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南西諸島に分布するサンゴ石灰岩上の土壌の年齢
Age of soils on the coral limestone in Nansei Islands, Japan
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摘　　要
南西諸島の喜界島と南大東島の隆起サンゴ礁段丘上に分布する土壌は、押しなべて

赤色化した土壌ばかりでなく、サンゴ礁の離水年代の新旧に伴い、土壌断面形態や理
化学性が異なる。氷河性海面変動曲線と喜界島の平均隆起速度直線（1.5 m/1,000 年）
を組み合わせるアイデアにより、サンゴ礁が最終的に離水してからの期間を決定し、
各段丘面上の土壌の生成期間（以下、「土壌の年齢」と呼ぶ）を推定し、隆起サンゴ礁
段丘上の土壌生成過程を明らかにした。また、喜界島の各土壌の年齢と遊離鉄の結晶
化指数との間に高い相関関係が認められ、その関係式を外挿し、年齢不詳の南大東島
土壌の年齢を推定した結果、約 50～63 万年という年代値を得た。さらに、宇宙線生
成核種ベリリウム－10（10Be）による年代測定法を利用し、喜界島土壌の年齢を算出し
たところ、氷河性海面変動曲線と平均隆起速度直線を組み合わせて推定した年齢とほ
ぼ一致することを明らかにした ｡
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遊離鉄の結晶化指数，隆起サンゴ礁
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1．はじめに

現代土壌学の創始者 V. V. Dokuchaev（1846～
1903）は、「土壌は現地の気候・動植物・母岩の組成
と組織・地形・土地の年齢といった土壌生成因子の
総合的作用の結果として地表に生成する独立した歴
史的自然体である」という画期的な成因的土壌観を
確立した 1）。その後、H. Jenny（1899 ～ 1992）はこの
考え方を次のように表した。

S＝f（cl，o，r，p，t）

ここで土壌（S）は、気候（cl）、生物（o）、地形（r）、
母材（p）、時間（t）の総合作用の関数として表わされ、
これらは「土壌生成因子（Soil-forming factors）」と
呼ばれている 1）。ある土壌の生成過程やその系統的
な分類を論ずる際には、これら 5 つの土壌生成因子
の正確な把握が必要不可欠である。しかし、これら
5 つの土壌生成因子の中でも ｢ 時間 ｣ という概念の
導入は、その研究が遅れているのが現状である。

従来、土壌の年代推定法は、既知年代のテフラ、
地形面、堆積物、考古学的遺物などとの層位学的比

較が主であった 2）。一方、土壌自体の年代測定法と
しては、土壌有機物の放射性炭素（14C）年代測定法
が主流であるが、火山灰土壌における有機リンの蓄
積 3）、累積性黒ボク土中の植物ケイ酸体の蓄積年率 4）

およびその風化度 5）－ 7）からの年代推定なども行われ
てきた。

近年、機器分析技術の進歩により、年代測定の精
度が向上するとともに、測定限界が大幅に溯ったた
め、年代の古いテフラや遺物を正確に測定できるよ
うになった。特に火山灰土壌や泥炭などに代表され
る累積性の土壌・堆積物では、その年代測定結果と
植物ケイ酸体や花粉分析などを組み合わせ、古環境
の復元が盛んに行われている 8），9）。しかし、いわゆ
る残積成の土壌では母岩（岩石）の形成年代は各種年
代測定法により決定できる可能性が高いが、ある岩
石や堆積物が、風化と土壌生成作用の結果、層位分
化して、一定の土壌断面形態を有するために要した
期間（つまり土壌生成開始からの期間）を求めること
は非常に困難であった。本稿では、岩石の生成年代
＝現在から岩石が生成した時までの時間、これに対
して、土壌の生成年代＝岩石や母材に土壌生成作用
が働き始めた時から現在までの時間と定義し、両者
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を混同しないように、以下、土壌の生成年代を「土
壌の年齢」と呼ぶこととしたい。

このような背景の下、永塚ら 10）は、南西諸島、喜
界島において氷河性海面変動曲線とこの島の平均隆
起速度直線（1.5 m/1,000 年）を組み合わせるアイデ
アによって、サンゴ礁が最終的に離水してからの期
間を推定し、各段丘面上の土壌の年齢を決定した。

