍層群の炭酸塩岩一硫酸塩岩層を堆積Lだという

ものである.

このきわめて豊かた硬石膏資源は今まさに開発･利

用されようとしている･南京市の東の郊外に国家が

4,OOO万元近くの資金を投じた鉱山の建設がすでに始ま

っており年産30万tの大型硬石膏鉱山が誕生するはず

である.その産品は華東東北だとの地方の200を

越えるセメソト工場に供給されセメント凝固剤複合

硬化剤特殊セメント各種の膠結剤新型の建材硫

酸の製造土壌改良家畜飼料だとの優れた原料に広く

利用されることになっている･

顧龍友(中国地質報1988･1O･28)

山門銀鉱床の探査中国にまた大型銀産地の出現か?

吉林省地質鉱産局によって発見された山門の大型銀鉱

床は最近試錐探査に入り中国にまた一つの重要な銀

生産基地ができると期待されている｡

山門銀鉱床は試錐探査ですでに5鉱体群(5可採鉱画)

が確認済みで鉱床帯(鉱体群帯)の延長は10㎞に達L

中国が現在探査試錐で把握･確定している銀鉱床として

は規模の大きい鉱床に入る.この鉱床の所在地は四平

市の近郊で鉱山建設条件が非常に良く鉄道交通も道

路輸送も極めて便利であり22万ボノレトの高圧線が鉱区

の傍を通りそして鉱区は二つのダムを伴っている.

臥龍鉱体一つだけで鉱山を建設したとしても22年間の･

稼行が可能でありその潜在価値は10億元を越える.

本鉱床の精密探査を促進するため中国有色金属総公

司は吉林省の天宝鉱山の地質部門から必要な人員を配置

し現在すでに探鉱と採鉱を結合した方式による稼行を

計画しており2年間で臥龍鉱体の精密探査を終え

1991年には正式に操業に入る予定である.

陳爾嚢李述(中国地質報1988･7･15)�


