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欠席される正会員．学生会員の方は，是非総会へ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
（2002年5月末現在の数では328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，

綴じ込みの委任状を是非お送りいただきたく，9月12日（木）までに委任状を事務局宛にお送りください．

日本地質学会第109年総会
2002年7月1日

日本地質学会会長　小松正幸

日本地質学会第109年総会を次の議事により開催します．

2002年9月14日（土） 10 : 00～12 : 00

会場　新潟大学教育学部大講義室（1階）

1． 開会 5． 審議事項
2． 議長選出 1） 名誉会員の推薦
3． 報告事項 2） 法人化について
2002年度事業報告 3） 2003年度（2003.1.1_12.31）

4． 承認を求める事項 事業計画および予算案について
1） 2003年度役員選挙結果報告 6． 日本地質学会各賞授与
2） 2002年度評議員会議決事項 7． 名誉会員ならびに50年会員の顕彰
3） 2001年度（2001.1.1_12.31） 8． その他
決算・財産目録および会計監査報告 9． 新旧会長挨拶
4） 2002年度（2002.1.1_12.31）予算案 10． 閉会

日本地質学会法人化に関する議案について
日本地質学会評議員会議長

周籐　賢治

2002年度第4回評議員会議抄録（本号23_29p）にあるように，

評議員会では法人化調査検討委員会の答申を承認し，日本地質
学会第109年総会に審議事項の一つとして，「法人化について」
を諮ります．本審議事項は日本地質学会にとって重要な事項で
すので，あらかじめその議案をここに提示します．

会員のみなさんにおかれましては事前のご検討方，よろしく
お願いします．

議案（2）法人化について
①日本地質学会の社団法人化を進めるために，評議員会のも

とに「日本地質学会法人化準備委員会」を設置します．

②本準備委員会は社団法人「日本地質学会」の定款案策定を
はじめ，法人化に向けた種々の準備を進めます．準備の一つと
して，日本地質学会の基本財産2000万円確保のための募金活
動にも取り組みます．

③定款案は文部科学省の学校法人版定款作成例に基づいたも
のとします．また，定款の枠内で，これまで学会がとってきた
組織運営体制をできるかぎり生かすように努力します．

提案に至る経緯
日本地質学会は昨年第108回総会において，評議員会のもと

に法人化調査検討委員会を設置することを承認しました（資料
News誌Vol.4, No.11, p6）．法人化調査検討委員会はその後，総
会で付託された「任務と役割」にそって精力的に調査検討を進
めるとともに，2001年12月の第2回評議員会，2002年3月の第
3回評議員会，2002年6月の第4回評議員会にその都度検討経
緯を報告するとともに，必要な事項について提案してきました．

評議員会はそれらの報告並びに提案を受け，審議を重ねてきま
した．また，3月の評議員会の直前には会員の意見を聞くとい
う立場で「法人化の検討経過の報告と討論の会」を開催しまし
た．それぞれの定例評議員会での審議内容は次の通りです．

第2回評議員会での審議内容（資料News誌Vol. 5, No.1, p31）
調査検討委員会から学会としての法人化の取り組みの経緯，

他学会の動向，公益法人に求められる任務と役割が報告された
後，自由討論として行われました．

報告・討議のなかで，文部科学省から入手された資料や公益法
人の機能などの解説書に基づき，公益（社団）法人の活動とし
て強調するべき点として以下の視点が確認されました．

すなわち，ある団体が法人として認可されるためには，民主
的な運営のもとに，普及啓発活動，国際的な活動，経理の合理
的処理などの責任と透明性のある社会的対応を格段に強化する
ことが求められます．こうした法人の基本的性格について討論
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した上で，実際に地質学会が法人化する際に生じるであろう諸
問題について意見が交わされました．

第3回評議員会での審議内容（資料News誌Vol.5, No.5, p23）
調査検討委員会からの報告，ならびに前日に開催された「法

人化の検討経過の報告と討論の会」の内容の報告を受け，学会
としての法人化の必要性，法人化に伴う学会運営上の変更，監
督官庁の対応などについて検討されました．

地質学界全体がおかれている状況を切り拓いていくためには
学会が法的な人格を獲得し，社会的認知を受けることの重要性
が確認され，「地質学会を法人化する必要性を評議員会として
認める」ことが賛成多数で採択されました．これを受け，法人
化に向けた今後の進め方が討論され，調査検討委員会に対して
の要望がとりまとめられました．

なお，委員会においては上記を踏まえた検討をさらに行うと
ともに，最近法人化あるいは法人化を進めつつある学会につい

て状況把握についてと文科省から学会法人についての考え方や
認可の基準を聞く中で，現時点で法人化する場合の定款作成上
の問題点や法人化へのスケジュールについての検討を行い，会
員への広報を行っているので（News誌同上p12_13），あわせ
て参考にして下さるようお願いします．

第4回評議員会での審議内容（資料News誌本号，p31）
調査検討委員会からの答申とその説明を中心に，第3回評議

員会での審議結果を再確認した上，総会での提案内容について
審議しました．討論では法人についての文科省の考え方や関連
学会の動向，定款案骨子，参考としての定款案などの資料の報
告もふまえて，委員会答申を賛成多数で承認しました．その答
申内容を具体化したのが，上記議案です．

なお，委員会ではさらに検討を深め，定款案骨子など，総会
で行う説明内容を次号に掲載する予定です．

日本地質学会第109年年会・総会（新潟大会）の各種申し込み状況

現在（7月7日）の各種申し込み状況は，以下の通りです．下記の申し込みスケジュールとNews誌5月号を参考にされて，早め
の申し込みをお願いいたします．

（ア）各種学会参加登録：61名　（イ）弁当：3日間で36名　（ウ）懇親会：25名　（エ）見学旅行

見学旅行の参加申込はお早めに！　見学旅行の参加申込〆切は8月10日です．News5月号の16pの申込書で申
し込んでください．なおこの申込書は後述のHPからダウンロードすることも出来ます．7月7日現在の申込状況は以下の通りです．

（1）韓国　6名，（2）青海　3名，（3）上越帯　9名，（4）羽越　1名，（5）関東　8名，（6）信濃川　1名，（7）出雲崎　2名，（8）
北蒲原　2名，（9）石油　4名，（10）佐渡　5名．

見学旅行に関する申込状況，最新情報も随時HP http://www.sc.niigata-u.ac.jp/geology/excursion.html でお知らせしています．

申し込みはお早めにお願いいたします．

（新潟大会準備委員会見学旅行係　志村俊昭）

申し込みスケジュール　＜〆切日厳守＞

（1） JTB新潟支店に申し込むもの（郵送またはFax）

＊申込用紙はNews誌5月号16p，もしくはHP http://www.sc.niigata-u.ac.jp/geology/application.pdfをご覧ください．

①見学旅行　8月10日（土）

②宿泊・交通　8月10日（土）

③大会参加（参加登録費・講演要旨集代の事前支払い） 8月31日（土）

④講演要旨集頒布（大会に参加しない方用） 8月31日（土）

⑤懇親会・弁当　8月31日（土）

（2） 地質学会行事委員会（東京）に申し込むもの

①講演要旨原稿提出　7月31日（水）

講演要旨原稿フォーマットはNews誌5月号7p，または大会HP http://www.sc.niigata-u.ac.jp/geology/koenyoshi.pdfを参照くだ
さい．

（3） 準備委員会（新潟）に申し込むもの

①賛助会員・企業等団体展示会（係代表へ） 7月15日（月）（延長しました）

②保育室利用（係代表へ） 8月9日（金）

③販売・見本の展示（係代表へ） 8月10日（土）

④市民向け体験学習ツアー（係代表へ） 9月8日（日）

係りの連絡先はNews誌5月号，もしくはHPをご覧ください． 日本地質学会行事委員会

電話 03_5823_1150，Fax 03_5823_1156
e-mail : geosocjp@ra2.so-net.ne.jp

日本地質学会第109年年会（新潟大会）準備委員会

電話 025_262_6197（地質科学教室事務室），Fax 025_262_6194
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各賞選考委員会は，昨年12月の委員会発足以来各賞選考手
続きをすすめ，選考結果を6月の第4回定例評議員会に報告し
ました．評議員会では質疑の上，選考結果をご承認いただきま
した（本号第4回評議員会報告参照p29_30）．各賞の選考経過
等については，2000年度各賞問題検討委員会答申によって，で
きるかぎり公表することとなっていますので，ここに委員会で
の選考経過の概要と評議員会での議論の一部についてご報告し
ます．

1） 選考経過・選考方法

各賞選考委員会は，3回の委員会の開催および電子メールに
よる数回の意見交換を通じて選考を行った．論文各賞について
は，2000年度各賞問題検討委員会答申にしたがい，まず会員・
専門部会等より推薦された候補について順位（点数）をつけ，

それを参考に協議した．なお，この投票に際しては各委員の各
候補にたいする推薦理由も添付することとし，その後の検討資
料とした．ただし，各候補が得た点数は，各委員の順位の重み
がまちまちであったので，考慮には入れたが，それを絶対視は
しなかった．むしろ，多くの（過半数の）委員が評価し，受賞
に同意しているかどうか（専門分野以外の委員も評価している
かどうか）を重視した．地質学会賞については，とくに点数は
つけず，地質学界の発展にたいする貢献についての各委員の評
価にもとづき検討した．この賞の選考にあたっては，賞の定義
や選考基準がかならずしも明確でないとの意見もあったが，本
選考委員会では，基本的には，社会貢献や地質学会への貢献を
含め，地質科学の発展に貢献した全功績について，広く評価す
るという立場で検討した．

2） 選考結果

（1）論文賞：論文賞については以下の6論文が候補として推薦
された．

能條　歩・長谷川四郎・岡田尚武・都郷義寛・鈴木明彦・
松田敏孝，1999，西南北海道瀬棚層の広域的岩相層序区分と
生層序年代．地質学雑誌，105, 5，370_388．
石原与四郎・宮田雄一郎，1999，中期更新統蒜山原層（岡

山県）の湖成縞状珪藻土層に見られる周期変動．地質学雑誌，

105, 7，461_472．
川上源太郎・吉田孝紀・臼杵　直，1999，北海道中央部穂

別地域の中部中新統川端層－堆積システムと供給源に関する
予察的検討－．地質学雑誌，105, 10，673_686．
中島　健・檀原　徹・鎮西清高，2000，岩手県湯田盆地の

堆積盆発達史－新生代後期における奥羽山脈中軸部の地質構
造発達史に関連して－．地質学雑誌，106, 2，93_111．
徳橋秀一・檀原　徹・岩野英樹，2000，房総半島安房層群

上部の8凝灰岩のフィッション・トラック年代．地質学雑誌，

106, 8，560_573．
Jun-ichi Kimura and Takeyoshi Yoshida, 1999, Magma

plumbing system beneath Ontake Volcano, central Japan. The
Island Arc, 8, 1, 1_29.

これらについて検討した結果，委員の多くから評価された
石原・宮田論文およびKimura & Yoshida論文の2編を候補と
するのが適当との結論を得た．

石原・宮田論文は，珪藻土にみられる“年縞”の層厚変化
を，顕微鏡観察による従来の手法に加えて，デジタル画像計
測という手法を用いて，より客観性の高いデータとして明ら
かにしたその研究手法や着眼点，そこからいくつかのオーダ
ーの周期性を見いだし，過去の地球環境変動の解明に寄与し
たことなどが高く評価された．また，Kimura & Yoshida論文
は，地質層序区分に基づいて火山体形成史を組み立て，詳細
な層序的位置づけの上に，各種の岩石学的手法を駆使して，

御岳火山マグマの，形成の場から貫入・分化の場をへて，噴
出・固結にいたるまでの時空分布を定量的にモデル化するこ
とに成功したこと，ケーススタディではあるが，研究解析と
解釈全体はグローバルなレベルのモデルになり得ることなど
が高く評価された．

（2）研究奨励賞：研究奨励賞については以下の4氏が候補とし
て推薦された．

広瀬　亘会員　受賞対象論文：広瀬　亘・岩崎深雪・中川
光弘，2000，北海道中央部～西部の新第三紀火成活動の変
遷：K-Ar年代，火山活動様式および全岩化学組成からみた
東北日本弧北端の島弧火山活動の変遷．地質学雑誌，106, 2，
120_135．
植田勇人会員　受賞対象論文：Uyeda, H., Kawamura, M.

and Iwata, K., 2001, Tectonic evolution of Cretaceous accre-
tionary complex in the Idonnappu Zone, Urakawa area, central
Hokkaido, Northern Japan: with reference to radiolarian ages
and thermal structure. 地質学雑誌，107, 2，81_98.  ; Ueda,
Hayato, Kawamura, Makoto and Niida, Kiyoaki, 2000,
Accretion and tectonic erosion processes revealed by the mode
of occurrence and geochemistry of greenstones in the
Cretaceous accretionary complexes of the Idonnappu Zone,
southern central Hokkaido, Japan. The Island Arc, 9, 2,
237_257. 
和仁良二会員　受賞対象論文：和仁良二・平野弘道，北海

道西部古丹別地域の上部白亜系大型化石層序．地質学雑誌，

106, 3，171_188．
柏木健司会員　受賞対象論文：柏木健司，2001，紀伊半島

東部秩父帯の犬戻峡コンプレックス：チャート砕屑岩シーク
エンスで特徴づけられるジュラ紀付加複合体．地質学雑誌，

107, 10，640_658．
検討の結果，広瀬　亘会員と植田勇人会員の2氏を推薦す

ることとした．広瀬会員を筆頭著者とする論文は，北海道
中・南西部の火山岩の化学組成や年代値などについて，既存
データに新たなデータを加えて系統的にまとめあげ，火山活
動から見た島弧系のテクトニクスについて総合的・定量的に
議論した優れたものである．また，植田会員は，Island Arc
所載の論文において，緑色岩類を中心とするイドンナップ帯
構成岩類について，野外における詳細な観察や岩石化学的検
討などの多様な手法を駆使し，地質構造の複雑なメランジ帯
の構造発達史を総合的に解釈しようとした研究姿勢が高く評
価された．

（3）小藤賞：小藤賞については，寺門靖高会員の論文，

Terakado, Y., 2001, Re-Os dating of the Kuroko ore deposits

2002年度日本地質学会各賞選考について

2002年度日本地質学会各賞選考委員会
委員長　永広昌之
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from the Hokuroku district, Akita Prefecture, Northeast Japan.
地質学雑誌，107, 5，354_357，が推薦された．

寺門論文は，Re-Os法という新しい手法を黒鉱鉱床の年代
測定に適用し，鉱床の形成年代についての高信頼度のデータ
をはじめて公表した点が大多数の委員に評価され，受賞が適
当との結論となった．

（4）地質学会賞：地質学会賞候補として3件の推薦があった．

従来地質学会賞は本会会員（個人）あるいは会員を代表とす
るグループに授与されてきたが，推薦の1件は複数の会員
（グループではない）を推薦するものであった．この推薦に
ついては，複数の会員の受賞があってもよく，選考対象とす
べきであるという意見と，逆に本来独立に申請すべきもので
はないかという意見もあり，委員会としてまとまった結論は
得られなかった．また，選考対象とする場合でも，推薦書の
書式に若干の問題のあることが指摘された．本委員会では，

この件の扱いは委員会の裁量範囲を越えていると判断したの
で，評価は保留し，評議員会に検討を依頼することとした．

残る2件について検討した結果，丸山茂徳会員（対象研究
テーマ：卓抜した表層地質学に基づく地球史解読）を今年度
の地質学会賞候補として評議員会に推薦することとした．主
要な理由は以下の通りである．

丸山氏は，地質学雑誌，Island Arcや各種国際誌などを通
じて，上記テーマに関わる岩石学・テクトニクス分野の成果
を数多く発表し，それらは国際的に高く評価されている．ま
た，特集号の企画をふくむ，多くの重要論文の地質学雑誌・
Island Arcへの投稿は，これらの地位の向上に大きく役立っ
ていると考えられる．さらに，「全地球史解読」や「全地球
ダイナミクス」などの組織の中心となり，地質学と周辺地球
科学との共同研究を発展させ，地質学の重要性についての認
識をあらためさせるなど，地質学界の発展に貢献した．

評議員会では，選考委員会からの地質学会賞についての問題
提起に関して種々の意見の交換があったが，対象とされる業績
にたいする貢献度の評価などを勘案し，複数の会員を候補とす
ることが妥当と判断される場合には，複数の会員を候補とした
ものも選考対象とするのが適当である（その際には推薦書もそ
れにしたがった形式であることが望ましい）との意見が大勢を
占めた．本年度選考委員会は，この点を含め，本年度の選考経
過や選考における考え方などを次期委員会に申し送ることとし
た．

以上

「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．

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！！

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 cm・縦21 cm，重さ25 g/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（15cm×21cm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―』

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
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御所浦白亜紀資料館長の田代正之氏からこ
のたび表記についてご報告いただきましたの
でご紹介します．
熊本県御所浦町には大型アンモナイトやイ

ノセラムス，トリゴニアなどの重要な化石を
多量に含む上部白亜系の姫浦層群が分布して
います．これらの化石の産出・意義は学術的
に国内外で知られてきたところであり，また
海岸の産出露頭がアクセスに便利なことから
一般の見学にもたいへん良い場所で野外博物
館として関係者により整備されてきました．

このようななかで，御所浦島と天草上島を
結ぶ道路の計画に際して同町前島の架橋工事
計画が持ち上がり，不幸にもアンモナイト密
集層を含む露頭が架橋道路にかかり重要な化
石露頭が消失する可能性が高いこととなって
しまいました．この重要な露頭を貴重な自然
遺産として何とか将来に残したいと，昨年6
月に御所浦白亜紀資料館から，露頭保全の要
望書を地質学会から熊本県に対して提出して
欲しいとの連絡が執行委員会宛にありまし
た．

執行委員会として直ちに6月12日の同委員
会で積極的に対応していくことを決め，同
23日の委員会で要望書案を検討し，同日午
後の評議員会で了承を得た上，7月2日付け
で会長名の要望書を熊本県宛提出しました．
その後現在までの経過が報告に含まれていま
す．なお，御所浦白亜紀資料館についてはニ
ュース誌3巻11号（2000），同4巻7号（2001）
の紹介記事をご参照ください．

（日本地質学会　執行委員会）

日本地質学会執行委員会御中

拝啓　日本地質学会執行委員会ならびに会員諸氏の皆様におかれまし
てはますますご清祥のこととお喜び申し上げます．
さて，平成13年6月12日の第4回執行委員会，6月23日の第5回執

行委員会で協議いただき，平成13年7月2日に地質学会より要望書を
送っていただきました，熊本県天草郡御所浦町前島の露頭保全の問題
についてその後の経過を報告いたします．
要望書を提出していただいた後の平成13年7月10日に，熊本県よ

り地質学会より提出していただきました要望書に対する御所浦町の意
見を求められたので，教育委員会から前島露頭の保全を意見いたしま
した．
平成13年8月22日に架橋検討委員会に対する現地説明会を熊本県

が現地で行った際に御所浦白亜紀資料館職員が露頭の学術的意義につ
いて解説を行い，検討委員の皆様にも十分に露頭の学術意義について
理解していただきました．
平成13年9月12日に熊本県文化課より前島の露頭に関する質問を

受けましたので，前島の露頭の学術的重要性を説明いたしました．

平成14年1月の御所浦町全島博物館構想推進協議会において，御所
浦町建設課長より架橋ルートに関する熊本県からの説明についての報
告がありました．重要な露頭をさけて架橋ルートを山よりにとるよう
に，ルートを設定したとの説明があったことが報告されました．
平成14年4月11日に熊本県より，架橋ルートの概要設計に関する

説明がありました．県からの説明では架橋ルートが重要な化石を含む
露頭部分を極力さけて設定されており，特に重要であるゴードリセラ
ス（アンモナイト）密集層やイノセラムス密集層には影響が及ばない
事が確認できました．本設計が終わるまで，まだ時間がかかるようで
すが，その時に橋脚の位置が決定し，最終的なルートの決定となると
のことでした．
このように前島露頭保全へ向けての進歩は，日本地質学会のご支援
のおかげと感じております．学会執行委員会ならびに会員諸氏へ篤く
御礼申し上げる次第です．本設計が終了し，橋脚の位置等が明確にな
りました段階で次回の報告をさせていただきたく思います．

敬具

御所浦白亜紀資料館長　田代　正之
平成14年6月7日

写真1 アンモナイト化石層露頭．

熊本県御所浦町前島の露頭保全問題についての経過報告

写真3 イノセラムス密集産状 写真2 前島ゴードリセラス．
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報告
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．

日時：2002年5月16日（木）13 : 30～16 : 30
場所：日本学術会議第4部会会議室（6階）
出席者：田中剛委員長，青木謙一郎，海老原
充，日下部実，清水洋，下山晃，田結庄良
昭，中澤高清，中村栄三，藤原顕，松田准
一　各委員

報告事項

1． 学術会議関係（青木委員より）
1.1． 平成15年度科学研究費補助金　分科・
地球惑星科学の第2段審査委員は8名にな
った．なお，平成14年度までの分科・地
球科学の第2段審査委員は6名であった．
1.2． 第137回総会（2002年4月17，18日開
催）
（1） 運営審議会附置「ITを活用した科学
能力開発に関する国際会議」実行委員会
の設置を承認した．

（2）「精神障害者との共生社会特別委員会」
の設置を承認した．

（3）運営審議会附置「情報公開等の公開に
関する検討委員会」の廃止が承認された．

（4）「日本学術会議のあり方（中間まとめ）
（案）」についての説明があり，質疑応答
がなされた．

（5）「日本の計画：Japan Perspectiveドラ
フト（案）」の説明があり，質疑応答が
なされた．

1.3． 第4部会（2002年3月15日開催）
（1）物理研連物性物理専門委員会報告（案）
「我が国における中性子科学研究推進に
関する提言」について趣旨説明があり，
一部修正の上，運営審議会へ提出するこ
とが承認された．

（2）第4部研連の見直しについて．第4部
世話担当研連再編（案）が提示された．
地質科学関係は5研連を4研連に，地理
研連は2研連を1研連に，地球物理関係
は8研連を5研連に改編し，委員定数を
含む7研連の設置案が改めて提示され，
審議討論された．

（3）日本学術会議のあり方について，自由
討議がなされた．

（4）平成14年度夏季部会について．秋田
大学へお願いすることとした．

1.4． 第4部会（2002年4月16，17日開催）
（1）小委員会の新規招集申請．地球物理研
連「固体地球グローバル観測小委員会」
と物理研連物理学一般専門委員会「原
子・分子・光物理学小委員会」が承認さ
れた．

第18期第5回地球化学・宇
宙化学研究連絡委員会議事録

（2）第4部研連の見直しについて．委員定
員を含む研連再編案が提示され，承認さ
れた．再編案では，地球化学・宇宙化学
研連の定員は11名（現在は12名）であ
る．新設研連は，理学振興研連，科学と
社会研連，ゲノム科学研連，学術情報発
信研連，環境理学研連が，再編案で提示
されている．

2． 雑報告
日本学術会議における各種委員会の英語名

について，田中委員長より資料をもとに報告
があった．

審議事項

1． 平成15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2段審査委員1名，細目「地球宇宙化学」
の第1段審査委員6名のそれぞれの2倍の
審査委員候補者の推薦を行う．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10名，第2段審査委員候補2名を，そ
れ以外の学協会には第1段審査委員候補2
名，第2段審査委員候補1名の推薦を依頼
した．14年度からの継続委員（第1段審査
委員3名，第2段審査委員1名）は，15年
度も推薦することとした．

（2）第2段審査委員候補の選考：全候補者10
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
2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32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12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．科学研究費補助金，分科「地球惑星科学」，
細目「地球宇宙化学」のキーワードについ
て意見交換を行った．

次回，第18期第6回の委員会は2002年11
月14日に開催予定である．

日　時：平成14年5月21日（火）13時30分
―16時40分
場　所：日本学術会議　第4部会議室
出席者：斎藤常正，西田篤弘，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，野崎義行，西田周平，花輪
公雄，伏見克彦，古谷研，前田明夫，松田
治，山口征矢
欠席者：杉本隆成，寺崎誠，灘岡和夫，松山
優治，松永勝彦

第18期　海洋科学研究連絡
委員会（第6回） 議事録

Ⅰ．報告事項

（1）日本学術会議関連
学術会議第137回総会について（谷口委員
長）
「日本学術会議の在りかたについて」の
原案について協議された．原案の内容は前
回本委員会で報告された内容とほぼ同じ
で，主要点は，①科学者が社会に対する使
命を正当に果たすには，学協会を基盤とす
る全領域の科学者を包括するコミュニテイ
ー，すなわち日本学術会議の存在が必要で
ある．②新しい学術会議は，運営執行を担
当する210人前後を含む2500人前後の会員
からなり，現行同様7部編成で活動するが，
会員選出は，登録学協会を5つくらいの領
域にまとめた上で行う．③会員の選任にあ
たっては，学術上高い評価を得た業績を基
準として尊重し，選任された者は終身会員
となり，その後の欠を補う新会員候補は会
員がこれを選出する．総会では，このうち
③にかなりの疑義が出た．今後さらに運営
審議会等で検討が重ねられ，本年10月の
総会において決定される予定である．

（2）SCOR関連について（角皆SCOR副会長）
今秋札幌で開催予定の第26回SCOR総

会は，日本海洋学会秋季大会および同学会
主催の国際シンポジウムと同時開催される
予定である．10のセッションを5日間で実
施し，それぞれ基調講演や研究発表などを
行う予定で準備が進んでいる．また，一般
市民対象の講演会も開催する予定なので，
講師適任者の推薦を期待している．

Ⅱ．協議事項

（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）
科研費審査に関して細目「環境動態解析」
および「環境影響評価」の対応研連として
承認されたことを受け，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）から候補者を推
薦してもらうよう，委員長から各学会長宛
に依頼してあった．各学会より回答された
推薦者リストをもとに，本研連として，細
目「環境影響評価」（窓口研連は自然保護
研連）の一段審査委員に3名，細目「環境
動態解析」（窓口研連は地球物学理研連）
の一段審査委員の化学系と生物系とに各3
名，二段審査委員に3名を推薦した．最終
決定は，他研連からの推薦等との兼ね合い
で委員長が決定することを承認した．

（2）東京大学海洋研究所「研究船」の海洋科
学技術センターへの移管問題について（野
崎委員）
文部科学省は東京大学海洋研究所に対し

て研究船を海洋科学技術センターへ移管す
ることを提案したが，同研究所はそれに同
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意しない旨二週間前に文書で回答した．そ
れに対する文科省の応答文は今夕送られて
くる予定であるとの野崎委員の説明の後，
種々の討議を行った．そのなかで，この提
案は海洋科学の教育と研究の根幹に関わる
問題であるにも拘わらず，教育研究を担当
する科学者の議論を経ていないため，これ
を承認することはできないこと，海洋観測
は海洋研究の重要な部分であり，船だけを

別機関に移すことはデメリットが大きいこ
と，海洋研究所「研究船」以外の船舶や施
設を含めて，今後あるべき姿を然るべき委
員会あるいは審議会を設けて検討するのが
先決であることなどが指摘された．今後は
これに類したことが度々起こると予想され
るので，海洋科学研連も不断に検討を重ね，
研連として対応するための基本理念を構築
しておく必要性が強調された．しかし今回

は，迅速な行動を起こす必要があるので，
原案文を野崎委員と委員長が修正して委員
長声明文を完成させ，文部科学大臣あてに
提出することを承認した．

次回は2002年11月26日（火）に開催する
予定．

（議事録作成・伊藤絹子）

たい内容に絞って話題を提供する．
主　催：（社）日本水環境学会
期　日：2002年8月30日（金）10 : 00～16 : 00
場　所：北とぴあ「飛鳥ホール」
（東京都北区王子1_11_1 JR王子駅北口/
南北線王子駅（5番出口）徒歩2分）
参加費：無　料
定　員：300名（先着順）
申込方法：Faxまたはハガキに
1）参加者氏名（フリガナ），2）会員・非会
員の別，3）会員の場合は会員番号，4）連絡
先（所属団体名，住所及び電話・Fax番号）
をご記入の上，下記までお申し込み下さい．
ホームページからの申込も可能です．
（http://www.jswe.or.jp）
受付後参加証（ハガキ）を送付します．
申込先：
（社）日本水環境学会　市民セミナー係
〒135_0006 東京都江東区常盤2_9_7 グ
リーンプラザ深川常盤201号
電話 03_3632_5351 Fax 03_3632_5352
E-mail : tamura@jswe.or.jp

プログラム
9 : 30_9 : 55 受　付
9 : 55_10 : 00 開会の挨拶
10 : 00_10 : 50 日本の食を支える海の現状
（財）漁港漁村建設技術研究所
宇賀神　義宣
11 : 00_11 : 50 海の豊かさを支える森の働き
と課題
（社）海と渚の環境美化推進機構
柳沼　武彦
13 : 00_13 : 50 海の豊かさを支える川の働き
と課題
石巻専修大学理工学部　高崎　みつる
14 : 00_14 : 50 豊かな海を妨げるもの―流域
からの有害物質流入
東京都環境科学研究所　佐々木　裕子
15 : 00_15 : 50 川の流れを妨げるもの―魚の
溯上を阻む水無し区間
新潟大学工学部　大熊　孝
15 : 50_16 : 00 閉会の挨拶
※講師の都合等で内容に一部変更のある場合
があります．

「地形で読む山地の地質―斜
面防災手法の確立にむけて
―」講習会開催のお知らせ

昨今，斜面防災手法の確立がますます緊急
な課題となっています．日本応用地質学会で
は「応用地形学研究小委員会」を設置し，数
年間にわたって「地形と斜面地質」に関する
研究を行い，その結果を地形工学の観点から
まとめ，日本応用地質学会編「山地の地形工
学」（古今書院）として発刊しました．本書
では，数々の崩壊事例や地質・露頭に基づき，
地形と地質や斜面崩壊との関連性をわかりや
すく解説しています．本講習会は，この本を
テキストとして行うもので，斜面防災に取り
組んでいる技術者を始めとする地質工学の技
術者にとって大変お役に立つものと確信して
おります．多数ご参加下さいますようお願い
申し上げます．
主　催：日本応用地質学会，日本応用地質学
会関西支部
協賛（予定）：（社）土木学会，（社）地盤工学
会，日本地質学会，日本地形学連合，（社）
日本地すべり学会，（社）日本トンネル技術
協会，（社）全国地質調査業協会連合会，関
西地質調査業協会
日　時：平成14年9月6日（金）10 : 00～17 : 00
会　場：（財）大阪科学技術センタービル8階
中ホール（靫公園東橋・四ツ橋筋脇）
〒550_0004 大阪市西区靱本町1_8_4
電話 06_6443_5324
講演内容：
10 : 00～11 : 00 地形の形成作用と形成年
代　大阪市立大学　平野　昌繁
11 : 00～12 : 00 浸食地形から読む地質情
報　アジア航測　足立勝治
13 : 00～14 : 00 地形から読む断層情報
奈良女子大学　高田将志
14 : 00～15 : 00 マスムーブメント（落
石・崩壊・土石流） 応用地質　上野将
司
15 : 20～16 : 20 マスムーブメント（地す
べり・大規模崩壊） 高知大学　横山俊
治
16 : 30～17 : 00 質疑応答

（講演内容，講演者は変わることがあります）
参加費と申し込み方法：

参加費は5,000円．別途テキスト「山地
の地形工学」（古今書院）が必要です．
テキストは会場にて会員価格（3,680円

（税込み））で販売します．
参加費は会場にてお支払い下さい．
申込は以下の所に，FaxかE-mailでお願

いします（当日会場にても受付可）．

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．

主催　財団法人　東レ科学振興会
日時　平成14年9月13日（金）18 : 00～20 : 40
場所　有楽町朝日ホール（千代田区有楽町
2_5_1 有楽町マリオン11F）

テーマ　光をあやつる・光をつかむ
～光とナノサイエンスが拓く新しい世界～
Ⅰ． 自然に学ぶナノ材料　
東京都立大学大学院工学研究科教授
益田秀樹
Ⅱ． 光触媒によるクリーン革命　
東京大学大学院工学系研究科教授
藤嶋　昭

その他　入場無料・予約なし・当日会場先着
順（定員630名）．ご来聴の方には，後日
講演記録を進呈いたします．

問い合わせ先　財団法人　東レ科学振興会　
千葉県浦安市美浜1_8_1
電話 047_350_6013 Fax 047_350_6082
e-mail JDP00120@nifty.ne.jp
URL http://www.toray.co.jp/aboutus/tsf/
kagaku.html

総合学習で子供たちを始め多くの人々に知
ってほしい内容をわかりやすく解説する．こ
こでは食糧問題に関連させた海を巡る事項を
取り上げる．21世紀の人類共存の鍵は「食
糧」と言われる．日本の海の幸の現状やそれ
を支える森や川はどうなっているのだろう
か？また，それらを妨げる事象のトピックス
について，主に首都圏の市民に知ってもらい

第11回日本水環境学会市民
セミナーのご案内
「豊かな海の恩恵を支える森
と川」

第52回東レ科学講演会開催
計画
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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，2002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31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
電話（直通） 03_5540_7453

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
（1）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

平成14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

「朝日賞」候補者推薦依頼の
お知らせ

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

（2）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

（3）候補者推薦件数…1学協会から2件以内
（4）推薦締切期日…平成14年10月10日（水）

弊会必着

2． 東レ科学技術研究助成
（1）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

（2）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．

（3）候補者推薦件数…1学協会から2件以内
（4）推薦締切期日…平成14年10月10日（水）

弊会必着
＊ 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/aboutus/
tsf/kagaku.html 

「女性科学者に明るい未来をの会」（1980
年創立）は，自然科学の分野で，顕著な研究
業績を収めた女性科学者に，毎年，賞（猿橋
賞）を贈呈してまいりました．
1990年度からは，さらに海外のシンポジ

ウム等に出席史，論文を発表する若手の女性
研究者に対し，研究助成をすることに致しま
した（研究奨励賞）．
賞金と助成金は，本会を母体として新設さ

れた，公益信託（1990年3月13日文部省認
可）「女性自然科学者研究支援金」（受託者
東洋信託銀行株式会社）から支出されます．
推薦を希望される方は，執行委員会宛に11
月15日（金）までにお申し込み下さい．

2003年度「女性地球科学者
に明るい未来の会・猿橋賞」
の受賞候補者および研究奨励
賞候補者の推薦について

猿橋賞；

1， 本賞は自然科学の分野で，顕著な研究業
績を収めた女性科学者（ただし，下記の推
薦締切日で50才未満）に贈呈いたします．
2， 本章は賞状とし，副賞として賞金（30
万円）を添えます．
3， 本賞の贈呈は1年1件（1名）です．
4， 所定の用紙に受賞候補者の推薦対称とな
る研究課題，推薦理由（400字程度），略
歴，主な業績リスト，主な論文別刷り10
編程度，及び推薦者氏名・肩書きを，本会
事務所までお送り下さい．
5， 締切は2002年11月30日（必着）

研究助成；

1， 海外シンポジウム等に出席し，論文を発
表する女性研究者に対し，研究助成をいた
します．
2， 助成金は1件10万円とし，年に数件とし
ます．
3， 所定の用紙に推薦対称者（ただし，各締
切日において，満40才未満）の略歴，研
究業績，国際会議名（主催団体，開催場所，
年月日），発表論文題目，推薦理由等，お
よび推薦者氏名・肩書きを記入して，本会
事務所までお送り下さい．
4， 締切は 2002年11月末日と，2003年4月

末日の2回．

問い合わせ先
女性科学者に明るい未来をの会
〒166_0002 東京都杉並区高円寺4_29_2_

217 電話 03_3330_2455（Fax兼用）

猿橋賞受賞者

第19回（1999）持田澄子博士　東京医科大
学教授
「神経伝達物質の放出機構の研究」
第20回（2000）中西友子博士　東京大学大
学院農学生命科学研究科教授
「植物における水および微量元素の挙動」
第21回（2001）永原祐子博士　東京大学大
学院理学系研究科
「隕石や惑星物質の形成と進化」
第22回（2002）真行寺千佳子博士　東京大
学大学院理学系研究科助教授
「生物のべん毛運動に関する研究」

各賞・
研究助成

日本応用地質学会関西支部事務局 電話 06_6605_2592 Fax 06_6605_2522 E-mail : mitamura@sci.osaka-cu.ac.jp

教官公募等の求人のニュース原
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．

1． 所属：自然システム学科・物質科学大講
座
2． 専門分野：環境地学

地質環境が関与する地域的特性や，防災
的な観点から，変成岩，火成岩および堆積

徳島大学総合科学部
環境科学教員の公募

公募 物に起因する固体地球表層での環境科学的
事象（火山活動，風化，地すべり，液状化
など）とその要因を，地質学的・岩石学的
な知識背景や手法をもとに解析・評価する
調査研究など．
3． 担当授業科目：環境地学関連の学部専門
科目（環境分析技術法，地球環境システム
実験Ⅰ・Ⅱ等，野外実習と実験を含む）及
び全学共通教育の地学系科目（地学等）を
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担当．
4． 職種：助手
5． 募集人員：1名
6． 応募資格：赴任後に，四国を中心とした
西南日本を調査研究の対象フィールドと
し，野外調査を伴う研究・教育が可能な方
で，任用時に35歳以下の博士号取得者お
よび取得見込みの方（見込みの方は指導教
官の所見等，取得見込みの状況を具体的に
示す資料を添付）．
7． 提出書類：
（1）履歴書（写真貼付）
（2）研究業績リストと研究論文 の別刷ま
たはその写し（投稿中を含む）

（3）教育業績書（教育機関の方はティーチ
ング・アシスタントも含めた担当授業科
目・内容・期間等とその資料，教育機関
以外の方は社会教育活動実績等）

（4）大学教員としての教育についての抱負
（約1,000字）
（5）これまでの研究概要と着任後の研究計
画（約2,000字）

（6）推薦書又は参考意見を伺える方の氏
名・所属・問い合わせ先
※なお，応募締切後の選考段階で，面接，
講演会等を行うことがあります．

8． 応募期限：平成14年9月13日（金）17
時（必着）

9． 任用予定日：平成15年4月1日
10． 応募書類の提出先：
〒770_8502 徳島市南常三島町1丁目1番
地　徳島大学総務部　人事課　常三島事務
室あて
※郵送の場合は，必ず「書留」にし，表に
「環境地学教員応募」と朱書すること．

11． 募集，その他給与等に関する問い合わ
せ先：
徳島大学総務部　人事課　第一任用係
電話 088_656_8601
Fax 088_656_7019
E-mail jnniny1k@jim.tokushima-u.ac.jp

2002年版会員名簿作成についてのお願い

本年11月末日発行の予定で，会員名簿作成の準備をいたします．下記の変更・訂正用のフォーマットに記入の上
Fax（E-mail，郵送も可）でご返送下さい．前回名簿にとじ込みのハガキもご利用下さい．基本的な登録項目（氏
名＝フリガナ・アルファベット表記，出身校＝卒・修了年，専門分野，勤務先＝住所・電話・Fax，自宅住所＝・電
話・Fax，E-mail address）についての確認と，修正・変更をお願いいたします．なお，個人会員の名簿掲載項目は，

前回同様①氏名，フリガナ，②出身校，卒・修了年，③勤務（所属）先名，電話，FAX，④連絡先住所（現在会誌等
を受け取っている所），電話番号，⑤E_mail addressの予定です．なお，所属先等で記載内容がない場合には，古い

ものが残らないように「なし」と記入して下さい．名簿はデータの一括出力作業により作成しますので，ご自分の名
簿掲載項目について（氏名以外の項目について）とくに掲載不都合のある場合にはその旨お書き添え下さい．名簿原

稿は9月末日締めで作成予定ですので，なるべく早めにご連絡下さるようお願いいたします．

（日本地質学会総務委員会　会員担当）

Fax. no. 03-5823-1156 E-mail address geosocjp@ra2.so-net.ne.jp

会員名簿確認（訂正・変更）カード�
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東海大出版会2001年10月20日発行，A5
版，195ページ，ISBM4_486_01555_

XC1045，定価2000円＋税

好評であった前著（琉球列島，東海大出版
会，1982）の改定版と銘うっている．評者は
琉球大学に19年間ほど在職していた時以来，
国内外の生物地理に関する研究者から琉球列
島の古地理についての情報を求められてき
た．同大学赴任前にも両者の関係についての
小文（1974）を書いたことがある．そうした
背景があって，本書をひも解いて見た．
本書は3章からできている．第1章「境界

線上の生き物たち」では，世界の生物（特に
動物）地理区に関して適切な解説を行ってい
る．琉球列島には3ないし4の生物地理境界
の設定が提唱されてきているが，とりわけ屋
久島・種子島と奄美大島の間のトカラ海峡沿
いに引かれた渡瀬ラインは，古くから生物地
理大区分中の旧北区と東洋区の境界として重
視されている．本章末尾で，この点を改めて
強調すると，本書の意義がより強く訴えられ
たのではないか，と思われる．
第3章「島の生態学」は，前著同様にvivid

な記述となって読者を楽しませてくれるだろ
う．豊富な野外調査の経験が存分に生かされ
ている．反面，最近では琉球列島を中心にし
た分子生物学的研究が推進されているが，そ
れらの紹介は不十分のようである．また，前
著に新しい知見を加えているが，その違い，
ないし進展した部分が明示されていない．
さて，問題は第2章「琉球列島のおいたち」

である．著者は琉球列島の地質学的情報の重

琉球列島　生物の多様性と
列島のおいたち

安間繁樹　著

要性を強調しているが，そのほとんどを東京
の某出版社から1980年と1997年に出版され
た普及書？に依存して記述している．そこに
再現された古地理図は架空のものといってよ
い．つまり汗を流しつつ，最新の地質学的コ
ンセプトを検討しながら陸上地質を調査した
（少なくとも印刷公表）した結果に基づいて
いない．また琉球列島は陸域が限定されてお
り，広い海で囲まれている．海底は見えない
からといって，勝手に陸地を設定するもので
はない．評者は現在も周辺海域堆積物の研究
を続けているが，科学的に信頼できる古地理
図は3枚程度しか描けないのが現状である．
今年（2002年）に入って，地元新聞社よ

り豪華な？琉球列島と生物相に関する本が出
版されたが，ここに掲載されている多数の古
地理図も全く同様な問題を残している．出版
社側としては，広く読者をひきつけるために，
ともすると古地理図の掲載を求めるのであろ
うが，分子生物学者が遺伝的距離判定やクロ
ーン分岐の時代査定などに用いる場合などを
考えると一種の犯罪ともなる．誤った普及は
地質学の信頼を失う結果にもなろう．なお，
両書とも，堆積岩の専門家でない故か，地質
時代と，その放射年代との間にずれ（間違い）
が少なからず認められる．

（氏家　宏）

丸善株式会社，2002年 3月刊，ISBN
4621070169，定価本体5,800円＋税

これは同じタイトルで1996年に出版され
たCD-ROM付き図書の改訂版である．日本
列島と周辺海域の地質学的・地球物理学的デ
ータに関する図幅集という内容はほとんど変
わっていない．短い説明付きでカラーの美し
い図がCD-ROMにたくさん納められている．
カラー印刷の図書は，新版には付いていない．
それにもかかわらず旧版と違って，研究論文

理科読本コンピューター
グラフィックス日本列島の

地質CD-ROM版

地質調査総合センター監修
日本列島の地質編集委員会編

や報告書を作成するうえで，大学でも企業で
も便利に使われることになるだろうというの
が，評者の結論である．ここに納められた画
像を再利用した図が，学会発表や報告書など
で，今後頻繁にみられるのではないだろうか．
旧版CD-ROMとの際だった違いは，使い

易さの著しい向上にある．正直，旧版には大
きな不満を感じたが，新版では著しく改善さ
れており，それが新旧の評価の差となった．
旧版には2つの欠点があった．図を表示させ
るのにWindows専用ソフトをパソコンにイ
ンストールする必要があったことがその第1
である．（インストールせずにも使えるよう
だが，どうするか調べるのがやっかいなので
その使用法は調べていない．）専用閲覧ソフ
トは直感に従って使いこなせるようなユーザ
ーインターフェースになっていないうえに説
明も不足していて，インストールしたのは良
いものの，使うにあたっていささか途方にく
れる感があった．（例えば，画像を保存する
ときのファイル形式bmmとは何だろう？）
旧版の第2の欠点は，画像の精細さの不足で
ある．冊子体に印刷されたすべての図は，画
像ファイルとしてCDに納められていたが，
その細かさは印刷物と同程度で，拡大すると
ジャギーな絵になってしまい，印刷された図
そのままが画像ファイルになっているにすぎ
ないものだった．つまり著者の意図とは違っ
た，ユーザーの意図に応じた画像の再利用が
しにくかったわけである．
これらの欠点は大きく改善された．旧版で

カラー印刷されていた図も，より高精細度の
画像ファイルとしてfine_imagesフォルダー
にまとめて収録された．これが第1に挙げる
べき改善点である．個々の図は4700×3400
ピクセル程度の大きな画像ファイルとして保
存されており，これなら一部を切り出しても
見応えのある絵になる．つまりユーザーが自
らの希望に沿って再利用可能な絵になってい
るわけである．JPEG画像だから，ドローソ
フトやプレゼンテーションソフトに取り込む
のに何の問題もない．高精細画像は役に立つ．
だからこそすべての図を高精度の画像ファイ
ルとして提供していただきたかった．個々の
画像とその説明は，地質調査総合センターの
研究者あるいは研究グループが作成したもの
で，図ごとに作者(著者)名が明記されている．
したがって最近の地域地質調査報告のよう
に，引用する場合の書式例が書かれていると
良かったとも思う．
新版では専用ソフトではなく，ウェブブラ

ウザーから閲覧できるようになった．旧版出
版以来のデジタル技術の進歩が生かされたわ
けである．ブラウザーがインストールしてあ
れば，Macintoshでも何でも機種によらず使
えるようになったことが改善点の第2．CD-
ROMの中のディレクトリ構造が旧版よりは
るかに単純になったことで，どこに何が入っ
ているか把握しやすくなったことも良い．フ
ァイルはブラウザーで見られるフォーマット
のものばかりなので，Windowsに慣れたユ

紹　介
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体の理科ばなれは加速度的に進行中である．
そうした中で，地質学関連学科卒業生が社会
で果たす役割と希少価値は今後ますます大き
くなるにちがいない．本書を手元に置いて是
非災害地質学に関心をもっていただきたい．
ひととおりの地質学の手もどきを受けた人な
ら独力でもかなりの部分は読み進めることが
できるであろう．次に地質・地球科学を教え
る大学，小中高の教員のみなさんにこの本を
お薦めしたい．著者が再構成を試みている
「災害地質学」は，評者の見たところ，地球
と岩石の成因を探索する「地質学」となんら
別物ではない．地球で個別的に起こる諸現象
を物理・化学の一般法則によって記述して，
未来の論理的予測を可能ならしめることは，
地質学の重要な一面であって，地盤災害を科
学的に記述し予測することは，本来，地質学
そのものの重要構成部分であるはずである．
本書は斜面移動という地質現象について原理
から深めた本であり，納得しつつ読み進むこ
とができてたいへん満足できる．しかも，今
まで見過ごしてきた諸現象が，斜面移動の理
論の一部をなしていることに気づいて新鮮で
ある．たとえば，岩石の風化でできた酸化帯
の前縁の赤い帯を，「地下水面に関係あるん
だよ」くらいで放置していなかっただろう
か？降下火砕物が埋積された後にも，浸透地
下水と反応して上面の風化帯が成長するとし
たら，これまでの層序時間面の解釈が変わり
はしないだろうか？非溶結火砕流堆積物の崖
では，どうして格別浸食作用が進行しやすい
のだろうか？柱状節理の成因は理解しやすい
が，水平な節理はどうしてできるのだろう
か？ふだんの野外巡検などでおそらくきちん
と説明してこなかったであろう，これらの問
題に本書は正面から取り組んでいる．災害科
学は，なにも特別の分野の人だけの課題では
なく，野外地質学に関連してきた人なら誰も
が関係する事象の集まりなのである．本書を
読んで理解を深めるならば，野外巡検が2倍
以上に深まるであろうことはまちがいない．
ひいては卒業生の災害科学に対応する能力を
大いに高めることになろう．さらに言うまで
もなく，地質災害に関わる地質関連技術者，
行政・報道の関係者のかたがたには必ず手元
においていただきたい．
著者は，応用地質学会技術者教育委員会委

員長としてJABEE（日本技術者教育認定機
構）地球・資源分野で活躍中であり，地質学
会JABEE委員長の評者は，この課題につい
てここ2年間著者と直接議論を交わす機会を
与えられてきた．著者は大学の地質学教育が
防災や開発などの社会的養成に十分に応えら
れるように成熟することを非常に強く願って
おられ，本書はまさにその具現となっている．
同時に地質学者の一人一人が自分の専門分野
から，災害科学に関わっていくことを本書で
鼓舞しておられるようである．

（三宅康幸）

ーザーなら拡張子からファイルの種類もわか
る．便利である．
新版CD-ROMに納められた説明書きは，

日本語と英語で記述されており，外国人の使
用を強く意識したものとなっている．新版に
はCD-ROMの使用法を簡単に記したB6版大
の冊子が添えられているが，そこでも日英同
程度のページ数があてられている．国際交流
に利用できるだろう．
上述の冊子の冒頭には「編集にあたって」

という前書きがあるがそこには，カラー印刷
の図書を伴わない新版のようなCD-ROMの
みの出版は容易であり，それゆえ最新の情報
を随時に提供可能になると書かれている．大
歓迎である．将来の改訂版では，ラスター画
像だけでなく，ベクトル画像も生成できるよ
うになると，利用価値がさらにアップするだ
ろう．例えば，メタファイルを生成するとい
った機能である．また，元図の方も100万分
の1地質図ではなく，50万分の1の精度にす
るといったことがあれば，さらに歓迎されよ
う．

（山路　敦）

近未来社1998年発行，A5判，ISBN4_

906431_08_9206ページ，2,381円（税別）

日本は世界有数の人口密集国でかつ複雑多
様な地質のために，またなまじ国土開発が進
んだ国であるために，自然災害の対策はこの
国の発展に不可欠であり，今後それはさらに
重要になるはずである．本書はそうした時代
の要請に対処する気概に満ちた本である．著
者は，学生時代に地質学，特に構造地質学を
学び，その後（財）電力中央研究所において
研究と実務に従事したのち，現職の京都大学
防災研究所で研究・教育に従事している．地
質学の面から地質災害に関する執筆をするに
は，まことにふさわしい経歴をもっておられ
るといえる．著者がはじめにの項で述べてい
るように，本書は，「地質学そのものを地盤
災害とその減殺を目的として再構成し，関連

「災害地質学入門」

千木良雅弘著

する必要な分野もあわせた入門書」である．
その著者の意欲と意図は十分に達成されてい
ると見られる．なお，地質に関連した災害の
中でも火山活動と地震（ネオテクトニクス）
に関連した部分は他書に譲るとし，本書では，
地すべりや崩壊などを中心とする地盤災害に
主眼がおかれている．
まず，本書の構成を概括して紹介する．
第1章「岩石の種類と特徴」では，火成

岩・堆積岩・変成岩のそれぞれが概説的に紹
介される．前述の著者の意図にそって，節
理・割れ目やクリンカーなどの構造や物性，
火山砕屑岩の物性的特徴などに力点が置かれ
ている．
第2章「災害を考えた場合に重要な構造」

では，断層，褶曲，不整合，面構造，キャッ
プロック，特殊な（主として火山活動ででき
る）地質構造などが概説される．
第3章「土と岩石の物理的性質，変形と強

度」では，土と岩石の応力，ひずみ，破壊，
さらに強度と透水性に関する解説となってい
る．ここまでの3章が，いわば基礎知識を読
者に与える構成となっているといえる．
第4章「斜面移動予備物質の生成」は，本

書の中核部分である．なお，斜面移動とは何
かという用語の問題については第5章で詳述
されている．粘土と粘土鉱物，クイッククレ
イ，物理的風化，化学的風化，熱水変質，未
固結堆積物，侵食，ガスハイドレート，異常
高圧の順に実例をあげながら解説される．物
理的風化の解説は，内部応力に起因するシー
ティングやディスキング，日射による柱状節
理の亀裂，凍結融解，塩類風化などに及び，
説明は科学的・説得的でなるほどと納得させ
られる．化学的風化の解説はとりわけ詳しく
なされており，低温での岩石―水相互作用の
良い教科書となっている．後半の堆積岩，花
崗岩，火山岩，シラスなどの個別の事例紹介
と解説はそれぞれ説得的でうなずかされる．
第5章「斜面移動の分類と特徴」も，もう

ひとつの本書の中核部分となっている．著者
は，斜面移動という用語を地すべり，クリー
プ，崩壊，崩落，土石流などの現象の総称と
した上で，それぞれの現象のメカニズムと特
徴を解説する．大谷崩，八幡平澄川地すべり，
平山地すべり，御岳崩れ，豊浜トンネル岩盤
崩落，蒲原沢土石流，針原川土石流などの事
例が紹介されていて，わかりやすい．
第6章「高速移動の引き金」では，崩壊の

誘因としての地震，降雨，火山活動の説明が
なされ，第7章「斜面移動の予測と解析」に
おいて，発生場所・発生時期の予測の方法が
解説され，斜面移動の計測方法，斜面移動の
安定解析の方法が説明されている．
上記のように内容は多岐にわたり，さらに

理解を深めるための教科書がリストアップさ
れていて，有益である．
本書はまず地質・地球科学を学ぶ学生のみ

なさんにお勧めしたい．自然災害の起こるた
びに言われる「現場の地質を知ることが大事
だ・・云々」のかけ声とはうらはらに国民全
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2002年度イベントの
ご案内

独立行政法人 産業技術総合研究所（産総
研）地質標本館では，2002年度中に下記の
ようなイベント開催を予定しています．入館
およびイベント参加の料金は不要です．通常，
土曜・日曜・休日も開館しております．みな
さま，どうぞご来館下さい．

◇8月23日（金）化石のクリーニング（先着
150名程度，受付は15 : 00まで）
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
※8/24（土）とご案内した資料がありま
すが，8/23（金）に変更となりました

◇8月24日（土）夏休み地球何でも相談
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
◇10月12日（土）野外地質観察会

参加要領は後日発表いたしますので，事
務室にお問い合わせ下さい
◇11月9日（土）第 9回「自分で作ろう！！
化石レプリカ」

本物の化石からとった型に石膏を流し込
んで，化石のレプリカ（模型）を作りまし
ょう
◇12月～3月 「地質情報展 新潟　のぞいて

みよう大地の不思議」

新潟県周辺の地質に関する特別展を再展
示します
◇2月～3月 「地学関連写真コンテスト」

応募要領は後日発表いたしますので，事
務室にお問い合わせ下さい
◇3月22日（土）第10回「自分で作ろう！！
化石レプリカ」

［地質標本館への連絡先と交通・利用案内］

〒305_8567 茨城県つくば市東1_1_1
受付　電話 0298_61_3750
事務室　電話 0298_61_3751
Fax 0298_61_3746
パソコンインターネット版HomePage；
http://www.gsj.jp/Muse/
NTT DoCoMo iモード版HomePage；
http://www.gsj.jp/Muse/i/

◆ JR常磐線 荒川沖駅より　関東鉄道バス
筑波大学中央行/建築研究所行/つくばセ
ンター行　並木二丁目下車　徒歩5分
◆常磐高速バス　東京駅八重洲南口より　つ
くばセンター行　並木大橋下車　徒歩15分
◆常磐自動車道 桜土浦I.C.で降車　料金所か
らつくば方向（左）へ進み，1.3 km先で2
つめの信号（大角豆［ささぎ］交差点）を右
折，さらに1.3 km先で3つめの信号を左折
し，産総研正門に入る（守衛所で入構手続
が必要です）

