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日本地質学会第111年総会
2004年７月１日

日本地質学会　会長　平　朝彦
日本地質学会第111年総会を次の議事により開催します．

2004年９月18日（土）（16：10～18：10）

会場　千葉大学総合校舎B号館

＊　審議事項の詳細につきましては，次号に掲載いたします．
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1．開会
2．議長選出
3．報告事項
2004年度事業経過報告（2003.9.20-2004.9.17）

4．承認を求める事項　
1）2005年度代議員，役員（会長，副会長，理事，評議員）
選挙結果

2）2003年度および2004年度（2003.9.20-2004.9.17）理事会議決
事項

3）2003年度（2003.1.1-12.31）決算・財産目録および会計監査
報告

4）2004年度（2004.1.1-12.31）予算案

5．審議事項
1）事業年度，総会開催月の変更を伴う会則の変更について
2）2005年度事業計画案および予算案について
3）名誉会員の推薦
4）法人化についての「決議」
5）その他

6．日本地質学会各賞授与
7．名誉会員及び50年会員の顕彰
8．その他
9．会長挨拶
10．閉会

第111年総会は，移行措置における定例総会として，正会員ならびに準会員（学生会員）の参加と議決により，執り
行います．欠席される方は委任状をご提出下さい．
したがって，総会の議決は，旧会則（2004年９月19日以前）第10条により正会員・準（学生）会員の1/15以上（委任状を

含む）の参加が必要です（2004年５月末現在の数では311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，ニュース誌７月号に綴じ込みの委任状を９月16日（木）までに事務局宛にお送りください．

千葉大会への事前参加登録をお願いします．
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第111年日本地質学会学術大会（千葉大会）での，事前参加登録と講演申込は異なります．オンライン・郵送で講演を
申し込まれた方も，別途千葉大学生協宛の申込用紙をご利用のうえ，事前参加登録を行って下さい（〆切８月31日（火））．
大会参加登録およびそれに伴う参加費は，全ての参加者（見学旅行のみの場合も）に必要な基本的なお申し込みです．
申込用紙はNews誌５月号の大会予告記事もしくは大会HPをご参照下さい．たくさんの方々の参加をお待ちしています．

（日本地質学会行事委員会）
事前参加登録費（講演要旨集付き）
・正会員　　　　　　　　　　5,000円（当日　5,500円）
・院生割引会費適用正会員　　3,000円（当日　3,500円）
・学生会員　　　　　　　　　参加費無料（講演要旨をご希望の方は別途購入して下さい）
・名誉会員　　　　　　　　　3,000円（当日　3,500円）

～講演申込をされた方も別途参加登録をして下さい～



昨年９月以降，文部科学省とのやり取りを踏まえて，第１期
の募金期間を６月末，2000万円を目標として，基本財産確保の
ための募金活動に鋭意努めてまいりました．その結果６月30日
現在の募金総額は11,757,850円，約400名強の会員からのご協力
をいただきましたが，残念ながらこの期間においては目標額に
達することはできませんでした．ただし，拠金者数に比して，
多額の募金が集まりましたことはたいへんありがたく，会員有
志のご協力を感謝する次第です.

すでに昨年末までにいただいた募金につきましては，会計上
は基本財産として繰り入れ，もともとあった基本財産に追加さ
れております．さらに１月以降の募金を加えても，法人化に必
要とされている基本財産額2000万円には，最終的に約400万円
が不足することが予想されます．

つきましては，なんとしても全額を募金でまかなうべく，改

めて募金活動を延長し，さらに活動の強化を図ってご協力をお
願いしたいと考えております．当面，法人化の進展を見据えて
９月の千葉総会まで，目標額を400万円に設定し，拠金をお願
いする次第です．
なお，目標達成の際には拠金いただいた方々に対し，ささや

かな記念品を贈呈する検討もいたしております．

募金額は１口１万円，院生，学生諸君には共同にての募金も
受け付けております．できるだけ多くの会員のご協力で目標を
達成することが，地質学会にとっては望ましいことと考えてお
りますので，会員各位におかれましては，今一度法人化の趣旨
をよろしくご理解いただき，ご協力くださいますよう切にお願
いいたします．

2004年７月８日
募金委員会委員長　加藤碵一
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募金委員会から：募金期間延長と拠金のお願い

＊募金振り込み用紙は，本号に綴じ込んでありますので，ご利用ください．銀行振り込みでも結構です．
銀行口座：みずほ銀行　神田駅前支店　普通預金　2058646番
ニホンチシツガツカイボキンイインカイ　カトウヒロカズ

