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Colin Bull

s polar Books

の紹介
北見工業大学 亀 田 貴 雄

コーリン・プル氏（Dr．Colin Bu11）は，アメ1）カ
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における極地研究の拠点であるオハイオ州立大学バード
極地研究センターおよび同大学数学・物理学科（Byrd

Polar Research Center and College of Mathe−
maticaland PhysicalSciences，The Ohio State
University）の教授を1986年に退官した極地雪氷学お
よび極地科学の研究者である．私は今年（1996年）の夏
にアメリカのマジソン（ウィスコンシン州）へ南極観測

で使用する無人気象観測装置の打ち合わせのために行っ
たが，その時に町の古本屋で極地関係の古本を専門に扱
うブル氏のカタログを偶然入手した（国1）．内容は，
極地に関する本のカタログであるが，本の状態などが詳
細に記してある辛が特徴である（図2）．ここでは，彼

が古本業を営む事になった緯緯とアメリカにおける極地
関係の古本の状況や彼のこれまでの研究業績を説明しな
がら， Colin Bull s Polar Books▼● を紹介する．
彼が古本を集めるようになったのは，「北グリーンラ

C＾T∧LO（；uti25．l：＾LL1996

P0．【h川 ■ 丁5．Ro＝叫 8■r．W▲ 9AOも1．US▲

ンド調査隊（イギ．）スが組織，British North Green＿

P■01】t

1and Expedition）から帰った1954年からであるが，
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図1 Colin BullTs polar Books
（極地に関する古本のカタログ）の表紙

実際に古本を販売するようになったのは，19鮎年にオハ
イオ州立大学を退官した後」とのことである．しかし，
実は彼は「12才の時から本屋になりたく，また極地を研
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究する科学者にもなりたかった」との事なので，少年の
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頃の夢を2つとも実現したことになる．彼の最新のカタ
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ログ（Colin Bull s Polar Books）には，500冊を越
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える極地関係の本が載っている．これらの本は，古本屋
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を訪ねたりオークションで購入したりするそうであるが，
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彼がつける本の値段はアメリカでは最も廉価なものなの
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で，彼のカタログを見て逆に古本屋が購入していくそう
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である．アメリカには，主に極地関係の本を扱う業者が

tto

●う■d一∩山側＋S
11り

】〜○▲ H■【−〔・f−−■帥Il【■oH≠■＝ ■■■−● 山亡忙［1脚一一W ∈叫
l叩 L州− H●一仰川−Iし−一山勺 2㌧疇−t・−■p．■，叫 u▲餌1男

4つあるそうであるが，これらの業者がよく彼から古本

■

を購入するそうである，また，彼の「店」は自宅のガレー

どだそうだ．
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ジに隣接した部屋で，1ケ月に10人程度の客が来るだけ
との串なので，「商売」はカタログを通すことがほとん
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彼のこれまでの研究は，彼自身によると「広く・浅く」
が特徴だそうである．具体的には，グリーンランドと南
極のアイソスタシー，中生代の古地磁気氷河地形学，
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気候関係，寒冷氷河の流動機構などが主となるそうです．
また，1958年に彼が南極のバンダ湖の近くを調査した際
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図2 カタログの内容例
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に彼の友人がライト谷にある湖をプル湖（BullLake）
と名付けてくれたそうです．ただし，この瀾は彼の研究
成果を反映して，広く・浅い湖（長さ3km，探さ2cm
！）だったそうです．また，オハイオ州立大学時代に彼

うです．

最後に古本の注文方法を記します．私は何冊か注文し
ましたが，その度に親切に対応してくれます，支払いは，
銀行または郵便局経由で可能でした．

が教えた学生には，Ⅰ．Whillans（オハイオ州立大学），

P．Mayewski（ニューハンプシャー大学），R．Alley

連絡先住所：Colin Bu］1 s Polar Books

（ペンシルバニア州立大学），0．Or・heim（ノルウェー

P．0．Box4675，Rolling

極地研究所）など現在活躍している雪氷研究者がいるそ

Bay WA，98061，USA

「ゆきみらい，97in長岡」開催のお知らせ
期間1997年2月20日（木）〜2月23日（日）
主催 建設省北陸地方建設局，新潟県，長岡市，（社）雪センター
後援 H本雪氷学会 他

主な内容
・r全国克雪・利雪シンポジウム』

日 時 1997年2月20日（木）

会 場 長岡リリックホール
参加費 5，000円
特別講演 「21世紀へ，今，輝いて」 岸 ユキ
パネルディスカッション
テーマ「21世紀の快適雪国ライフを目指して」

・r雪と道路の研究発表会j

日 時 1997年2月21日（金）
会 場 長岡リリックホール（コンサートホール・シアター）

入場無料
基調講演「安心と活力のある地域からの雪国づくり」 宮本奉行
特別講演「地球温暖化で雪国はどうなるか」 樋口敬二
研究発表
テーマ「冬期道路情報・冬期路面管理」
パネルディスカッション
テーマ「冬期道路情報とその活用」
・その他、r全国雪技術・情報交流プラザ』町除雪機械展示・実演会」r長岡雪しか祭り」が開催される。

問い合わせ先
「ゆきみらい 97in長岡 実行委貝会事務局」

〒940 新潟県長岡市幸町2−1−1長岡市役所内
TEL：0258−33−3404 FAXニ0258−33−3415