●休館日
・毎週月曜日（休日の場合は，翌日に繰り
越し）
・年末年始
・特別に定める日
※10月12日（土）は，停電のため臨時休
館日となりますので，ご注意下さい

●開館時間　9 : 30～16 : 30
●入館料金　無料
●団体見学　15名以上

事前に当館事務室と打ち合わせをして下
さい

［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

産業技術総合研究所地質標本館
博物館だより

企画展

あまくさの化石展

御所浦白亜紀資料館の企画展として「あま
くさの化石展」を開催します．この企画展は
化石が豊富なことで知られる天草地域の化石
を網羅的に展示する展示会です．これまで，
一同にそれらの化石が展示されることはあり
ませんでしたので，この機会に是非，会員の
皆様にご覧いただければと思います．以下に
天草の地層と化石の概略と展示資料に関しま
してご紹介申し上げます．
天草地域には多くの島々があり，白亜系と

古第三系が大変広く見られ，海岸に良好な露

頭が多く見られます．また，一部地域には陸
成の第四系が見られます．白亜系から豊富に
化石が産出することは古くから知られていま
したし，古第三系からは石炭が採掘され，天
草炭田として知られていました．戦後は白亜
系のアンモナイト貝類化石の研究を始め，白
亜系から第四系までの層序の研究など活発な
研究活動が行われました．最近では御所浦町
から恐竜化石も発見されています．
恐竜発見を機に開設された，御所浦白亜紀

資料館は天草地域における化石資料の収集保
管施設として活動を行ってきました．今回展
示する標本は，御所浦白亜紀資料館が開館よ
り収集した資料と，全島博物館構想推進協議
会委員・友の会員による独自の収集活動によ

御所浦白亜紀資料館

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，Eメール
でも質問をお受けすることができます．
電話 0298_61_3540 Fax 0298_61_3569
E-mail : soudan@gsj.go.jp
※E-mailには電話番号を明記して下さい
※地質相談所の対応は平日のみです

［移動地質標本館］

地質標本館所蔵の標本を各地で展示した
り，その地方の地質について産総研/地質調
査総合センターのスタッフが特別に準備した
資料を展示するイベントです．全国に展開し
て開催する予定ですので，ご興味のある地域
の展示に関して，詳細は地質標本館事務室に
お問い合わせ願います．
◎7月11日（木）～9月8日（日）「鉱物の世
界」常陽史料館（水戸市）
◎7月17日（水）～9月16日（月）「マグマの
ぼうけん」豊橋市自然史博物館（豊橋市）
◎7月31日（水）「九州センター一般公開」
産総研九州センター（鳥栖市）
◎8月2日（金）「関西センター一般公開」産
総研関西センター（大阪市）
◎8月2日（金）～8月4日（日）「北海道地質
図展」札幌市博物館活動センター（札幌市）
◎8月30日（金）「東北センター一般公開」
産総研東北センター（仙台市）
◎9月14日（土）～9月16日（月）「地質情報

展 新潟」新潟市民芸術文化会館りゅ～と
ぴあ（新潟市）
「化石のレプリカ作り」や「鳴り砂実験」，
「液状化実験」，「地学クイズ」などもおこ
ないます

これらのイベントについては，地質調査総
合センターのHomePageもご覧下さい．
http://www.gsj.jp/HomePageJP.html
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り収集された化石資料，そして，天草郡内の
学校・博物館所蔵標本です．
「あまくさの化石展」で展示される主な資
料としては，白亜系から産出する恐竜・アン
モナイトや多産する多様な貝類化石，古第三
系からは天草から多産する貨幣石（ヌンムリ
テス）や御所浦から多く産出している日本最
古の大型哺乳類化石などです．また，第四系
の資料としては佐伊津層から産出する植物化
石を中心に，有明海から引き上げられたゾウ
の上腕骨化石なども展示します．

会期：平成14年7月21日～9月1日
会場：御所浦総合開発センター（御所浦港か

らすぐです）
入場料：大人200円，小中学生100円，小学
生未満無料．
注） 団体でのご来場の場合は団体割引が
ありますのでご相談下さい．

交通アクセス：
御所浦港へのアクセスはJR熊本駅からJR三
角線，終点の三角駅下車，三角港から旅客船
で御所浦港まで．または天草空港（福岡空
港・熊本空港より便あり）からバスで本渡港，
本渡港より旅客船で御所浦港まで．
一泊予定のスケジュールで御来島いただけ

ますとゆっくりできます．また，御所浦町に

は新鮮な魚料理自慢の宿があります．

交通アクセス・宿に関するお問い合わせ：
御所浦町観光協会（電話 0969_67_1234），
御所浦町企画観光課（電話 0969_67_2111）
天草巡検を兼ねましてお立ち寄りいただけ

ますと幸いです．

お問い合わせ先
〒866_0321 熊本県天草郡御所浦町4310_5
御所浦白亜紀資料館
電話 0969_67_2325

愛媛県被害想定調査委員
会，「愛媛県地震被害想定
調査報告書」を公表
鹿島愛彦（愛媛）

6月3日（月）愛媛県は，平成8年度から平
成11年度にかけて実施した中央構造線断層
帯（愛媛県北西部・石鎚山脈北縁・讃岐山脈
南縁）に関する活断層調査結果に基づき，平
成12年度に愛媛県被害想定調査委員会を発
足させて検討してきた結果を，「愛媛県地震
被害想定調査報告書」として公表しました．

列島各地からの発信をめざし，各地の通信員の方からお寄せいただいた
地球科学に関係したいろいろな記事を掲載したコーナーです．列島各地から

報告書の内容は次の10編で構成されてい
ます．

第1編　基本的な考え方（5p）
第2編　地震動・液状化・山崩れの想定
（204p）
第3編　津波の想定（53p）
第4編　建物関係の被害の想定（199p）
第5編　地震火災の想定（38p）
第6編　交通施設及び輸送機能支障の想定
（78p）
第7編　ライフライン施設及びライフライ
ン機能障害の想定（55p）

第8編　危険物施設と輸送及び原子力発電
所の想定（33p）
第9編　人的被害及び生活機能支障の想定
（135p）
第 10編　被害シナリオと対策の方向性
（17p）

報告書は，参考資料を除き817pと大冊で
もあり，その「概要版報告書（111p）」が作
成され，県防災関係者に配布されました．
概要報告書の全文は，愛媛県のホームペー

ジ＜http://pref.ehime.jp/＞の報道発表資料
（PDFファイル）でお読み頂けます．

“名勝”三保の松原，が危ない！～清水市三保海岸の浸食状況～
写真・文　佐藤　武（東海大学海洋学部）

表 紙 紹 介

日本地質学会Newsで紹介した静岡県清
水市三保海岸の浸食（佐藤，1999）の3年
後の状況を再度紹介する．

“名勝”三保の松原，「羽衣の松」付近の
海岸が危ない．（裏）表紙中央の御穂神社
から左下（南東）に伸びる松並木の延長上
の海岸に「羽衣の松」がある．本来の，松
原と海岸の自然景観を残すため「羽衣の松」
を中心にした約700mの海岸には防潮堤も
ないため，浸食で幅の狭くなった海岸は，

台風の直撃でもあればさらに削られて，松
の根方が直接洗われる危険がある．

表紙写真は2002年1月28日，写真右は3
年前の1999年1月27日にほぼ同じ角度か
ら撮影したものである．当時建設中の離岸
堤の北方に新たな離岸堤が建設されてい
る．

表紙写真の海の表面の“濁り”は前日ま
での降雨による河川水の影響である．

参考

佐藤　武（1999）：三保松原の海岸景観は，今…．日本地質学会News，2,6.4_5，
および表紙写真
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2002年5月14日，旭硝子財団の「ブルー
プラネット賞」10周年を記念するシンポジ
ウム「青い地球の未来に向けて」が開催され
た．この10年間，受賞者選考委員長を務め
てきた近藤次郎氏が10年間を振り返った後，
過去の受賞者3人が記念講演を行った．
10年間の受賞分野はオゾン層破壊，気候

変動（温暖化），生態系保存，環境倫理・哲
学，内分泌撹乱物質の5分野に及ぶ．なお，
賞の名称は1961年はじめて宇宙を飛んだソ
連宇宙飛行士ガガーリンが地球へ帰還し，
「地球は青かった」と語ったのに因む．3人
の講演の概要を紹介しよう．

1． ノーマン　マイアーズ（第 10回受賞
者）；環境保全の最近の研究におけるブレ

イクスルー─持続可能な開発のために─

ノーマン　マイアーズ氏は去年秋受賞講演
をしているが，その時，彼自身が携わった
12のテーマについて語った．今回はその中
の3つテーマ，「生物多様性ホットスポット」，
「誤った補助金」，「新たな消費者」を取り上
げて掘り下げた．生物多様性ホットスポット
は地球表面のわずか1.4％の面積の25カ所で
ある．
日本には4,022種の植物があり，その34％

はその土地の固有種であること，25カ所の
内21カ所では日本より多くの種が生存し，
かつそれぞれの土地固有の種は日本よりも多
いことを指摘した．ホットスポットは生物多
様性に関する地球上の中核であり，また大量
絶滅の進む主要な地でもある．「生物多様性
の維持は健全な動植物社会成立の鍵」（チヤ
ールズ　エルトン）である．
誤った補助金問題に関し農業分野を挙げて

いるが，一概には言えないのでは，との指摘
に対して次のように答えた．「補助金制度は
サステイナブルでない開発を援助するもので
ある点で私は反対するが，だからといって私
は農業全般への補助金に反対しているのでは
ない．例えば，イギリス人はなぜ夏に林檎を
食べねばならないのか」と問いかけ，「冬に
はイギリスでも林檎は採れるのだから，冬の
間に沢山食べればよい．夏食べるから，ニュ
ージーランドから航空機で大量のガソリンを
まき散らしながら輸入しなければならない．
サステイナブルな農業とはどういうものか．
それぞれの地域で何百年も食べ続けてきた食
糧をその土地で供給してきた農業を続けるこ
とだ」と言い，エクスプリシットには語らな
かったが，グローバリゼーションの下で農産
物まで自由貿易の対象にして，そのために補

助金をつぎ込むのは大きな間違いだ，と指摘
したと私は理解した．
かつて京都大学の渡辺忠世氏は「1993年，

ウルグアイラウンドで米の一部輸入を認めた
ことは誤った選択だった．全ての主権国家が
少なくとも自国の代表的食糧を，自らの責任
と知恵によって自給自足を目指して生産する
ことを「国際的原則」として認め合う必要性
が，遠くない将来現実問題となるだろう」と
の強い希望を表明した（『農業を考える時代』，
農山漁村分化協会，1996）．農産物を輸出入
商品とするには，最近問題になっている防腐
剤の使用は避けられない．世界はそろそろこ
れらの声や事実に謙虚に耳を傾け，目を向け
なければならない．
世界で農業への補助金は5000億ドルを超

えている．また，石炭・原子力エネルギーに
対しても3000億ドル（このうち日本では300
億ドル＝4兆円）に達している．この補助金
は太陽・風力エネルギー利用への補助金に切
り替えるべきだ，と言うのがマイアーズ氏の
主張である．従来，補助金問題は政治の世界
のテーマであったが，これを環境問題のテー
マに転換した独創性を私は高く評価したい．
新たな消費者では，発展途上国17カ国，

移行期の国3カ国で10億人を超える人口が毎
日肉を食べ，車を買う能力を獲得している．
前者に関しては第10回受賞講演でも，アメ
リカのハンバーガーのために中米―カリブ海
の熱帯雨林が牧場に開墾され，ヨーロッパの
家畜の餌のために東南アジアの熱帯雨林が開
墾されている問題をハンバーガーコネクショ
ンとして指摘したが，需要は今や米国と欧州
だけではなくなった．自動車は2025年とい
う遠い先までエネルギー消費に関する最も成
長の速い部門を構成することになる．
彼は，しかし，対策を論じなかったが，こ

の問題は先進国にとって，後進国を犠牲にし
て今日の物質文明を作り上げたという負い目
のために，限りなく深刻である．この問題に
ユニタリアニズムや国益主義で対応すること
は許されなくなっていることを知らねばなら
ない．

2． 真鍋淑郎（第 1回受賞者）；地球温暖化
と水資源

真鍋氏は気温・降水量・大陸乾燥地につい
て地球規模でシュミレートし，産業革命前と
2050年の状況を比較した．地球の表面気温
は2.3℃上昇．海は陸地より低いが，北極海
は別で，6℃上昇するという．北半球の年平
均気温は，11～19世紀はほぼ－3℃前後を

保っていたが，20世紀と共に急激に上昇し
始めている．
また，降水量・蒸発量は共に5.2％増加し，
流出量は7.3％増加する．特に北半球の高緯
度地域で大きく，マッケンジー川やユーコン
川では20％も増加し，アマゾン川やミシシ
ッピー川など熱帯地方の河川でも大幅に増大
するので，これらの河川は洪水常習河川とな
る危険がある．
土壌中の水分は北半球の中・高緯度の広い

範囲で夏減少，冬増加する．シェミレートさ
れた土壌中の水分は，北半球の多くの半乾燥
地で減少し，南半球ではアフリカのカリハリ
砂漠，オーストラリア砂漠で減少し，その結
果，北米の南西砂漠，アジアのゴビ砂漠，カ
リハリ砂漠，オーストリアの砂漠など世界の
多くの砂漠の拡大をもたらす．
こうして，農業及び人間活動に必要な水の

需要が大幅に増加する．この傾向は21世紀
が進むと共に進行し，水不足が深刻な問題に
なるだろう．
真鍋氏はまた，大気中の二酸化炭素の濃度

はもともと360ppmという小さな値であるか
ら，多少増加しても温室効果は殆ど問題にな
らない，という意見に対し次のように答えて
いる．シュミレーションというのはモデルを
考え，境界条件を入れて計算する．モデルや
境界条件が正しいかどうかをチェックする具
体的データはないので，他のモデルで出した
結果とどちらが正しいかという議論は出来な
い．ひどく複雑なモデルを考案し，自然現象
は複雑なものだからこの方がより正しいと言
うこともできない．しかし，40～50年もす
れば結果ははっきりするのであるから，その
時になってあわてても既に取り返しはつかな
い，と言う表現で自説の正しさを主張したと
私は理解した．アメリカでは環境問題に関し，
結果が証明されるまではあれこれ思いまどう
必要はないという「楽観論」が支配する中で，
真鍋氏らの「悲観論」は頼もしいと感じた．
なお，この議論は，学会誌に既に受理され

ていて，今年中には印刷されるという＊．

3． ティオ　コルボーン（第 9回受賞者）；
私たちは生来の機態と形を子孫に継承して

いけるのだろうか．

子宮内で内分泌擾乱物質に曝されることに
より人間の健康が受ける影響は，出生後及び
成人になってからの影響で発現する結果とは
同じではなく，胎児期に受ける影響が極端に
大きい．
これらの影響は知能・行動・免疫機能を損

ない，また自己免疫の不全，生殖線の癌，不
妊を引き起こしやすいことが証明されてい
る．例えば，サリドマイド禍は妊婦が「つわ
り」防止のために服用したサリドマイドの影
響だが，つわりの時期は胎児に四肢の発達す
る時期に当たっていたからだ．脳の成長期に
母胎が内分泌擾乱物質に暴露すると，胎児に
脳障害が生じる．男女の区別は卵子と精子が
結合した時点で決まるが，それぞれに適応し

学協会・研究会報告

ブループラネット賞10周年記念シンポジウム

名誉会員・端山好和
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た性器の発達時に内分泌擾乱物質に暴露する
と，反対の性器が部分的にしろできることが
ある．また，同性愛者の95％は胎児期に内
分泌撹乱物質に暴露した可能性があるとい
う．心的な影響もあるらしい．ダーウインの
生物進化説にもかかわらず，生物の生理の基
本プロセスは極めて保守的である．
内分泌擾乱物質の影響はしばしば既に定義
されている医学的な病気と混同されやすい．
このために，どの政府も内分泌系へ影響しそ
うな化学物質を体系的に試験する計画を未だ
かって認可していない．この物質の影響を表
現するには「潜行性の，insidious」（目立た

ず作用し，進行して行くが，影響は甚大であ
る，と言う意味）という言葉が一番適してい
る．
人間は生物圏の化学的組成を変化させ続け

ている．人間の胎内にある化学物質のうち
500種は19世紀には知られていなかった．ア
メリカでは今87000種の化学物質が使われ，
年々2400種の新しい物質が増加している．
コルボーン女史は40億年続いた生物の進化
は，人類の出現によって断ち切られるのでは
ないかと心配する．
「私たちのリーダーは平和は子宮から始ま
ることを理解して欲しい」と彼女が声を大に

する所以である．レイチェル　カーソン女史
（1962）は「沈黙の春」で森林の病害虫駆除
のため散布したDDTが森の鳥を死滅させ，
生まれ故郷へ産卵のため遡上する鱒を絶滅さ
せたと指摘して，環境問題に始めて警告した
が，コルボーン女史の共著（2001）「奪われ
し未来」は環境問題に関する正しく「恐怖の
書」である．

＊（Wetherald,R.T. & Syukuro Manabe ;
Simulation of hydrologic changes associat-
ed with global warming, Journal of
Geophusical Research _ Atmosphere, 2002）

2002, 7～

地球科学分野に関係する研究会，学会，国
際会議などの開催日，会合名，開催学会，開
催場所をご案内致します．会員の皆さまの情
報をお待ちしています．
☆印は，日本地質学会行事．

■7月　July
○第20回化石研究会総会・学術大会
7月6日（土）～7日（日）
場所：大阪市立自然史博物館
http://www.mascat.nihon-u.ac.jp/FOSCL/

○第37回地盤工学研究発表会
7月16日（火）～18日（木）
場所　クランキューブ大阪（大阪国際会議場）
＊17日（水）15 : 00より特別講演会
「地球温暖化防止に向けた世界の動き，国内
の動き―京都議定書の発効をめぐって―」
詳細は，http://www.jiban.or.jp/

■8月　August
◯第56回地学団体研究会総会
8月2日（金）～4日（日）
場所：北海道教育大学札幌校，かでる2・7
（北海道立道民活動センタービル）
シンポジウム「第三紀」「博物館」「付加体」
「環境」「応用地質」「地学教育」を予定
http://strati.sci.hokudai.ac.jp/agcj_hok/sokai
2002/

○ The 2002 Goldschmidt Conference
incorporating ICOG (the International
Conference on Geochronology)

8月18日（日）～23日（金）
場所：Davos, Switzerland
http://www.goldschmidt-conference.com/
2002/gold2002/