そこで本稿では、喜界島の隆起サンゴ礁段丘上に
生成する各土壌の年齢推定とその土壌生成過程、次
いで、南大東島の隆起サンゴ礁段丘上の土壌の年齢
推定を紹介し、さらに宇宙線生成核種ベリリウム 
－10（10Be）を利用した喜界島土壌の年齢測定結果に
ついて解説する。

2．南西諸島の隆起サンゴ礁段丘上に分布する土壌

喜界島は、奄美大島の東方約 25 km の海上に位
置する北東から南西方向に細長く伸びる島である。
島の長軸は 12.5 km、短軸は最も距離が短い場所で
2.3 km であり、周囲が 43 km、面積が 55.7 km2 で

ある。図 1b に示すように標高 224 m の島の最高所
まで隆起サンゴ礁が分布し、離水年代の異なる 10
段以上の隆起サンゴ礁段丘が形成されている 11）－ 14）。
一般にサンゴ礁形成時の礁縁（リッジ）部分では土層
は薄く、礁原（ラグーン）部分では厚くなる傾向があ
る。図 2 は、喜界島の隆起サンゴ礁段丘のリッジ
部分に分布する代表的な土壌（No. 1～6）である。サ
ンゴ石灰岩上の土壌が押しなべて赤色化しているわ
けではなく、段丘面によってその発達程度が異なる
ことがわかる。一般に土壌はある段階になると定常
状態に達し、それ以上の断面形態の発達が認められ
なくなる。ここで発達程度とは、「赤色化」の程度
を示すのではなく、「土壌の層位分化あるいは層位
の厚さ」を示している。これまで南西諸島の隆起サ
ンゴ礁段丘上には、図 2 に類似した断面形態を有
する土壌の分布が報告されていた 15）。しかし、この
ような土壌の多様性が地形や植生の違いに起因する
のか、はたして土壌の年齢の差異によるものなのか
は、はっきりしていなかった。そこで永塚ら 10）は、
喜界島の隆起サンゴ礁段丘面ごとに詳細な土壌断面
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図 1　研究対象地域および土壌試料採取地点（Ota and Omura13）を一部引用）．
a）喜界島および南大東島の位置，b）喜界島の段丘区分：更新世段丘Ⅰ面（標高 224～190 m），Ⅱ面（標高 190～110 m），Ⅲ面（標高
110～50 m），Ⅳ面（標高 50～35 m），Ⅴ面（標高 35～20 m），完新世段丘Ⅰ面（標高 15～10 m），Ⅱ面（標高 7～5 m），Ⅲ面（標高 5～
3 m），Ⅳ面（標高 2～1.5 m）．更新世段丘は Konishi et al.11），完新世段丘は太田ら 12）の区分に従った．c）南大東島の地形区分：桃（標
高 60 m 以上），橙（標高 60～50 m），緑（標高 50～30 m），青（標高 30～15 m），水（標高 15～10 m），茶（標高 10～5 m），黄（標高 5 m
未満）．No. 1 ～ 6，D-1 および D-2 は各土壌の採取地点．
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調査を行い、図 1b および図 2 に示したような土壌
の分布様式を報告した。No. 1 ～ 6 の各土壌の採取
地点は、図 1b に示したとおりであり、すなわち、
高位の段丘面ほど離水年代が古く、土壌の年齢が古
いことが予想される。

一方、南大東島は、沖縄本島の東方約 390 km の
海上に位置し、東西 5.8 km、南北 6.5 km、周囲
20.8 km、面積 30.6 km2 の短楕円形をした隆起環礁
の島として世界的に有名である（図 1c）。図 3 は、
南大東島の現地の言葉では“幕上（はぐうえ）”と呼
ばれている隆起サンゴ礁段丘のリッジ部分に分布す
る代表的な土壌（D-1、D-2）である。なお、図 3 に
示した各土壌（D-1、D-2）の採取地点は図 1c に示し
たとおりである。

3．隆起サンゴ礁段丘上に分布する土壌の年齢推定

3.1　海面変動曲線と隆起速度直線の組み合わせ法
永塚ら 10）は、南西諸島、喜界島において氷河性 

海 面 変 動 曲 線 と こ の 島 の 平 均 隆 起 速 度 直 線
（1.5 m/1,000 年）を組み合わせて、サンゴ礁が最終
的に離水してからの期間を推定し、各段丘面上の土
壌生成期間（土壌の年齢）を決定した。Konishi ら 11）