すでに日本地質学会News誌2004年５月号に掲載しましたと
おり，2004年９月の千葉大会において，地質災害シンポジウム
を開催致します．このシンポジウムは地質災害委員会の主催で，
日本応用地質学会の協賛を頂いて実行されます．つきましては，
日本応用地質学会の会員は，本シンポジウムのみの参加の場合
は，無料と致します．日本地質学会員はもとより，是非，まわ
りの日本応用地質学会会員に参加を呼びかけてくださいますよ
うお願い申し上げます．

シンポジウム開催の趣旨：
日本地質学会は，いままでも地質災害（地質現象を誘因とし

て引き起こされる災害および地質地盤・人工地盤に係わる災害
全般）に対して個人はもとより，組織としても各研究部会や研
究委員会を中心に適宜対応してきている．しかしながら，昨今
における社会貢献重視の機運の中で，地質災害へのより一層の
積極的かつ組織的な貢献が強く求められている．幸いなことに，
学会の中にはこのような情勢変化を前向きに受けとめて，地質
災害への取り組みに意欲をもつ会員が増大している．また，現
在，日本地質学会は法人化を目指して取り組みをすすめている
が，法人化されれば，なお一層，社会的責任が求められること
から，地質災害への取り組みは緊急かつ重要な研究課題となっ
ている．
そのため，日本地質学会では学会全体として地質災害に取り

組むために，2002年から執行委員会（現，理事会）の下に地質
災害委員会を設置した．この委員会は，「地質学に関連する緊
急災害の情報収集・連絡を行う」ことを目的に設置され，各支
部長，支部選出委員，関連研究部会選出委員の合計22名から構
成されている．いままでに多くの議論や取り組みを行ってきた
ので，それらを総括し公表するとともに，今後の取り組むべき
課題を明確にさせるために，ここにシンポジウムを開催するこ
ととした．幸いなことに今回のシンポジウムは，地質災害への
取り組みで既に多くの実績を残している日本応用地質学会の協
賛を頂くことができた．
今回のシンポジウムでは，１）地質災害への取り組みに多く

の実績をもっている日本応用地質学会，地質学会応用地質部会
からの事例紹介，２）地質学会各支部での取り組み実績の紹介，

を２本柱として実施する．最後の総合討論では，自由な質疑応
答を行うとともに，今後の地質学会としての地質災害への取り
組み方について，建設的な議論をしたいと計画している．
多くの方々の参加と提案をお待ちしています．

シンポジウム「地質災害　－我々はどう取り組んでいるか－」
日本地質学会主催　
日本応用地質学会協賛
シンポジウムの目的：地質災害への取り組み
開催日：９月19日午前中

プログラム案
前半座長：金折裕司
９：00-９：15 地質災害に関する論点と今後の計画（地質災
害委員会　玉生志郎）
９：15-９：35 日本応用地質学会での災害調査とその後の取
り組み －阪神・淡路大震災を例として－（日本応用地質学会
三田村宗樹）
９：35-９：55 他学会の取り組み事例（水俣土石流災害）（応
用地質部会　上野将司）
９：55-10：10 ＜質疑応答＞

後半座長：玉生志郎
10：10-10：30 災害調査協力委員の登録の事例（西日本支部
金折裕司）
10：30-10：50 科学者・防災機関・報道機関・住民による地
域の安全を目指す継続的な取り組み（岩手山火山防災などの事
例）（東北支部　越谷　信・土井宣夫）
10：50-11：10 地震による斜面変動の発生と初動調査の役
割：北海道での事例（北海道支部　田近　淳）
11：10-11：30 地域防災計画と地質学会支部の役割（関東支
部　中山俊雄）
11：30-12：00総合討論　（座長　玉生志郎）

（文責　地質災害委員会委員長　玉生志郎）

地質災害委員会から：地質災害シンポジウムの企画と参加要請
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表 紙 紹 介

スペイン・モンセラートの礫岩
写真・文　大友幸子（Yukiko Otomo）

モンセラート（“のこぎり山”という意味）は，スペイン・バル
セロナの北西約30kmに位置する標高1236ｍの魅力的な姿の岩山で
ある．この岩山は古第三紀の不淘汰な礫岩からなる．現在，この周
辺の河川は地中海の方に流下しているが，モンセラートの礫岩の古
流向は内陸部の方に向いている．古第三紀には地中海がカタルーニ
ャ地方北部からイベリア半島北部に入り込んでいて，その海に開い
た扇状地に堆積した礫岩である．