◯第4回国際レルゾライト会議
4th International Workshop on Orogenic
Lherzolite and Mantle Processes
8月26日（月）～9月3日（火） 場所：北海
道様似町公民館　http ://ganko.eps.nagoya-
u.ac.jp/iec2001/index.html

■9月　September
◯ 6th International Symposium on the
Jurassic System
9月12日（木）～22日（日）
場所：Mondello, Palermo, Sicily, ITALY
http ://www.dst.unito.it/6thisjs/

☆日本地質学会第109年年会・
総会（新潟大会）
9月14日（土）～16日（月）
場所：新潟大学（新潟市）

○第46回粘土科学討論会
9月19日（木）・20日（金）
場所　東北大学農学部・農学研究科　講義棟
東北大学大学院農学研究科　南條正巳
電話 022_717_8645 Fax 022_717_8649
e-mail nanzyo@bios.tohoku.ac.jp

■10月　October
◯日本火山学会
10月22日（火）～24日（水）
場所：仙台市戦災復興記念館

■11月　November
◯第18回ゼオライト研究発表会

11月21日（木）・22日（金）
会場：早稲田大学国際会議場
松方正彦（早稲田大学理工学部応用化学科
電話/Fax 03_5286_3850 e-mail mmatsu@
waseda.c.jp）

☆第12回環境地質学シンポジウム
11月22日（金）～23日（土）
場所：北とぴあ　7F 第1・2集会室
http://www.bekkoame.ne.jp/̃jcenvgeo

■12月　December
◯「火山の国日本の箱根シンポジウム
（仮題）」
12月15日（日） 午前10時～午後4時
場所：箱根町文化センター講堂
http://www.akina.ne.jp/̃bandaimu/oowaku.
htm

■2月　February 2003
◯第8回太平洋地域新第三系国際会議
The 8th International Congress on Pacific
Neogene Stratigraphy
2月3日（月）～5日（水）
場所：タイ国チェンマイ市プーカムホテル
連絡先：〒422_8035 静岡市宮竹1_9_24
土　隆一研究事務所
電話 054_238_3240 FAX 054_238_3241
E-mail : rtsuchi@mvi.biglobe.ne.jp

■3月　March 2003
Second Conference on Salt Water Intru-
sion in Coastal Aquifers : Monitoring,
Modeling and Management
2003年3月27日～4月2日
開催地：Merida, Yucatan, Mexico
詳細は，www.igeofcu.unam.mx/swica2/

C A L E ND A R
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委 員 会 だ よ り

☆環境地質研究委員会

環境地質研究委員会では，日本情報地質学会と日本鉱物学会（交
渉中）との共催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，環境地質や地質環境に関する調査・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．
なお，今回はこのシンポの直前に首都圏で行われるIUGS委員会

COGEOENVIRONMENT年会に来日される各国の参加者にも参加
いただく予定にしています．

記
期日：2002年11月22日（金）・23日（土）
会場：北とぴあ　7階　第1集会室・第2集会室
（JR京浜東北線「王子」駅北口または営団地下鉄南北線「王子」
駅5番出口より徒歩2分）
募集講演論文内容：
グローバルな地質環境変化，地球環境，海水準変動，潮位変動，潮
流の変化，過去の気候変化，水域の変遷と環境変化，湖沼の成因と
環境，汽水湖の形成と環境変化，湾の環境変化，海洋環境の変化，
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，
地下水涵養機構，地下水涵養と涵養域，湧水，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），廃棄物層，
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，放射性廃棄物・地質環境の長期安定性，地震地
質，地震地質災害，被害と地質構造，地質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，2000年鳥取県西部地震，
2001年芸予地震，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，地下水位変動と地震，地震発生機構とその
予知・予測，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，有害
地質，現世堆積物，鉱山開発とメンテナンス，大規模地下開発と地
質環境の変化，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，都市域の拡
大と地質災害，都市域における地質災害，都市開発と洪水，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，地質災害，防災地質，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，
地質環境計測とその測定手法，地盤沈下観測，地下水位観測，地下
水質測定，地下流体の移動観測，測地，地震動観測，地層採取技
術・方法，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，地質環境の持続的利用とその問題点，
温泉開発，地下水開発，その他持続可能な地下資源開発，地質環境
指標，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，地質環境へのリモートセンシングの応用，地
質環境に関するシミュレーション，環境教育，環境倫理など．

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，2002年9月20日までにFAXまたは葉書，
にて申し込んでください．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，2002年11月1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・表のキャプションは
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を進呈いたします．

（講演申込み様式）
第11回環境地質学シンポジウム発表申込み書

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 Fax 03_5823_1156

会費（予定）：
1） 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　参加費（論文集代含む）7,000円
（大学学部生以下　5,000円）

＊申し込みは環境地質研究委員会ホームページからも可能です．
アドレスは，http://www.bekkoame.ne.jp/̃jcenvgeoです．
過去のシンポジウム講演集の目次内容や在庫状況もホームペー
ジで確認できます．

＊＊技術士およびこれに関連する資格をおもちの方はJABEEのHP
よりお申し込みください．

第12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（第2報）

題　名�

発表者�

内容・希望�

題　名�

発表者�

内容・希望�

1

2

原稿送付先�
住　所�

氏　名�

〒�



日本地質学会News 5 （ 7） 19

☆環境地質研究委員会

シンポジウム「有害地層と汚染地層との
識別」のお知らせ

主催：日本地質学会環境地質研究委員会
共催：NPO法人　売買対象地地質汚染調査浄化研究会
日程：2002年8月9日（金） 10 : 00～16 : 30
会場：東京都江戸川区総合区民ホール　5F 小ホール

（都営新宿線「船堀」駅前）

主旨：
土壌環境保全対策法が成立し，人為的な汚染地層と自然の有害地
質といった観点が，対策上重要になってきている．
近年，土壌をはじめとする地層の環境基準にかかわる値が小さく
なり，自然由来の地層中の有害物質か，それとも地層汚染現象（人
為による）によるものかの判別が困難なことが多くなってきた．こ
の判別にサンプリングした場所や層準といった場の議論をなしに分
析値のみから判断するといった，地質図の作成からはじまる地質学
の知識に深い者からすると本来ありえないことが各地で発生し，社

会を混乱させてきている．
これには，我々地質環境に関わる技術者の側にも責任があること

を理解しておかなければならない．なぜなら，地層の単元を理解で
き汚染地層の単元を把握できるのが環境地質家だからである．

プログラム：
10 : 00 基調報告「有害地層と汚染地層の判別にかかわる経緯と今
後の展望」 楡井　久（茨城大学）
11 : 00_12 : 00 13 : 00_15 : 00 日本各地からの例など講師の方々か
らの講演（講師：楠田　隆（千葉県地質環境研），島田允尭（九
州大），田結庄良昭（神戸大），藤巻宏和（東北大），丸茂克美
（産総研），吉川周作（大阪市大），久保田喜裕（新潟大），他）
15 : 00_16 : 00 総合討論

参加費：3,000円（予定）

なお，講演題名等詳細は環境地質研究委員会ホームページ
http://www.bekkoame.ne.jp/̃jcenvgeo
を御覧ください．

国立情報研究所の電子図書館を利用しませんか！！

インターネット（電子図書館http://els.nii.ac.jp/）で，地質学雑誌（1998年12月号まで），地質学論集（1998年，no.50まで）,
地質ニュース誌（1998年12月号まで），地質学会講演要旨集（1999年分まで）が第1号から無料閲覧できます．これで，ご家庭の
蔵書・スペース問題は一挙に解決です．ただし，地質学論集は会員でも有料です．アイランドアーク誌はBlackwell社に版権があ
りますので，このサービスの対象となっていません．利用可能な対象は毎年1年ずつ新しくなります．

利用するためには利用申請（登録）が必要となります．上記URLへ入り，利用申請についての説明（登録要項，記入例，研究
分野一覧表など）を参考に申込書を書いて，下記宛に申し込めば，1,2週間でIDとパスワードが送られてくることになっています．

地質学会発行の雑誌等の無料閲覧には所属学会の会員証明が必要です．非会員は有料となります．地質学会事務所へ申し込んでい

ただけば，学会の会員証明を済ませた利用申込用紙をお送りいたします．

利用登録をしなくても，題目と著者名までは閲覧が可能です．なお，pluginの設定条件に制約があることが判明しています．ホ
ームページの説明に従って新しいpluginをインストールしてください．

地質学雑誌：http://els.nii.ac.jp/dsearch.php3?ncid=AN00141768
地質学論集：http://els.nii.ac.jp/dsearch.php3?ncid=AN00141779
日本地質学会news誌：http://els.nii.ac.jp/dsearch.php3?ncid=AN11417064
日本地質学会学術大会講演要：http://els.nii.ac.jp/dsearch.php3?ncid=AN10269961
※以上は日本語（非SSL）版へのリンク先です．

利用申込み用紙送付先：
〒101_8430 東京都千代田区一ツ橋2_1_2 国立情報研究所開発・事業部企画調整課　共同利用係　宛

（日本地質学会総務委員会）
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☆The Island Arc連絡調整委員会

The Island Arc
オンライン閲覧の方法

The Island Arc誌はBlackwell Publishing Asia社の協力で，1999
年以降発行の論文がオンライン化されており，Blackwell Synergy
上で閲覧可能です．日本地質学会の会員は無料でThe Island Arc誌
をオンラインで閲覧できます．3月号ですでに紹介しましたが，再
度オンライン閲覧の方法を紹介します．ぜひお試しください．

最初にStep1，Step2の順で登録手続きに伴う入力作業が必要に
なりますが，2回目からはStep3の方法のみで簡単に閲覧できます．

◯Step1：Synergyサービスへの新規登録
1． まず，個人登録をします．

http://www.blackwell-synergy.com

のアドレスを入力すると，Homeの画面（図1）が出ます．
2． 右上の①Registerをクリックし，Registrationの画面（図2）を
出します．

3． メッセージにしたがい①個人登録を完了してください．＊印の
項目は必ず回答して下さい．ここで登録する U s e r n a m eと
Passwordは会員個人でご自由に設定し以降のご利用時には常に必
要となりますので，入力されたUsernameとPasswordは控えを
とって覚えておいてください．登録必要事項入力の後，一番下に
ある②“Register”をクリックしてください．

4． 右上の③My Synergyをクリックしてください．そこで最初に
登録した④UsernameとPasswordを入力し，⑤Loginをクリック
すると，それぞれの会員のHomepageが開きます．

①　

（図1）

③　

④　 ⑤　

①　

②　
（図2）
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◯Step2：会員特別登録
1． ここからは会員だけの特別登録です．この登録は一度だけ手続
きをしてください．
My Synergyのページに出ている①“Access”をクリックしてく
ださい．画面（図3）の下段の②“Offer Codes”に JGSと入力し，
③Continueをクリックしてください．

2．“Lastname”に会員番号（7桁）を入力してください．
（例：1234567）

3．“Member ID”に再度，会員番号を入力してください．
（例：1234567）

4．“Continue”をクリックしてください．図4の画面となり，The
Island Arcをクリックして閲覧してください．
＊会員番号：地質学会から送付される宛名には必ず記載されていま
す．名前の右下の7ケタの数字が会員番号です．ならんでついて
いる（ ）つきの数字は不要です．

◯Step3：登録完了後のご利用
1． http://www.blackwell-synergy.comをアドレス入力しHomeの
画面を出す．

2． Step1の個人登録で登録した①UsernameとPasswordを入力し，
②Loginをクリックしてください．

3． 名前が表示されましたら，My Synergyをクリックすると，図4
の画面が出ます．

4． ③The Island Arcをクリックして閲覧ください．図5の画面と
なり，最新号（11巻1号）もご覧いただけます．

ご質問・お問い合わせはThe Ialand Arc連絡調整委員会の会田ま
でメールまたはファックスでご連絡ください．
メール：bj011462@imclub.ne.jp
Fax：0478_73_7453

Offer Code : JGS

①　

③　②　
（図3）

③　

①　 ②　

（図4）

（図5）
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ホームページ　http://slope.dpri.kyoto-u.ac.jp/mountain.htm
スタッフ　千木良雅弘（教授）

研究室概要

2002年6月現在，当研究室のメンバーは，防災研究所の千木良雅
弘教授の下，研修員2人，修士課程2年次4人，1年次1人から成り
立っています．すべての学生は理学研究科地球惑星科学専攻地球物
理学分野環境地圏科学分科に所属しています．研究室の所在地が学
部生のいる京都市内から離れた宇治市にあることもあり，現在いる
メンバーは斜面災害に関する研究をしたいと全国各地の大学から集
まってきた人々です．学部で勉強してきた内容も地質学，地形学，
地球化学等いろいろで，各々得意分野を生かしつつも，既存の学問
の枠にとらわれない新たな研究に取り組んでいます．そして願わく
は，斜面災害の軽減に貢献できるよう，日々精進を重ねております．
学生は各自のフィールド調査や実験室での分析の結果を毎週のゼミ
で発表します．ゼミは，お菓子をつまみながら和やかな雰囲気で始
まりますが，発表者は緊張感をもって，時に冷や汗をぬぐいながら
発表しています．また，当研究室ではフィールドで考えることを重
視しているため，様々な機会を利用して巡検に出かけ，各地の地質，
地形を見てまわるようにしています．

研究内容

当研究室では，主に災害に関する地質学について研究しています．
一般的には “応用地質学”といわれる分野にあたります．地すべ
り・崩壊といった斜面災害の地質学的な素因を探ることが大きな目
的です．目的達成のためならば学問分野にこだわらず，必要と考え
られる手法は積極的に取り入れて研究を進めています．
メンバーの研究内容は具体的には次の3つがあります．
①重力による山体の変形と大規模崩壊の発生過程

大規模な崩壊地が存在するような山体の上部には，線状凹地とよ
ばれる凹地が形成されていることがあります．これは，岩盤が重力
によって少しずつ変形しているためです．岩盤の変形が進んだ場所
で大規模崩壊が発生すると考えられるので，山体の変形現象を大規
模崩壊の前兆現象と位置付けます．当研究室では，詳細な地質構造
の調査から変形の実態をつかみ，トレンチ調査による長期間の変形
履歴の解明や，GPS精密測量による現在の変位の計測を行い，大
規模崩壊の発生メカニズムについての研究を進めています．
②岩石の風化と崩壊

岩盤が風化し，劣化した場所では，崩壊が発生しやすくなりま
す． 1999年福島県南部豪雨災害では，崩壊発生後の地質調査によ
り，白河火砕流堆積物（弱溶結）の表層風化帯が，崩壊発生に影響
したことが明らかになりました．また，1999年広島県豪雨災害で
は，風化した花崗岩に発達しているマイクロシーティングの存在が，
崩壊発生に影響したことが明らかになりました．本研究室では，こ
のように，岩盤表層の風化帯構造と崩壊メカニズムについて調査を
行っています．野外での詳細な観察を基礎とし，岩石の物理的・力
学的な性質（岩石物性）の計測や，鏡下観察，各種化学分析，コン
ピュータを使用した画像解析を行っています．現在は，花崗岩と火
砕流堆積物の風化の研究に力を入れています．
③突発災害調査

地すべり・崩壊などの斜面災害が発生する度にその場所の地質条件
が問題とされています．今後の災害発生予測に役立てるためにも，

地質・地形の詳細な調査を行い，事例を蓄積していくことが求めら
れます．当研究室では地形判読や詳細な地質調査をもとに，地理情
報システム（GIS）による分析，ハザードマップの作成にも取り組
んでいます．

自己紹介

西山賢一（PD，研修員） 過去に起こった代表的な豪雨災害につい
て研究しています．1982年長崎豪雨災害（火山岩）と1972年天
草豪雨災害（堆積岩）を例として，表層風化帯の形成プロセスに
基づく斜面崩壊の発生メカニズムを検討中です．このほか，岩石
の風化による物性変化の特徴や，南九州の鮮新～更新統について
も研究中です．

目代邦康（PD，研修員，2002年7月1日より筑波大学陸域環境研究
センターに在籍） 大規模崩壊地周辺にみられる山体の重力変形
現象の地形・地質学的研究をすすめています．線状凹地とよばれ
る，山稜上部にみられる凹地において人力でトレンチを掘削し，
過去数万年の山体の変形履歴を調査しています．

加藤弘徳（M2） 四国中部において，中央構造線の断層運動が山体
変形や地すべり地形の発達に及ぼした影響を研究しています．断
層運動によって隆起を続ける山体は自重によって変形し，その結
果谷側に倒れ込んだ断層面が絶好のすべり面となって地すべり地
形が形成されるとするモデルを立案し，現在その妥当性を検討し
ています．

平木武志（M2）「比良山地西部の地形発達」 明瞭な断層谷を形
成している花俺断層沿いの安曇川流域において，過去に大規模な
崩壊が発生し，現在も変わった地形が見られる，比良山地西部に
ついて調査を行っています．

古木宏和（M2）「花崗岩の風化―マイクロクラックの形成―」
花崗岩は，風化するにつれて著しく力学的性質が変化します．そ
の変化の要因の一つであるマイクロクラックの発達過程を，タイ
プの異なる花崗岩について調べています．

宮崎裕子（M2） 地震によって発生した崩壊とその後の降雨によっ
て発生した崩壊の発生場の比較をテーマに伊豆諸島の神津島で調
査しています．崩壊分布図，地質図を作成し，GISを使って解析
します．

今井千鶴（M1） 学部生の時，花崗岩が自然災害と密接に関わって
いることを知って，花崗岩の風化について学びたいと思い，この
春広島大学から来ました．卒業研究で習得した化学分析を活かし
て，風化花崗岩を浸透する水について研究したいと思っています．

千木良研究室に興味を持たれ，ここで研究してみたいと思われた
方は， 宮崎（miyazaki@slope.dpri.kyoto-u.ac.jp）か，院生室

京都大学防災研究所地盤災害研究部門
山地災害環境研究分野

千木良研究室

宮崎裕子（M2）

院生コーナー
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（0774_38_4099）までご連絡いただければと思います．また，毎年
千木良先生が岩石の風化に関するシンポジウムを防災研で開催して
います．詳しい日程はホームページに掲載しております．多く皆様
のご参加を歓迎いたします．そのほか，ホームページには，詳しい
研究内容や，ゼミ，巡検の内容も載せてありますので，是非ご覧く
ださい．

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2
人でおこなっています．e-mailでいただければ幸いです．
naruse@bs.kueps.kyoto-u.ac.jp 成瀬　元（京大）
tomaru@gbs.eps.s.u-tokyo.ac.jp 戸丸　仁（東大）