は、喜界島の礁石灰岩中のサンゴ化石の放射年代測
定に基いて、喜界島が過去 13 万年間に 1.5 m/1,000
年という平均速度で継続的に隆起してきたことを明
らかにし、図 4 に示したような氷河性海面変動曲
線を提案している。なお、氷河性海面変動曲線は、
第四紀の気候変動に伴うグローバルな氷床の拡大・
縮小による海面の上昇または下降により形成され
る。また、喜界島において 1.5 m/1,000 年という等
速な隆起を仮定すると、図 4 に示したような平均
隆起速度直線を描くことができる。例えば、図 4 に
おいて標高 224 m から 163 m の高度に分布する土
壌は、12.5～12 万年前に離水し、その土壌の年齢は
12.5～12 万年となる。すなわち、土壌の年齢は高位

図 2　喜界島の隆起サンゴ礁段丘（上）と土壌（下）．
各土壌断面写真の番号（No. 1 ～ 6）は図 1b の試料採取地点に対
応する（前島勇治・永塚鎮男・東 照雄氏 撮影）

図 3　南大東島の隆起サンゴ礁段丘（上）と土壌（下）．
各土壌断面写真の番号（D-1，D-2）は図 1c の試料採取地点に対
応する（永塚鎮男 撮影）．
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の段丘ほど長くなり、低位の段丘ほど短くなるが、
標高 125 m よりやや低い高度に分布する土壌は、
9.5 万年前に一旦離水した後、8 万年前頃沈水し侵
食され、8 万年以降再び離水したもので、その土壌
の年齢はおよそ 8 万年となる。このように氷河性海
面変動曲線と平均隆起速度直線を利用して各土壌の
年齢を推定した結果を表 1 に示した。

このように各段丘面上の土壌の推定年齢が明らか
になったことにより、隆起サンゴ礁段丘上の土壌生
成過程と基礎的土壌生成作用を図 5 のようにまと
めることができた 16），18）。本稿では日本の統一的土
壌分類体系（第一次案）19）に従い、土壌の分類名を示
している。なお、同分類体系（第二次案）20）との対応
関係を示すため、以下では第二次案による分類名も
括弧書きで併記するとともに、表 2 に対応関係を
示した。

図 5 は隆起サンゴ礁段丘上の一連の土壌生成過
程を土壌断面模式図と土壌生成作用を時系列に並べ

て模式的に表した図である。すなわち、
① サンゴ礁が離水後、1,500 年までは土壌生成は

ほとんど進まず、岩石地の状態が続く。
② 約 3,000 年で（A）/C 断面を示す“リソゾル（固

結岩屑土）”が生成し始める。
③  3,500～3,900 年で A 層中に多量のサンゴ石灰

岩礫を含む A/C 断面を示す“初生レンジナ様
土（レンジナ様土型非固結岩屑土）”（図 2No. 1）
が生成し、遊離炭酸塩（CaCO3）を多量に含ん
でいる。

④  8,500～35,000 年の生成期間の土壌は、縄文海
進期の海面上昇によって侵食されて失われて
しまったものと推定される。

⑤  3.5～4 万年で“脱炭酸塩作用”が進行し、遊
離炭酸塩の大部分は溶解･溶脱すると同時に

“腐植集積作用”が進み、Ah/C 断面を示す“レ
ンジナ様土（レンジナ様土型非固結岩屑土）”

（図 2No. 2）が生成する。

図 4　 氷河性海面変動曲線と平均隆起速度直線による土壌生成
速度の推定（Nagatsuka and Maejima16）を一部改変）．
縦軸：喜界島の海抜高度（m），横軸：時間（単位；万年）を示す．