豊川市の領家変成岩に貫入する変形した花崗岩脈露頭を観察し，そ
れぞれから得られたCHIME年代と変形構造などから領家帯の変形
史について露頭前で議論が白熱しました．昼食は鳳来町長篠大橋下
のMTL露頭前の河原にてとり，支部長差し入れのスイカでスイカ
割りを楽しんだ後，MTL露頭の観察を行い，活動史の議論に熱が
入りました．長篠の医王寺では中央構造線の地形と長篠の合戦の係
わりについて，横山会員より説明があり，少々趣の異なる巡検の時
間となりました（写真右）．次は鳳来町副川にて新第三系設楽層群
下部の北設亜層群とそれに貫入する珪化安山岩，鳳来町川売にて上
部の南設亜層群を観察し，層序や火成作用とテクトニクスについて
考えました．最後に見事な松脂岩を見学し，おみやげを採取して帰
路についた．梅雨時で天候を気にしましたが，幸い雨に降られるこ
となく，充実した地質巡検を実施できました．

（中部支部事務局　竹内　誠）

中部支部会員募集中！！

支部会員登録資格：中部地方（新潟県・富山県・石川県・福井県・
長野県・岐阜県・山梨県・静岡県・愛知県）に在住の日本地質学

会員および中部地方の地質に関心を持つ日本地質学会員．

登録方法：本支部に関する連絡は基本的に電子メールにて行いま
す．電子メールが使用できない会員には郵便にて連絡をいたしま
す．その際，年1000円の通信費を納入していただきます．
タイトルまたは本文に「中部支部入会希望」と明記の上，氏名，

電子メールアドレス（使用者のみ），勤務先または所属，連絡先住
所，連絡先電話を中部支部事務局宛電子メールまたは郵便でお送り
ください．郵便利用者には折り返し通信費納入方法をお知らせいた
します．

中部支部事務局宛先

〒464_8602 名古屋市千種区不老町　名古屋大学理学部地球惑星
科学教室内
日本地質学会中部支部事務局　担当　竹内　誠
E-mail : jimu.cgeosoc@num.nagoya-u.ac.jp 又は

takeuchi@eps.nagoya-u.ac.jp
電話 052_789_2525，Fax 052_789_3033

支部コーナー

☆中部支部

2002年 6月15日，名古屋大学理学部において中部支部設立総
会・シンポジウムが開催されました．会員数52名（6月15日現在）
の内，35名の参加者がありました．
総会では，まず新妻信明会員より支部設立に至る経緯の説明があ
り，その後，支部規約の承認と役員の選出を行いました．選出され
た役員は以下の通りです．支部長：新妻信明（静岡大），各県幹
事：立石雅昭（新潟県，新潟大），竹内　章（富山県，富山大），石
渡　明（石川県，金沢大），東　洋一（福井県，県立恐竜博物館），
輿水達司（山梨県，県環境科学研究所），原山　智（長野県，信州
大），小嶋　智（岐阜県，岐阜大），延原尊美（静岡県，静岡大），
星　博幸（愛知県，愛教大），会計監査：束田和弘（名古屋大），災
害担当委員：野沢竜二郎（玉野総合コンサルタント（株）），事務局
幹事：野沢竜二郎，竹内　誠（名古屋大）．最後に新妻信明支部長
より挨拶があり，総会は閉会しました．
引き続き，「中部地方の地質学の発展をめざして―研究成果と課

題」と題したシンポジウムが開催され，各県幹事が中心となり，各
県の地質をレビューし最新成果や残された問題点などを報告しまし
た（写真左）．発表者は以下の通りです．星　博幸，小井土由光
（岐阜県），石渡　明，立石雅昭，原山　智，延原尊美．その後約1
時間半にわたり総合討論を行い，中部地方の地質の地質構造発達史
について，第四紀変動，日本海拡大，白亜紀変動，先白亜系形成な
どテーマ事に，様々な立場からの意見交換を行い，活発な議論が行
われました．これらの討論内容は，今後出版が予定されている「中
部地方地質誌」に反映されることになりました．
シンポジウム終了後，名古屋大学生協「レストラン花の木」で懇

親会が行われ，中部支部という一体感のもと盛況のうちに幕を閉じ
ました．

地質巡検報告
翌16日には，三河地方の領家帯と新第三系の地質巡検が実施さ

れました．参加者10名，案内者4名（鈴木和博，筧　光喜，横山良
哲，星　博幸），運転手3名，現地飛び入り2名の計19名が参加し
ました．名古屋鉄道「国府」駅よりレンタカー等に分乗し，まずは

設立総会報告
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害軽減のために低周波地震の発生メカニズムの解明が不可欠である
ことを強調された．
3． 富士火山の物理探査―現状と将来計画
産業技術総合研究所　地球科学情報研究部門　大熊　茂雄
地質屋にとって普段あまりなじみのない火山および地熱地域での
物理探査の紹介から始まり，富士山における物理探査の問題点とそ
の現状（重力・磁気その他）についてわかりやすく解説された．ま
た，将来計画として高分解能空中磁気探査について意欲的な紹介と
抱負を述べ富士山火山活動の総合的な監視手法として今後の展開を
期待された．

2002年関東支部総会

上記講演会と同日支部総会を開催しました．現次点における関東
支部会員数は，2048名で，定足数69名のところ，総会出席者数48
名及び委任状57名で総会は成立しました．前年度の活動報告，会
計報告，今年度の活動方針及び支部範囲（関東地方）の見直しに伴
う若干の規約改正について検討し承認されました．月に1回程度の
幹事会を開催して支部活動のさらなる活性化を図りたいと思いま
す．上記講演会以降の具体的な活動は次回から本ニュースで報告い
たします．

支部コーナー

☆関東支部

講演会―富士火山は今？

最近，低周波地震活動やハザードマップの作成で次の噴火につい
て話題を集めている富士火山について狭義の地質学のみならず様々
な角度からわかりやすく解説しようという趣旨で支部活動の一環と
して上記講演会を開催しましたので報告します．本講演会は，2002
年5月 11日に東京都北区北ピアで参加者は会員　名，非会員　名
の合計　名でした．この後予定されている富士火山の巡検と合わせ
て皆さんの関心の高さを裏付ける催しとして成功裏に行えました．
講師および関係者の方々に厚く謝意を表します．
なお，講演要旨集は（A4判，40p）は，日本地質学会事務局で1

冊500円で販売しています．

1． 富士火山の火山灰層序学的発達史
都留文科大学　上杉　陽
富士山について次のように総括的な概要を紹介された．
はじめに―富士山の生い立ちや防災準備の現状を知るには
1） 研究史概要―多少は定性的な将来予測が可能となってきた
2） 富士火山の火山灰層序学的発達史

個々がいわば本論の部分で，ご専門のテフラの研究成果をもと
に，テフラは時計代わり，テフラは主演俳優など実例に基づいた
わかりやすい説明で，富士山の生成過程や生成モデルについて解
説された．
3） 火山灰層序学的な噴火予測―まとめにかえて
最も関心が高いのですが，それだけ難しい話題についていくつか

のシナリオを示され，災害軽減の調査の重要性を指摘された．
2． 低周波地震からみた富士火山
防災科学技術研究所　固体地球研究部門　鵜川　元雄
いわば今回の富士山への関心を喚起した発端となった低周波地震

について十分ご説明いただいた．1980年代から知られていた低周
波地震活動が2000年10月～12月にかけて急激に活発化したこと，
その特徴，活動頻度，震源分布などを述べられ，深部低周波地震と
火山活動の関係や解釈について説明され，最後に富士火山の噴火災

講演会・総会報告

地質学会シンポジウム講演記録

「明日を拓く地質学―現場に応える地質学へ―」

2001年12月20日　発行
編集者　井内美郎・岩松　暉・大矢　暁・徳岡隆夫・湯佐泰久
発行　日本地質学会　　A5版　204p 会員頒価￥2,000 送料￥310

上記出版物をご希望の方は，学会事務局（電話 03_5823_1150）または，

井内美郎（電話 089_927_9674/yinouchi@sci.ehime-u.ac.jp）までお問い合わせください．
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2002年度第 4回定例評議
員会議事抄録

2002年7月15日
日本地質学会　評議員会議長

周藤賢治

日時：2002年6月22日（土） 13 : 00～18 : 00
場所：北とぴあ　802会議室（電：03_5390_

1105）
（東京都北区王子11_11_1 JR王子駅北口
下車　徒歩2分）
出席者：小松正幸会長　平　朝彦・徳岡隆夫
副会長　周藤賢治評議員会議長，在田一則
評議員会副議長
（01_02評議員）【足立勝治】 赤羽久忠
荒戸裕之　磯崎行雄　板谷徹丸　伊藤谷
生　井内美郎　菊地隆男　木村　学　久
保和也　公文富士夫　斉藤尚人 【足立
勝治】 赤羽久忠　荒戸裕之　磯崎行雄
板谷徹丸　伊藤谷生　井内美郎　菊地隆
男　木村　学　久保和也　公文富士夫
斉藤尚人 【佐々木和彦】 佐瀬和義　柴
崎直明 【田崎和江】 高須　晃　高橋正
樹　高安克己　徳橋秀一　鳥海光弘　新
妻信明　廣野哲朗　別所孝範 【佐々木
和彦】 佐瀬和義　柴崎直明 【田崎和
江】 高須　晃　高橋正樹　高安克己
徳橋秀一　鳥海光弘　新妻信明　廣野哲
朗　別所孝範

（02_03評議員）会田信行　秋葉文雄 【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 【滝田良基】 竹内　章　立石雅昭
楡井　久 【觜本　格】【松本俊幸】【三
宅康幸】 矢野孝雄 【吉川周作】 渡部
芳夫

（オブザーバー）加藤碵一関東支部長 （事
務局）水野篤行
冒頭に，周藤評議員会議長より加藤関東支

部長のオブザーバー出席が紹介された．

報告事項

Ⅰ　執行委員会報告
1． 運営財政部会
公文部会長・天野副部会長よりそれぞれの
担当事項について次の報告があり，了承され
た．
1）総務委員会
庶務関係

�　次の共催・協賛・後援等を承諾した．
（i） 産総研地質調査総合センター，
2002年地質情報展「新潟」―のぞいて
みよう大地の不思議―（9.14_9.16，新
潟市民芸術文化会館）の共催．（5.18

付け）
（ii） 日本粘土学会，第46回粘土科学討
論会（9.19_9.20，東北大学）の共催．
（5.14付け）
（iii） 第16回International Symposium
on Environmental Biogeochemistry
（2003.9.1_9.6，青森県十和田八幡平国
立公園）の協賛．（4.30付け）

（iv） 第19回Himalaya-Karakorum-Tibet
Workshop（2004年日本で開催）の後
援．（4.22付け）（当初日本で開催予定
の第18回Workshopの後援を承諾して
いたが，その後日本開催の予定が変更
となったもの）

（v） 2008年国際結晶学連合大会（IUCr
Congress）の日本への誘致（結晶学
研連・日本結晶学会）への協賛．
（5.16付け）
（vi） 第18回ゼオライト研究発表会の共
催（11.21_22，早稲田大学）．（5.21付
け）

（vii） 信州大学自然誌科学館「自然のな
ぞ」（7.27_28，信州大学理学部の後援．
（5.21付け）
（viii）（財）日本科学技術振興財団「青
少年のための科学の祭典　2002」の後
援．（5.28付け）

（ix） 箱根火山シンポジウム企画実行委
員会主催「火山の国日本の箱根シンポ
ジウム（仮題）」（12.14_15，箱根町文
化センター）の共催．（6.22付け）

（x） 第17回国際堆積学会会議（2006年）
日本招致にあたっての同会議の共催．
（6.22付け）
次の転載等を許可した．

（i） 柳沢幸夫会員に対して，地質学雑
誌59巻，p.547，第2図（江口ほか論
文，1953）を地域地質調査報告「川前
及び井出地域の地質（5万分の1地質
図幅）（産総研）への転載．（4.10付け）

（ii） 佐藤興平会員に対して，地質学雑
誌95巻，p.38，第4図（佐藤ほか，
1989），同96巻，p.70，第1図（佐藤
ほか，1990）を，佐藤興平著，獅子の
年令と大地の動き：地質年代学の視
点，骨材資源6月号（2002）に転載．
（4.18付け）
（iii） 柏木健司会員に対して，地質学雑
誌107巻，p.638_639（pl.Ⅰ_Ⅱ）（柏木，
2 0 0 1）をホームページ上に転載．
（6.10付け）

（3）日本学術会議第19期会員推薦のため
の学術団体の登録申請を5月1日付けで
提出した．関連研究連絡委員会の順位を，
地質研連1位，地質科学総合研連2位，
鉱物研連3位とした．（議題へ）
関係研連への科研費審査委員の候補者

推薦を4月中旬までに終了した．ただし，
前回評議員会以降に研連からの推薦人数
の追加や細目の変更等があり，同評議員
会での選出結果と一部異なる推薦となっ
た（推薦者一覧を資料として配布）．こ
のことについて了承を得たい．（事情と
結果について評議員会として了承した．）

（5）総務大臣宛に5月10日付けで，「第三
種・第四種郵便物の存続を求める要望
書」を送付し，また5月20日付けで，そ
の写しとともに「第三種・第四種郵便制
度の存続要望に関するお願い」を日本学
術会議会長，地質科学関連諸学会会長宛
に送付した．

（6）日本技術者教育認定機構（JABEE）第
3回定時総会が 5月 15日に開催され，
JABEE委員会の福沢仁之委員が代理出
席した（内容についてはJABEE委員会
報告参照）．

（7）地理関連学会連合総会が3月29日に開
催され，天野総務委員長が出席した．

（8）選挙管理委員会が発足した．5月24日
に第1回委員会を開催して辻　隆司委員
が委員長に互選された．委員会構成は，
辻　隆司（委員長），五十嵐　聡，川辺
文久，塚本　斉，吉岡　正．役員選挙に
関して立候補届けを確認した．会長と副
会長についてはそれぞれ改選定数の立候
補者数であったので，それぞれ無投票当
選とし，当選通知を出した．（会長―平
朝彦，副会長―加藤碵一・木村　学）．
評議員立候補者数は改選定数25名に

対し，33名の立候補者があったので，
選挙細則に基づき選挙を行うこととし
た．なお，投票用紙は6月中旬までに発
送の予定である．
なお，選挙事務の円滑化のため，事務

局より選挙委員の選出を今後，12月の
評議員会で行って欲しいとの要望が出さ
れた．

（9）選挙管理委員会に対して5月24日付け
で執行委員長名により，役員選挙投票用
紙にオンラインアンケート用紙（マーク
シート）を同封発送・同封回収すること
について了承を求める文書を送り，了承
された．また，ニュース誌6月号にこの
ことについての記事を掲載することとし
た．

（10）高安評議員より専門部会（第四紀地質）
の設立が申請され，6月評議員会にこれ
を諮ることとした．（議題へ）

（11）エリトリア共和国，アスマラ大学から
地質学雑誌などの寄贈依頼が寄せられ
た．事情を考慮し，当面，今年度発行の
雑誌から送付することとした．

（12）熊本県御所浦島架橋ルート設定に伴う
白亜紀露頭の保全に関して，2001年6月

学　会　記　事

（1）

（2）

（4）
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の定例評議員会の了承のもとに2001年7
月2日付けで会長名により熊本県知事宛
の要望書を提出した．田代正之会員（御
所浦白亜紀資料館長）より6月9日付け
で執行委員会に対して，その後，重要な
露頭を避けるようにルートの変更設計が
なされることとなったとの報告があり，
本問題に関する地質学会の協力に対する
謝意の表明が文書で寄せられた．【資料】

（13）高知大学（学共）「海洋コア研究セン
ター」の全国共同利用施設「海洋コア総
合研究センター」への改組に関する要望
書提出（文部科学省研究振興局長宛）の
依頼があり，6月22日付けで提出するこ
とを了承した．
会員関係

（1）次の入会を承認した．
入会承認　正会員60名（内院生割引27
名）
（正）脇本晃美，高橋克久，千代延　俊，
石田磨妃，川端訓代，齊藤　容易，篠
原謙太郎，木村理恵，小栗一将，箕輪
貴治，那須世都子，吉岡正治（以上
4.22），西田隆男，Liam Nesfield，香
村官永，藤野滋弘，武藤　智，佐藤
誠，綾部万里，吉武美子，古川耕三，
小堀和雄（以上5.20），高橋　司，北
村有迅，高田浩子，三縄岳大，木村希
生，田中智史，上杉孝彦，磯部博志，
庄司真弓，加藤和浩，鈴木正哉（以上
6.10）
（内，院）安田智広，日比野　剛，土
屋　健，古木三則，寺前憲昭，古川英
照，望月　貴（以上4.22），新村龍也，
坂口真澄，堀内　悠，久保田克博，上
田庸平，長谷川怜思（以上5.20），遠
藤良太，邊見紗知，小林久子，鈴木由
香，今野　享，金井勝宏，山下阿須佳，
横山一輝，青砥俊博，落合俊夫，矢野
健一，荒木吉章，隅田竜也，比嘉賀治
（以上6.10）
（学）布川裕也，中條喜友，川口優美，
齋藤笑子，為季克章（以上4.22），平
山大地（5.20）

（2）次の9名の退会を承認した．
（正）吉田厚也，近藤孝司，坂田伸哉，
佐治一郎，田代陽子，中島　司，松岡
信（以上4.22），奥山茂美（5.20），川
上建設（6.10）

（3）次の会員が逝去された．
（正）野々瀬昌宏（2002.3.11），河田茂麿
（2002.3.21），遠藤　弘（2002.3.31），
小泉　斉（200 2 . 4 . 5），松田哲夫
（2002.4.23），渡辺暉夫（2002.5.9）

（4）1952年1月―12月に入会の34名を50
年会員顕彰対象会員として，6月定例評
議員会に諮ることとした．（議題へ）

（5）会費長期滞納者（1999_2002）のリス
トを作成した．6月5日現在で112名で
あり，年末までに会費納入がない場合に
は会則により除籍となる．

（6）都城秋穂名誉会員が日本学士院賞を受
賞された．ニュース誌8月号に記事を掲
載する．なお今後，同様な受賞のある場
合にはその都度記事を掲載したいので，
連絡して欲しい．

（7）本年会員名簿を刊行するが，これまで
の形式と同様としたい．

（8）会員の動静（5月末現在）

会計関係

（1）決算報告（5月末現在）
順調に推移している．

（2）ペイオフ解禁の関係で，ペイオフに関
係する預金の他銀行への移し換えを実施
中．本年中に完了させる．

（3）4月15日付けで日本学術振興会より，
平成14年度科研費補助金（研究成果公
開促進費，定期刊行物）として The
Island Arc誌に対して5,200,000円（単年
度）の交付内定通知があり，5月1日付
けで交付申請書を提出し，6月12日付け
で交付決定通知があった．7月上旬に入
金がある見込み．