表 1　喜界島の隆起サンゴ礁段丘上の土壌の年齢（Maejima ら 17）を一部改変）．

段丘面 標高
（m a. s. l.）

サンゴの年代＊

（×104yrsBP） 土壌型
　土壌の年齢（×104yrsBP）

海面変動 & 隆起速度＊＊ 10Be 年代

更
新
世

Ⅰ 224－190 12.5 テラロッサ様土～赤黄色土（No. 6） 12.5－12.0 ＞11.9

Ⅱ 190－110 10 テラロッサ様土（No. 5） 10.0－9.5 ＞15.8

Ⅲ 110－50 8 テラフスカ様土（No. 4） 8.0－7.0 ＞14.3

Ⅳ 50－35 6－5 褐色レンジナ様土（No. 3） 5.5－5.0 ＞6.8

Ⅴ 35－20 3.5－4.5 レンジナ様土（No. 2） 4.0－3.5 ＞2.0

完
新
世

Ⅰ 15－10 0.60－0.68 － 0.60 －
Ⅱ 7－5 0.35－0.52 初生レンジナ様土（No. 1） 0.39－0.35 ＞0.8

Ⅲ 5－3 0.30－0.35 固結岩屑土 0.30 －
Ⅳ 2－1.5 0.15－0.20 岩石地 0.15 －

＊ Konishi ら 11）；太田ら 12）

＊＊ Nagatsuka and Maejima16）
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⑥  5～5.5 万年では、“褐色化作用”が進み、Ah/
Bw/C 断面を示す“褐色レンジナ様土（普通表
層暗色石灰質土）”（図 2 No. 3）が生成する。

⑦  7～8 万年では、遊離炭酸塩が溶脱によってほ
ぼ完全に失われ、“腐植の分解”と“粘土の機
械的移動”が進行し、A/Bt/C 断面を示す“テ
ラフスカ様土（粘土集積質黄褐色石灰質土）”

（図 2No. 4）が生成する。
⑧  9.5～10 万年では、吸着複合体にわずかに塩基

未飽和がみられるようになるとともに、“赤色
化作用”が進んで“テラロッサ様土（粘土集積
質赤褐色石灰質土）”（図 2No. 5）が生成する。

⑨  12～12.5 万年では、交換性陽イオンの溶脱（“塩

基溶脱作用”）がかなり進行するが、塩基飽和
度はなお 35％より大きく、“テラロッサ様土と
赤黄色土の中間的な段階（粘土集積質赤褐色石
灰質土）”（図 2No. 6）にある。したがって、亜
熱帯湿潤気候下の南西諸島において、隆起サ
ンゴ礁段丘上で赤黄色土が生成するためには、
12.5 万年以上の時間が必要であるといえる 16）。

以下に各土壌の諸性質を日本の統一的土壌分類体
系（第一次案）19）より抜粋した。

レンジナ様土：カルシウムやマグネシウムに富む
岩石（主として琉球石灰岩）から生成した石礫質の土
壌。遊離の炭酸塩を含み、弱アルカリ性を呈す。南
西諸島の隆起サンゴ礁段丘の低位面に分布する。

テラフスカ様土：カルシウムやマグネシウムに富
む岩石（主として琉球石灰岩）上の A/B/C 断面をも
つ塩基飽和度の高い土壌。遊離の炭酸塩を含まず、
微酸性～中性を呈す。隆起サンゴ礁段丘の中位面に
広く分布する。B 層は黄褐色～赤褐色。

テラロッサ様土：カルシウムやマグネシウムに富
む岩石（主として琉球石灰岩）上の暗赤色を呈する土
壌。A 層は酸性を呈する場合もあるが、B 層以下は
塩基飽和度が高い。

赤黄色土：腐植含量の低い、薄い A 層の下に赤
色ないし黄色の Bt 層をもつ、塩基不飽和な土壌。
母材の風化は進んでいる。

なお、“リソゾル”、“初生レンジナ様土”、“褐色
レンジナ様土”、後述の“ラテライト性赤色土”お
よび“ラテライト性黄色土”は一次案に設定されて
いないため、筆者らが暫定的に使用した。

図 5　隆起サンゴ礁段丘上の土壌生成過程と基礎的土壌生成作用（Nagatsuka and Maejima16）に加筆）．

表 2　喜界島および南大東島の土壌の分類．

日本の統一的土壌分類体系
（第一次案，1986） （第二次案，2002）

喜界島
No.1 初生レンジナ様土＊ レンジナ様土型非固結岩屑土
No.2 レンジナ様土 レンジナ様土型非固結岩屑土
No.3 褐色レンジナ様土＊ 普通表層暗色石灰質土
No.4 テラフスカ様土 粘土集積質黄褐色石灰質土
No.5 テラロッサ様土 粘土集積質赤褐色石灰質土