（4）事務局のIT環境の整備を行い，これ
ま で の パ ソ コ ン と コ ピ ー 機 を
MacintoshG4，Windows NECパソコン
に入れ替えた（リース）．また，地質学
雑誌のオンライン査読へ向けて，会員よ
り編集用ソフトエウェア及びスキャナー
などの寄贈を受けた．機器入れ替えに伴
う年間リース料のアップは86,000円であ
る．

（5）4月1日付けで，齊藤事務局員に対す
る社会保険と労働保険の加入手続きを行
った．

（6） 4月11日付けで，労働保険の平成14
年度更新を行い，4月12日に概算保険料
329,665円を納付した（内，学会負担労
災保険90,007円，雇用保険147,884円）．

（7）「明日を拓く地質学」出版に対する木
村科研費からの100万円の補助（一部ニ
ュース誌に充当）の振替を行った．同書
を500部増し刷りすることとした．

（8）学術著作権協会より6月6日付けで，
平成12年度複写使用料として152,108円
分配するとの通知があった．

（9）徳永重元名誉会員より6月6日付けで，
10万円の寄付が寄せられた．無指定な
ので，基金に繰り入れることとした．

2） 広報委員会
（1）ニュース誌編集小委員会

ニュース誌5巻5号までを刊行した．
内容については，基本的にはそれぞれの
委員会，支部等がその活動内容を適時投
稿して会員への広報を的確に進めること
にあり，また開かれた情報提供の場とし

て各会員個人に積極的に利用していただ
く必要がある．是非活用，協力をお願い
したい．

（2）インターネット運営小委員会
委員の役割分担を明確にし，HP充実

のための体制を整えた．現在HPの改善
方策を検討中である．

2 学術研究部会

伊藤部会長より次の報告があり，了承され
た．
1） 行事委員会
（1）第109年総会・年会（新潟大会）

ニュース誌5月号に大会予告記事を掲
載した．HPを近く開設する．情報展開
催には大学の後援が得られることとなっ
た．6月29日，7月13日に行事委員会を
開催し，プログラムを確定する．

（2）第110年以降の総会・年会
第110年総会・年会は中部支部（静

岡），第111年・112年・113年は，それ
ぞれ関東支部（千葉），関西支部（京都），
四国支部（高知）の順での開催が決定さ
れている．
今後大学の独立行政法人化との関係で

さまざまな困難が生じる可能性があるの
で，ぜひご協力をお願いしたい．開催校
（地域・地区）ごとに2年前には評議員2
名確保が重要である．新潟大会において，
新潟大会準備委員会と静岡地区（03年），
千葉地区（04年）担当予定者との懇談
の場を設けたい．

（3）地球惑星関連学会連絡会（地球惑星合
同大会）
運営機構もとで2回開催した．総括が

必要となっている．学会選出プログラム
委員の役割を明確にし，7月13日の行事
委員会で次期プログラム委員を選出す
る．

2） 専門部会連絡委員会
未開催

3） 国際交流委員会
（1）脇田委員長から，前回の評議員会で報
告した諸外国の学会リストをホームペー
ジに掲載し，会員の反応を見た上で，さ
らに検討を進めるとの報告があった．

（2）韓国地質学会より4月5日付けで小松
会長宛に，創立55周年にあたり本年10
月23_25日に東アジアの地質学会の代表
者を招待して特別セッションを設けて交
流したく，是非招待したいとの予備的招
待状が届いた．執行委員会では，会長が
交代することとなっているが現会長・副
会長で対応することが適当と判断し，平
副会長に依頼し，承諾を得た．

4） 研究委員会
ヒマラヤ地質研究委員会

在田委員長よりとくに報告事項なしとの
連絡があった．
「地質学と地震」研究委員会

嶋本委員長より次の報告があった．
委員会の活動として，本年の地球惑星科

賛助 名誉 正会員（内院生）＊ 学生 合計

2002.2.28 44 70 4873 （133） 27 5014

2002.5.31 43 70 4885 （148） 29 5027

増・減 －1 0 ＋12 （＋15） ＋2 ＋13

＊正会員の内数
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学関連学会合同大会において，「断層帯の
ジオロジー・物質循環と地震の発生過程」
（G061；5月29日）を開催した．20の口頭
発表と16のポスター発表があり（その内
18は断層岩関係），セッション会場が80名
用とやや小さかったこともあり，一時は聴
衆が廊下にあふれる状態になった．断層岩，
変形と流体移動に関する実験，地震の発生
過程の解析，地震と地殻変動など多彩な研
究発表があり，学際的なセッションにふさ
わしい内容になった．とくに，高速摩擦で，
天然の断層，高速摩擦実験，地震波の解析
結果を融合した議論が可能になりつつある
こと，地震と地殻変動の解析から，極めて
多様な断層の挙動が明らかになりつつある
ことが印象に残った．来年の合同大会では，
沈み込み帯と付加帯にやや重点をおきつ
つ，断層・流体・地震をキーワードとした
学際的なセッションを主催したい．
南極地質研究委員会

白石委員より次の報告があった．
1． 2000年11月に出発した第42次南極地
域観測隊越冬隊（隊長，本吉洋一会員）
は3月28日，無事帰国した．
2． 本年秋出発の第44次隊夏隊の地質調
査計画がまとまった．南極観測第VI期5
カ年計画「東南極リソスフェアの構造と
進化の研究」として，リュツォ・ホルム
湾及びプリンスオラフ海岸地域の地質調
査を行う．また，復路にナピア岩体の将
来のヘリコプターを利用した広域調査に
備えて，着陸可能地点調査を可能な限り
実施する．なお，3名の地質隊員（夏隊）
は6月の南極本部総会で決定する．
地質環境の長期安定性に関する研究委員会

高橋正樹委員長より次の報告があった．
渡辺委員長が急逝されたという事情が突
然生じたので地球惑星合同大会の際に本研
究委員会の今後の体制・方針について検討
した．高橋が委員長に選出され，渡辺前委
員長の意志を継いで委員会活動を行ってい
くこととした．

3 編集出版部会

渡部部会長より次の報告があり，了承され
た．
1） 地質学雑誌編集委員会
地質学雑誌108巻5号まで刊行した．

2） 企画出版委員会
報告事項とくになし．

3） The Island Arc連絡調整委員会
会田委員長より次の報告があった．
1） 4月15日付けで日本学術振興会より，
平成14年度科研費補助金（研究成果公
開促進費，定期刊行物）として，The
Island Arcに対して，5,200,000円（単年
度）の交付内定通知があった．5月1日
付けで交付申請書を提出し，6月7日付
けで交付決定通知があり，6月12日付け
で交付請求書を提出した（7月上旬に振
込がある見込み）．
2） アイランドアーク事務経費の取り扱い

について
編集経費については半期ごとに受払詳

細の報告を受け，確定使途分を後払いで
補填することを了承．
事務局経費についてはブラックウエル

からのロイヤリティーをアイランドアー
ク編集事務局口座に振り込んでもらって
から，受払簿を開始すること，12月末
締めで会計報告を受けることとした．学
会雇用となった編集事務局員の辞令を発
令した．
3） ブラックウェル社よりアイランドアー
クに関する会員のオンライン無料閲覧の
ためのオファーコードがJGSと決まった
との連絡があり，この旨をニュース誌4
月号に掲載した．
4） オンライン閲覧についてさらに広報を
進めるが，評議員からも広く宣伝して欲
しい．

4 普及教育事業部会

各担当の委員長・委員より次の報告があ
り，了承された．
1） 学校教育委員会（阿部委員長）
1） 4月・5月にそれぞれ第4回・第5回委
員会を行い，それまでの議論の経過を踏
まえて，「ニュース誌」上の「地学教育
のページ」の作成，研究企画委員会の
「初等中等教育と学会」の原案をもとに
した議論，新潟大会における教員向け地
質巡検の企画（ニュース誌6月号参照），
地質学会教員階層への年会・巡検参加の
呼びかけと委員会活動に関するアンケー
トへの協力文書の作成等を行ってきた．
アンケートの回収にあわせて，教員会員
の名簿を整備し，教員会員の各県ごとの
連絡担当者を募り，地方組織のたち上げ
に向けて準備に入る．
2） 18年度からセンター試験の内容が変
更されるに伴って，地学の受験生を増加
させ，高校での地学履修生増をはかるた
めに，地学教育委員会共々，検討を進め
ることとなった．
3）「青少年のための科学の祭典2002 全
国大会」（東京，科学技術館；8.1_8.5）
の出展者の通知があり，地質学会関係か
らは神戸信和会員（8.1_3），宮地良典会
員（8.4_5）が出展することとなった．
4） 生涯教育委員会を中心に進めている
「火山の国日本の箱根シンポジウム」へ
の参加協力を委員会としても行うことと
なった．
学校科目「地学」関連学会連絡協議会報告

（佐瀬協議会委員）

第30回連絡協議会が6月18日に都立向
丘高校で開催された．各学会よりそれぞれ
地学教育に関する理念，学校のなかで教え
るべき地学教育の内容の報告があり，地質
学会からは学校教育委員会で検討された
「第1次案」が説明された．議論の結果，
その内容については出席した他の各学会に
も共通的であり，同案を例にしながら各学

会でさらに具体的に検討を進めることとな
った．
また，この協議会への関連学会の参加が

少ない現状から，協議会の求心力を強める
ような取り組みをすることとなった．とり
わけ，「2年後」を目指して関連学会が共
同して地学教育をアピールする「声明」を
出すためにも，それぞれの学会が機会ある
たびに外に向けての地学教育の取り組み
（例えば，「科学の祭典」，地球惑星合同大
会での地学教育セッションへの取り組み）
を強めることが話し合われた．
次回は，9月10日，18時からの予定．

2） 生涯教育委員会（柴委員長）
（1）委員会では，4月に活動目標の整理と
係の分担を行い，各係ごとに活動を行う
とともにメールによる相互連絡を行って
きた．
（1）会員係（村松　武・里口保文） 地
質系博物館や生涯学習にかかわるメン
バーの連携活動

（2）普及係（松岡敬二・田口公則） 地
質学や地質系博物館の一般への普及活
動

（3）活動支援係（先山　徹・赤羽久忠・
三田直樹） 地質系博物館や学芸員の
活動の支援

（4）連携係（塚腰　実・森田利仁・小幡
喜一） 他の学会や団体との連携

（2）大涌谷火山博物館の存続を求める要望
書を送付したが，6月13日に箱根町議会
が同館の今年度末の閉館を決定した．本
年12月14日（見学会）と15日（シンポ
ジウム）に火山博物館の重要性と新たに
箱根火山博物館の新設を訴えることを目
的としたシンポジウム（火山の国日本の
箱根シンポジウム（仮題），実行委員会
委員長：高橋正樹）を箱根町文化センタ
ーで行う．本シンポジウムの委員構成
（14名）が了承され，また本評議員会の
席上，当面の活動費の募金の結果，
49,000円の寄金があった．

3） 地質基準委員会
新妻委員長より次の報告があった．
2002年1月から委員会を毎月1回開催し，

地質基準に関係する事項について検討した．
1）「地質調査必須事項―地質基準（仮題）」
の出版
地質学会地質基準における各地質体・

地質事象のDランク調査についての説明
書を共立出版から2003年9月の静岡総会
出版の予定で，準備を開始している．総
頁数はA5版約200頁とし2800円程度の
定価を予定している．各地質体・地質事
象を刷り上がり各20頁として原稿を作
成し，各項目における図は最大20を目
途としている．現在実施している初期検
討を2002年9月の新潟総会までに終了さ
せ，10月からは原稿執筆を開始すると
ともに，図の準備を行いながら，年内の
委員会における最終検討を行う．
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2003年明けからは，完成原稿を検討す
る．

2）「地質用語集（学術用語集）」について
共立出版において地質関係の編集を担当

されておられた斎藤昇さんから「地質基準」
をはじめ同氏が編集された「グリンタフ岩
石学」，「サージテクトニクス」，「よみがえ
る分子化石」．「化石の研究」，「岩石学概論
/上：記載岩石学」，「最終氷期」，「石油の
成因」，「国際層序ガイド」，「大陸地殻進化
論序説」，「地下水モデル」，「地殻・マント
ル構成物質」，「日本の地質総索引」の索引
をまとめるとともに，「誤記されていた用
語」，「関連書籍用語」をまとめた4.3MB
のCD-ROMが寄贈された．
本委員会としては「地質基準」の索引か

ら用語を選択して用語集の一部とする方針
で臨んでいたが，このCD-ROMが存在す
るのであれば，地質学全体にわたる検討を
開始することが可能であることから，普及
教育事業部会に「地質学用語委員会」設立
を評議員会へ提案し，地質学会全体として
取り組む方針とした．委員長には国立科学
博物館の斎藤靖二会員を推薦する．
共立出版は出版する方向で検討を進めて

おり，2004年9月の千葉総会に出版するた
めには，2004年5月末に原稿〆切とする必
要がある．
「地質用語委員会」について，企画出版
委員会に属させてはどうかとの意見が出さ
れ，立石執行委員長より執行委員会として
検討したいとの発言があった．

4） 地層名委員会
天野委員長より報告事項とくになしとの

連絡があった．
5 その他

5.1 その他―1（執行委員会報告）
・事務局の体制について

立石執行委員長より，本年4月より事
務局に勤務中の齋藤昭子事務局職員の紹
介があり，また次の報告があった．執行
委員会において，水野事務局長より現行
の事務局長職務についての具体的な説明
を受け，執行委員会や評議員会の関連事
項，事務局の体制等について意見交換し，
今後の実務運営についてさらに検討を進
めることとした．さらに，同事務局長が
9月の新潟総会で退任し，以降は橋辺事
務局長のもとに3人体制で事務局を運営
することが確認された．
5.2 その他―2（執行委員会関係の委員会
等の報告）
1） 支部長連絡会議
永広議長より次の報告があり，これを

了承した．
6月22日10時～12時，北トピアにて，

7支部中6支部長（代理）の出席のもと，
支部長連絡会議が次のように開かれた．
（1）各支部報告：3月以降の各支部の活
動状況について報告し，話し合った．
� 「地方地質誌」準備状況報告：準備

委員会委員長の加藤関東支部長から，
各地方の編集委員会の組織化の状況に
ついて報告があり，今後について話し
合った．9月の総会までに刊行委員会
を立ち上げるため，各支部の協力を得
ることとした．

（3）地質学会法人化と支部：現在進めら
れている法人化に関する検討案の中
に，今後の支部運営に関わる部分があ
るので，徳岡法人化調査検討委員長に
法人化についての議論の現状を報告し
てもらい，支部長からの意見を伺った．

2） 地質災害委員会
永広委員長より，追加委員として中部

支部よりの野沢竜二郎会員（玉野コンサ
ルタント）の推薦があり，これを了承し
た．
3） JABEE委員会
三宅委員長より 2002 年 4月以降の

JABEEをめぐる動向について次の報告
があった．
（1） JABEE技術者教育プログラム審査
員研修会（鉄鋼協会と合同）が5月11
日（土）に蔵前工業会館で開催され，
参加者：81名（内，地球・資源分野
31名）であった．

（2） JABEEの定期総会が5月15日に開
催され，地質学会JABEE委員会から
は福澤委員に参加いただいた．

（3）「地球・資源および関連分野におけ
る技術者養成と大学教育」シンポジウ
ム（地質研連，地質科学総合研連，資
源開発工学研連，エネルギー・資源工
学研連，地球・資源システム工学専門
委員会，鉱物研連絡共催）が年5月27
日（月）に日本学術会議講堂で開催さ
れた．参加者は講演者を含めて19大
学，12関連学協会から42名であった．
当日使用した講演要旨・資料集に残部
があるので，ご利用下さるようにお奨
めする（地質学会事務所取り扱い：1
冊500円）．

（4）第1回資源・素材学会「技術者教育
プログラム審査委員会」が5月30日
（木）に資源・素材学会会議室で開催
された．
この期間は昨年度の試行審査の過程と

結果を受けて，具体的な審査方法と内容
がJABEE全体と地球・資源分野でつっ
こんだ議論が行われ，新たな方向も示さ
れてきた．今後は，どれだけ多くのプロ
グラムに審査に加わってもらえるかが非
常に重要になってくる．審査が実質機能
してこそ，新たな地質分野の産業・技
術・学問分野の発展が期待されるからで
ある．学会レベルでの討論が今後ますま
す重要である．
以上に対して立石執行委員長より，新

潟大会でJABEEに関する夜間小集会を
準備中なので関連する大学関係者の参加
を是非お願いしたいとの発言があった．

4） 技術者継続教育委員会
公文委員長より，ジオスクーリングネ

ットを大いに活用して欲しいと述べら
れ，これに対して，支部の行事を継続教
育としてネットに掲載して欲しいとの発
言があった．
5） オンライン化検討委員会
天野委員長より次の報告があった．
5月28日に合同学会会場内で，学会支

援のためのASPシステムデモンストレ
ーションを行った．開発企業担当者から
説明を受けつつ意見交換を行った．また，
役員選挙投票にあわせて学会オンライン
化についてアンケートを実施することと
して準備を進め，9月総会前の評議員会
に向けて報告の準備をすることとした．
現在中長期的な事項について検討中であ
る．

Ⅱ　各種委員会報告（評議員会関係）
1 各賞選考委員会

（議題へ）
2 名誉会員推薦委員会

（議題へ）
3 科学研究費委員会

（前出総務委員会報告参照）
4 学術会議連絡委員会

（1）地質学研連
公文研連委員より第18期第5回研究連

絡委員会（5月15日）に関する報告があ
った（ニュース誌6月号に全文掲載済）．

（2）鉱物学研連
高橋研連委員より第18期第6回研究連

絡委員会および同鉱床学専門委員会（第
18期第6回）合同会議（5月10日）に関
する報告があった（ニュース誌6月号に
全文掲載済）

（3）鉱物学研連鉱床学専門委員会
前記報告参照．

（4）地球化学・宇宙化学研連
田結庄研連委員より第18期第5回研究

連絡委員会（5月16日）に関する報告が
あった（ニュース誌7月号p8に全文掲
載）．

（5）海洋科学研連
井内研連委員より第18期第6回研究連

絡委員会（5月21日）に関する報告があ
った（ニュース誌7月号にp8_p9全文掲
載）．

（6）国際学術協力事業研連
土　隆一幹事より次の報告があった．
1． 第18期第1回の委員会が5月8日に
開かれ，IGCP（国際地質対比計画），
ILP（国際リソスフェア計画）STPP
（太陽地球系物理学国際共同研究計
画），WCRP（気候変動国際協同研究
計画）の4構成分野の専門委員が集ま
り，委員長にILPの平朝彦氏を選出し
た．
2． 各専門委員会から最近までの活動報
告がなされた．
3． 日本がリーダーとして国際性を高め（2）
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るためには何が必要か，事業費につい
ての諸問題，研連の問題点等が討議さ
れ，7月末までに各専門委の意見を提
出することとした．

（7）古生物学研連
八尾研連委員より第18期第6回研究連
絡委員会（5月14日）に関する報告があ
った（ニュース誌6月号に掲載済）．

（8）地質科学総合研連
公文研連委員よりその後研究連絡委員
会が開かれていないとの報告があった．

（9） IGCP専門委員会
土　隆一委員長より次の報告があっ

た．
1． 第18期第6回の専門委・小委合同会
議を6月18日に開催した．
2． 日本学術会議，産業技術総合研究所
のホームページに日本IGCPの活動が
紹介されることとなり，それらを通じ
て今後の活動を一層高めるよう努力す
ることとした．
3． 研連から要請された，1）日本がリ
ーダーとして国際性を高めるための必
要条件，2）国際研究協力事業費捻出
の諸問題，について早急に検討するこ
ととした．
4． 来年度から発足する新しいIGCPプ
ロジェクト（第四紀，新第三紀関係各
1）の提出を準備中との報告があり，
それらを検討するための次回の委員会
を9月10日（火）に開催することとし
た．

5 地学教育委員会

佐瀬評議員から，次の報告があった．
旧地学教育研究委員会の構成をもとに，執

行委員会からの提案も考慮して次の会員に委
員を引き受けていただいた：赤塚正明（学習
院中高等科），足立久男（都立忍丘高校），佐
瀬和義（都立練馬高校），斉藤尚人（千葉県
立犢

こて

橋
はし

高校），小幡喜一（埼玉県立自然史博
物館），赤羽貞幸（信州大教育），阿部国広
（川崎市立西有馬小），会田信行（千葉県立佐
倉東高校），野村哲（下仁田自然学校），小松
宏昭（長野県立松本深志高校），府川宗男
（元都立千歳高校），矢野孝雄（鳥取大教育），
その他（院生会員，大学関係者を補充の予定）．
9月に委員会を開催するが，とりあえず連絡
責任者として佐瀬評議員があたる．
以上の構成と必要に応じて委員を補充する
ことを評議員会として了承した．
6 女性地球科学者の未来を考える委員会

田崎委員長から次の報告があった．
（1） 5月27日から31日まで開催された地
球惑星合同学会の保育室の利用状況は次
のとおりでかなり定着してきた：利用家
族数7人，利用学会員10人，利用子供実
数8人，利用子供数のべ21人，約120時
間
また，5月29日には保育室懇談会が行

われた．
（2）金沢大学角間キャンパスの2次移転工

事にともない，教職員，学生，院生のた
めの保育所設立運動を始めた．昨年，文
部科学省に霞ヶ関保育所が発足し，それ
に見習い国立大学内に保育所を設置する
ことは社会的にも意義がある．現在，発
起人が100名，保育所を必要とする人は
50_60名いる．男女共同参画委員会，移
転推進室などに要望を出した．いま，全
国の大学内の保育所の実績，現状を調査
している．

7 研究企画委員会

木村委員長より委員会報告として当日配
布された「新しい日本地質学会構築へむけ
て（案）」の概要が説明され，会員の意見
を広く求めるために，その内容についてさ
らに検討を加えた上でニュース誌8月号に
掲載したく，7月22までに評議員（全員が
委員として委員会を構成）各位の意見を求
めたいと述べられ，了承された．内容の骨
子は次のとおりである．
・日本地質学会の構成
・地質学の一般的役割と日本地質学会の理
念
・提言：学会活動改善に関する提言
（大学・大学院教育と学会の役割に関
する提言/初等中等教育と学会の役割
に関する提言/博物館と学会の役割に
関する提言/民間と学会の役割に関す
る提言/政策・行政と学会活動に関す
る提言/国際社会と学会の役割に関す
る提言/地球関連学会と学会の役割）

8 移行措置等検討委員会

（議題へ）
9 法人化調査検討委員会

（議題へ）
10 倫理規定等検討委員会

伊藤委員長代行より次の報告があり，了
承された
3月定例評議員会で発足以来の報告を行

った後，5月10日に東京第二弁護士会を通
じて紹介のあった弁護士を交えて第4回委
員会を開催した．2002年2月の第1回委員
会以降これまでの議論の結果概ね以下の結
論に到達した．
1） 科学技術基本計画が学協会などに研究
者・技術者が守るべき倫理についてのガ
イドラインを策定するよう求めているだ
けでなく，そのようなガイドラインの策
定は社会的要請となっていることも考慮
し，地質学会がいっそう社会的活動を旺
盛に展開するためには地質学会としても
倫理規定の制定が必要である．
2） 現在の司法改革の流れの中で，専門家
が司法行政に適切な形態で参加すること
が求められることが予想される．例えば，
国際的にも確立が求められている知的財
産権と情報公開などいう現代的課題は，
現行実定法の解釈だけでは乗り切れず，
どうしても専門家集団の登場が要求され
よう．そうした事態に地質学会が主導的
に対処できるためには，自らの倫理的規

範を内外に明示することによって社会的
に正当な評価を受ける必要がある．
3）現行著作権法下での判例を検討すると，
地質学における知的財産権の保護が十全
でないということが懸念される．当面，
地質学会として対処できることについて
措置することが必要であろう．
委員会としての最終答申を9月の第5

回定例評議員会に提出する．そのなかで，
今後の具体策として，（1）新たに倫理規定
策定のための委員会を設置して同案を審
議・策定し，評議員会で最終案を決定し
た後総会に提案すること，（2）新たに知的
財産権等検討委員会を設置して，知的財
産権問題の検討を開始し，コンセンサス
を得られたところからとるべき適切な措
置を評議員会に提案すること．

Ⅲ　その他の報告
今後の評議員会の日時・会場について

立石執行委員長より次の報告があり，了承
された．
2002年度　第5回
2002年9月13日（金） 13 : 00_18 : 00
新潟大学理学部大会議室（5階）
2003年度　第1回
2002年9月14日（土） 12 : 00_（総会終了後）
新潟大学（場所未定）
2003年度　第2回
2002年12月14日（土） 13 : 00_18 : 00
北とぴあ901会議室（会場予約済み）
2003年度　第3回
第1候補2003年3月29日（土），
第2候補同15日（土） 13 : 00_18 : 00
北とぴあ予定
議　題

議事に入る前に，立石執行委員長より，ア
イランドアーク誌に対する科研費補助金の額
が本年度大幅に伸びた，今後も確保するとと
もにさらに伸ばしていきたい，本年度からは
じまったオンライン閲覧を増加させることは
それのベースとなるので，積極的にそれを利
用して欲しいとの要望があった．また水野事
務局長より，評議員会が成立している旨の報
告があった後，周藤評議員会議長より，議事
進行の都合上，「法人化について」の議事を
最後に扱いたいとの提案があり，了承された．
1 各賞受賞者の選考について

各賞選考委員会永広昌之委員長より
2002年度日本地質学会各賞選考経過報告
と下記の受賞候補者の提案があり，質疑の
上，提案どおり承認された．
なお，各賞の選考経過等については，

2000年度各賞問題検討委員会答申にした
がい，別途公表することとした（本号
「2002年度日本地質学会各賞選考につい
て」p4_5参照）．
1） 論文賞（2件）
石原与四郎・宮田雄一郎：中期更新統蒜
山原層（岡山県）の湖成縞状珪藻土層
に見られる周期変動．地質学雑誌，
105/7，461_472（1999）．



Jun-ichi Kimura and Takeyoshi Yoshida
（木村純一・吉田武義）：Magma
plumbing system beneath Ontake
Volcano, central Japan. The Island Arc,
8, 1_29（1999）.

2） 研究奨励賞（2件）
広瀬　亘会員；受賞対象論文：広瀬
亘・岩崎深雪・中川光弘，北海道中央
部―西部の新第三紀火成活動の変遷：
K-Ar年代，火山活動様式および全岩
化学組成からみた東北日本弧北端の島
弧火山活動の変遷．地質学雑誌，
106/2，120_135 (2000)．
植田勇人会員；受賞対象論文：Ueda,
H., Kawamura, M. and Niida, K., 2000,
Accretion and tectonic erosion process-
es revealed by the mode of occurrence
and geochemistry of greenstones in
the Cretaceous accretionary complexes
of the Idonnappu Zone, southern cen-
tral Hokkaido, Japan. The Island Arc,
9/2, 237_257 (2000).

3） 小藤賞（1件）
Terakado, Y.（寺門靖高）：Re-Os dating
of the Kuroko ore deposits from the
Hokuroku district, Akita Prefecture,
Northeast Japan. 地質学雑誌，107/5，
354_357 (2001).

4） 地質学会賞（1件）
丸山茂徳「卓抜した表層地質学に基づく
地球史解読」
なお，選考委員会報告のなかで，学会賞

の選考方式に関する問題提起があり，これ
に関してさまざまな意見が出され討論され
た（本誌p4_5掲載の報告記事参照）ほか，
選考スケジュールを円滑にするために選考
委員の選出を9月の第1回定例評議員会で
行って欲しいとの提案があり，了承された．

2 名誉会員の推薦について

名誉会員推薦委員会の徳岡委員長より，
委員会での審議経過が報告され，新潟総会
に推薦される名誉会員候補者4名（棚井敏
雅・唐木田芳文・中世古幸次郎・水野篤
行）が提案され，承認された．
今年度の委員会の構成は委員長徳岡，評

議員会からの委員：菊地（大学）・斉藤
（小中高教員）・徳橋（官公庁）・荒戸（会
社）・天野（執行委員会），各支部長：岡田
尚武（北海道）・矢内桂三（東北）・加藤碩
一（関東）・新妻信明（中部）・熊井久雄
（近畿）・井内美郎（四国）・長谷義隆（西
日本）で，候補者の推薦依頼を会長・副会
長・各支部長・評議員・専門部会長宛に行
った上で，推薦の作業を行った．昨年度に
選考基準が大幅に変更になり（会長・副会
長経験者，評議員2期以上の内規が廃止さ
れた），とくにそれまでの内規には該当し
ない（例えば，評議員2期以上を満たして
いないが，学術・学会への大きな貢献のあ
る高齢者）方々12名が昨年度は推薦され
たが，今年度もこのことを考慮し，また名

誉会員数があまり大きくなりすぎないこと
についても勘案して，推薦することとした．
なお，この2年間で，従来の内規に基づく
推薦を続けたとすると名誉会員数が大幅に
増えるという事態は回避されたこと，また，
長年にわたって生じてきた”アンバランス”
についてもほぼ解消したと判断されること
から，この2年間の委員会の審議経過をま
とめ，委員会の持ち方と内規についての検
討を行って9月評議員会に報告・承認を求
めることとする．

3 50年会員顕彰者について
天野総務委員長より，下記36名の会員

を50年会員として顕彰したいとの提案が
あり，異議なく了承された（名は名誉会員）．
糸魚川淳二（名），佐藤博之（名），堀口萬
吉（名），村田正文（名），相原安津夫，荒
牧寛，猪郷久義，石田志朗，伊田一善，稲
葉　明，氏家　宏，小倉義雄，大久保　大，
小畠郁夫，加治敦次，加藤　昭，日下部吉
彦，久保誠二，倉沢　一，小林二三雄，坂
本　亨，志岐常正，柴崎達雄，島田春生，
胤森礼儀，鎮西清高，戸谷啓一郎，中根三
郎，西川　泰，長谷川善和，蜂須紀夫，濱
田隆士，平山次郎，松田時彦，宮村　学，
山本　威

4 日本学術会議第19期会員候補者の選出の
日程・手続きについて

立石執行委員長より，下記のように日本
学術会議第19期会員候補者推薦の全体日
程の説明と学会内での候補者選出方式・日
程に関する提案があり，質疑の上了承され
た．
（全体日程）
5.31 学術団体登録申請締切． 9月中旬
登録審査結果の通知． 11月下旬　関連
研究連絡委員会の指定． 12月上旬　会
員候補者の選定及び推薦人の指名の依
頼． 2003年2月17日　会員候補者の届
出の締切． 2月20日　推薦人（予備者
を含む）届出の締切． 5月上旬―6月上
旬　推薦人会議（会員及び補欠会員とし
て推薦すべきものの決定）． 6月下旬
内閣総理大臣へ推薦． 7月22日　会員
の任命．

（学会内での選出方式と日程）
本学会としては，第18期会員候補者

の選出の手続き（ニュース誌4巻9号参
照）に準じて，会員候補者の推薦立候補
制とし，9月中旬の登録通知に基づいて，
ニュース誌9月号で上記日程を記述・解
説するとともに，「会員候補者の推薦立
候補に関する公示」を掲載する．なお，
候補者の選挙日程についても第18期の
場合に準ずるが，日程の細部については
執行委員会・評議員会の期日との関係が
あるので，あらためて執行委員会で検討
し，第5回定例評議員会で了承を得る．

5 第109年総会の議事について
立石執行委員長より第109年総会（2002

年9月14日10 : 00_12 : 00，新潟大学教育

学部大講義室）について下記の議事次第が
提案され，質疑の上原案が了承された．
1． 開会
2． 議長選出
3． 報告事項
2002年度事業報告
4． 承認を求める事項
1） 2003年度役員選挙結果報告
2） 2002年度評議員会議決事項
3） 2001年度（2001.1.1_12.31）
決算・財産目録および会計監査報告
4） 2002年度（2002.1.1_12.31）予算案
5． 審議事項
1） 名誉会員の推薦
2） 法人化について
3） 2003年度（2003.1.1_12.31）
事業計画および予算案について

6． 日本地質学会各賞授与
7． 名誉会員ならびに50年会員の顕彰
8． その他
9． 新旧会長挨拶
10． 閉会

6 専門部会（第四紀地質部会）の設立につ

いて

高安評議員より専門部会（第四紀地質部
会）の設立が17名の会員を発起人（代表
幹事：熊井久雄）として下記のように提案
され，質疑の上，原案が了承された．
（設立の趣旨―要旨）

第四紀の自然環境と人類との関係を解
明する第四紀学は現在ますます重要とな
ってきている．関係する諸問題の解明の
ための情報の多くは地層中にあり，人類
と地球環境の関わりは時間軸を通じてダ
イナミックに再現でき，第四紀の地層に
対する地質学的なアプローチは第四紀学
の基礎となる．第四紀学会の会員の専門
が多様化し，さまざまなテーマの学際的
研究が活発に展開するなかで，地質学の
専門家集団の存在意義は非常に大きなも
のになりつつあり，そのなかで情報を交
換しあい，日常的に切磋琢磨することは
わが国の第四紀学の発展にとって十分に
意味がある．地質学の一分野としての第
四紀地質学のさらなる発展を目指して，
日本地質学会の専門部会として第四紀地
質部会を設置する．
この部会では，第四紀におけるさまざ

まな地質現象の解明，理論と技術の研
究・開発，後継研究者の育成，国際協
力・共同研究のための対応など，第四紀
地質に関する諸活動を日本第四紀学会と
も緊密な連携をもって行う．

（第四紀地質部会規約）
1． 本部会の名称を第四紀地質部会とす
る．
2． 本部会は，学際的な第四紀学の基礎
分野である第四紀地質学の発展と若手
研究者の養成を目的とする．
3． 本部会の活動には，構成員の意向を
反映させる．
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4． 本部会には，代表者と幹事若干を置
く．

（活動）
9月の新潟総会で最終承認を得て担当

幹事を決めて活動をはじめる．
7 移行措置等検討委員会の解散について

立石執行委員長より表記について徳岡検
討委員会委員長からの申し出により，当初
の目的・任務を終了したので解散したいと
提案され，異議なく了承された．

8 法人化（法人化調査検討委員会答申）に

ついて

徳岡委員長より前回定例評議員会以降の
法人化調査検討委員会の取り組みの経過が
資料により詳しく報告され，前回評議員会
の「法人化必要」との議決を基礎に，また
最近法人化したりあるいは法人化手続き中
の他学会の状況の聴取結果，文部科学省の
考え方を踏まえて，以下の答申が出された．
【答申1】最近法人化された学会や法人化
を申請中の学会の動向から判断すると，
本学会において今後以下の原則のもとで
法人化の準備にかかる必要があると考え
る．（1）現段階で法人化を目指す場合には，
文部科学省の定款モデルにもとづいた定

款とする必要がある．（2）定款の枠内で，
これまで学会がとってきた組織運営体制
をできるかぎり生かすように努力する．

【答申2】評議員会として9月総会に法人化
準備委員会の設置を提案されたい．

【答申3】法人化準備委員会では，基本財
産2000万円確保のための募金活動につ
いても取り組むこととし，できるかぎり
早い時期の社団法人日本地質学会の実現
を目指すべきである．

答申1については，この考え方のもとで
作成された定款案と学会運営の骨子案（総
会は代議員制とする，評議員会を廃止し，
従来評議員会が果たしてきた役割を実質的
に担う常任代議員会議を定款外で置くこと
等を含む）が示された．さらに，前回評議
員会の討論で出された委員会の検討に対す
る要望事項に関する委員長の個人的見解が
討論の材料として示された．
以上の報告をもととして討論が活発に行

われた．討論のなかでは，現在の社会的状
況のなかでは学会が法的人格を得ることが
非常に重要で，法人としての地質学会の基
本的方向を文科省に認めさせるというスタ

ンスが必要である，その上で建設的な議論
をして欲しいとの発言，とくに現行の総会
が民主的といえるのか，会員数が多い場合
には代議員制の方がはるかに民主的ではな
いか，積極的に代議員制とすべきである，
それに対して，代議員制は会員の権利制限
となるのではないかなどの総会の持ち方に
関する討論，現行の評議員会制（最高議決
機関と執行機関の橋渡しの存在として大き
な意義がある）に替わり得る制度（常任代
議員制）に対する積極的評価の議論，地質
学会にとって非常に大きな制度変更である
ので，総会の前に全会員に対してくわしく
広報の上，意見をきくべきである，などの
意見が出された．
以上の討論の上で，提案された3つの答

申についての一括採決が行われた．その結
果，賛成26，反対6，保留1（議長・副議
長は採決に非参加）で，9月の新潟総会で
法人化を目指した準備委員会の設置を審議
事項とすることが承認された．なお，総会
での審議のために，本議案の提案説明をニ
ュース誌7月号に総会告示とあわせて掲載
する（p2）こと，さらに会員への広報に
努めることが確認された．
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標記評議員会を下記のように，9月13日（金）に開催いたします．傍聴希望の方は9月2日（月）13 : 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ください．

2002年度第5回定例評議員会のお知らせ

2002年度第5回定例評議員会

日　時：2002年9月13日（金）13 : 00～
場　所：新潟大学大会議室（5F）
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