No.6 テラロッサ様土と
赤黄色土の中間型 粘土集積質赤褐色石灰質土

南大東島
D-1 ラテライト性赤色土＊ 典型粘土集積質赤黄色土
D-2 ラテライト性黄色土＊ 典型粘土集積質赤黄色土

＊暫定的に用いた．
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年）の蓄積量から年代を決定するという 10Be 年代測
定法によって地形面や土壌の絶対生成年代を決定
し、その生成速度と発達過程を明らかにしようとす
る試みが盛んに行われるようになった 29）。図 7 に
示すように、宇宙線生成核種 10Be は、高層大気中
で生成され、成層圏から対流圏を経て、地表や海面
に落下し、堆積物（堆積岩、表土）に取り込まれてい
く。一旦、10Be を含んだ降水が土壌中に浸潤すると、
10Be は粘土鉱物に強く吸着されるため、土壌中の
10Be の現存量（inventory）は時間の経過に伴って増
加する 30），31）。つまり、土壌生成開始からの 10Be の

3.2　遊離鉄の結晶化指数と土壌の年齢
隆起環礁の島として世界的に有名な南大東島は、

フィリピン海プレート上の大東海嶺に属し、第三紀
始新世（5,200 万年前）に約 1,000 km 南から徐々に北
上しつつ、沈降し、環礁を形成してきたが 21）、約
100 万年前の第四紀更新世から隆起に転じ、隆起環
礁になったと考えられており 22）、その平均隆起速度
は 0.05 mm/yr といわれている 23）。現地土壌の断面
調査およびその理化学的性質より、南大東島の“幕
上（はぐうえ）”と呼ばれる隆起サンゴ礁段丘上には、
喜界島の最高位面の土壌（図 2No. 6）よりもはるか
に長い土壌生成期間を経たと考えられる“ラテライ
ト性赤色土（典型粘土集積質赤黄色土）”および“ラ
テライト性黄色土（典型粘土集積質赤黄色土）”が生
成していることがわかった 24），25）。しかし、この土
壌の年齢は明らかではない。そこで、前出の喜界島
の各段丘面上に分布する土壌の年齢（x）と、遊離鉄
の 結 晶 化 指 数 2 6 ）（ y ）と の 間 に 高 い 相 関 関 係 

（y＝0.0687 x0.1857，r＝0.91）が認められることから、
この相関関係を外挿し、年齢不詳の南大東島のラテ
ライト性赤色土とラテライト性黄色土の年齢を推定
したところ、それぞれ約 50 万年、約 63 万年という
年代値が得られた（図 6）。これらの年代値は、南大
東島のサンゴ化石の電子スピン共鳴（Electron Spin 
Resonance：ESR）法による年代値（約 55～120 万
年）27）の最小値に非常に近い値を示すことから、遊
離鉄の結晶化指数は、土壌の年齢の指標として有効
であることが示唆された 28）。母岩・母材や土壌型の
異なるその他の地域の土壌へ適用し、その有用性を
確かめる必要があるが、喜界島や南大東島の例のよ
うに同様な母材や地域に限定すれば、遊離鉄の結晶
化指数が土壌の生成年代の指標となる可能性が示唆
された。
3.3　宇宙線生成核種 10Be の利用

近年、地形学や地球科学の分野では、土壌中の宇
宙線生成核種 10Be（ベリリウム－10、半減期 150 万

図 6　 喜界島の土壌生成期間（推定年齢）と遊離鉄の結晶化指数との関係から年齢不詳の
南大東島の土壌（ラテライト性赤色土およびラテライト性黄色土）の年齢を推定．

図 7　地球上における宇宙線生成核種 10Be の挙動．
高層大気中で生成された Meteoric 10Be は，成層圏から対流圏を
経て，地表や海面に落下し，堆積物（堆積岩，表土）に取り込まれ
ていく．緑，黄，橙の段丘はそれぞれ低位段丘，中位段丘，高位
段丘を示す．
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現存量がわかれば、以下の式を利用して土壌の年齢
を決定できる。

t＝－1/λ ln（1－λN/q）
　　N ： 時間 t における 10Be の量（atoms cm － 2）
　　q ： 10Be の年間降下速度（atoms cm － 2 yr － 1）
　　λ ：10Be の壊変定数（4.62×10 － 7 yr － 1）

しかし、10Be の年間降下速度（precipitation rate）
は、降水量によって変化し 32）、また、高層大気中で
の 10Be の生成速度（production rate）も宇宙線強度の
影響を受けるため、現段階では過去数十万年間の
10Be の平均降下速度は明らかでない点が問題であ
る。以上は、“Meteoric 10Be”と呼ばれ、“in situ 
10Be”と区別されており、混同しないよう注意が必
要である。本稿では詳しく説明しないが、“in situ 
10Be”は最近、わが国でも岩石や地形面の表面露出
年代を測定する方法として盛んに利用されてい 
る 33），34）。それはすなわち宇宙線が岩石表面に照射
し、岩石内部の鉱物中（例えば、石英）に生じた 10Be
の生成量から年代を算出する方法である。

ところで Meteoric 10Be、in situ 10Be に関わらず、
10Be 濃度の測定には、通常の質量分析ではなく、加
速器質量分析（Accelerator Mass Spectrometr y；
AMS）が必要となる。最近では、AMS による土壌

有機物の 14C 年代測定も盛んに行われており、AMS
は従来の低レベル放射線測定法では測定不可能な微
量の放射性物質を含む試料を扱う研究分野で急速に
浸透してきた 35），36）。10Be は半減期 150 万年という
長寿命核種という性質に加えて、Meteoric 10Be は
土壌中の粘土鉱物に非常に強く吸着保持されるた
め、この性質を利用して、その蓄積量から土壌の年
齢を推定することができる。その試算を行った結果
を次に紹介する。
3.4　10Be 年代測定法による喜界島土壌の年齢測定

氷河性海面変動曲線と平均隆起速度直線から年齢
を推定した喜界島の土壌に含まれている 10Be 濃度
を測定した結果を図 8 に示した。粘土含量と 10Be
濃度との間に正の相関関係が認められており 37）、や
はり 10Be は土壌中の粘土鉱物に吸着・保持されて
いることが確認された。そこで 10Be 年代測定法を
これらの土壌の年齢決定に適用したところ、結果は
表 1 のようになった（10Be 年代として示した値）。海
面変動曲線と隆起速度との関係から推定された土壌
の年齢と 10Be の現存量から算出された土壌の年齢
はよく一致し（表 1）、亜熱帯湿潤気候下の隆起サン
ゴ段丘上で赤黄色土が生成するためには少なくとも
10 万年以上の年月が必要であることが明らかとな
った。このため、土壌中の 10Be の現存量は、土壌
の年齢を評価する上で有効な指標となりうる可能性

図 8　喜界島の隆起サンゴ礁段丘上の土壌中 10Be 濃度と粘土含量 17）．
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が示唆された 17）。しかし、喜界島の最高位面に生成
している土壌の 10Be 年代がその下位面の土壌より
若い値を示すのは、侵食や溶脱に伴う 10Be の損失
が生じたことに起因すると考えられる。また、現段
階では過去数十万年の間、10Be の降下量がはっきり
せず、土壌の正確な年齢を算出するには問題がある。
だが、土壌中に存在する成分を利用するこの方法は、
従来の段丘形成や風化の程度を指標とした間接的な
年代推定法より、土壌の実年齢に一歩でも近づいた
方法であると考えられる。ただし、石灰岩上の土壌
については、その母材の大部分を中国大陸からの風
成塵（レス）に求める風成塵起源説 38）と石灰岩が溶解
しその不純物から成るという残積成土壌説 39）がある
が、いずれにしても図 2 および図 3 に示すような
多様な土壌が存在することは間違いなく、その母材
に対する石灰岩とレスの寄与率に関しては今後の研
究の展開に期待するところである。

4．おわりに

本稿では、南西諸島に分布するサンゴ石灰岩上の
土壌の生成年代について解説した。時間軸を設定し、
土壌生成過程を考察することは大変重要であり、生
成過程が明らかになれば、自ずと系統的な土壌の分
類ができるであろう。まさに、「土壌生成学」と「土
壌分類学」は、車の両輪であり、どちらかが進みす
ぎるということはありえない。また、土壌の正確な
年齢を決定することは、ペドロジー（土壌生成・分
類学）への貢献のみならず、古環境の復元や地球環
境の将来予測につながることが大いに期待される。
したがって、地球の大切な皮膚である多種多様な土
壌に適用できうる年齢測定法の一日も早い確立が望
まれる。
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