①Aeri de Montserrat駅（バルセロナからカタルーニャ公営鉄道に
乗って約１時間）の駅前から見たモンセラート．ここからロープウ
ェイで眼前に広がる礫岩の岩壁沿いに，中腹の修道院のある広場に
上っていく．
②・⑤尾根から見た風景（中腹の修道院のある広場からケーブルカ
ーで上ることができる）．尾根沿いには遊歩道が続いており．所々
に小さな礼拝所がある．
③不淘汰な礫岩．スケールは100ペセタ硬貨．
④山の中腹の狭小地にはベネディクト派の修道院が建っている．

表４� 表１�

④� ①�

⑤� ②�

③�



る．今回は，これらの露頭での玄武岩質岩類

の産状を詳しく見学し，そのテクトニクス上

の意義を考える．

「大地の恵み，地下水・湧水の恩恵と将来」

古くから，地下水は湧水や井戸，温泉とし

て私たちの生活を支えてきました．しかし，

水需要の増加と集中化，地盤沈下，地下水汚

染などによって都市部での利用が減少し，そ

の存在は身近なものから，地下の意識しない

資源へと忘れ去られようとしています．一方，

地下水やそれが地上に現れた湧水は日本各地

で名水として親しまれ，湧水の周りには豊か

な自然生態圏が成立しています．また，温泉

という特異な地下水は特別な想いを持って享

受されています．そこで，大地の恵みである

地下水と湧水の価値を再認識するとともに，

将来にわたり健全な地下水・沸水を確保する

ための方策を考えるため，このセミナーを企

画しました．本セミナーは以上の内容を判り

やすく解説するもので，多くの方々のご参加

をお待ちしております．

主催：（社）日本水環境学会

期日：2004年８月27日（金）10：00～16：00

場所：品川区立総合区民会館「きゆりあん」

７階イベントホール

（東京都品川区東大井5-18-1）

JR京浜東北線「大井町駅」中央口，

東急「大井町駅」下車徒歩１分

参加費：無料

定　員：250名（先着順）

申込方法：FAX，ハガキまたさ主メールに

①参加者氏名，②会員・非会員の別，③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．

参加を受付方には参加証（ハガキ）を送付し

ます．

申込・問い合わせ先:

（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

E-mail: tamura@jswe.or.jp

Tel.03-3632-5351 Fax.03-3632-5352

第13回日本水環境学会市民
セミナーのご案内

主　催：財団法人　東レ科学振興会

後　援：朝日新聞，日本細胞生物学会，

日本植物学会，日本進化学会

日　程：2004年９月17日（金）

15：00～19：00

場　所：有楽町朝日ホール（東京都千代田区

有楽町2-5-1有楽町マリオン11階）

テーマ：私たちの細胞はどのようにして生ま

れたか

１）細胞の中に入った細胞

放送大学教授　石川　　統

２）ミトコンドリアと葉緑体はどこからき

たか　　立教大学理学部生命理学科教授

黒岩　常祥

その他：入場無料・予約なし・当日会場先着

順（定員630名）

問合せ先：財団法人　東レ科学振興会

千葉県浦安市美浜１丁目８番１号

Tel : 047-1350-6103

Fax : 047-350-6082

E-mail : jk.tsf@nifty.com

URL:http://www.toray.co.jp/tsf/index.

html

講　師　小川勇二郎 氏（筑波大学教授）

テーマ　「鴨川漁港周辺の嶺岡オフィオライ

トの構造とテクトニクス」

日　時：2004年９月11日（土）

午前11時～午後４時

集合場所：JR安房鴨川駅東口

（現地集合・解散）

参加費：無　料

（ただし交通費・昼食は自己負担）

定　員：約30名

※参加者には別途詳細をご案内致します．

＜指導内容＞　日本で典型的なオフィオライ

トセクションが見られる場所は限られてい

る．その中で，房総半島嶺岡帯の東端に位置

する弁天島とその周辺は，始新世の枕状溶岩

とドレライトのダイクスウオームなどが露出

し，噴出，貫入，変質，変形などの中央海嶺

での諸地質作用が見学できる好露頭が見られ

第78回深田研現地談話会

朝日新聞文化財団より，2004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29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，理事会宛にご連絡下

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

TEL（直通）03-5540-7453

FAX 03-3541-8999

沖縄研究奨励賞は，沖縄の地域振興及び学

術振興に貢献する人材を発掘し，育成するこ

とを目的としています．本奨励賞は，沖縄を

対象とした将来性豊かな優れた研究（自然科

学，人文科学又は社会科学）を行っている新

進研究者（又はグループ）の中から，受賞者

３名以内を選考し，奨励賞として本賞並びに

副賞として研究助成金50万円を贈り表彰する

ものです．

応募資格は，学会，研究機関若しくは実績

のある研究者から推薦を受けた50歳以下（７

月15日現在）の方で，出身地及び国籍は問い

ません．

●応募方法

１）所定の「沖縄研究奨励賞推薦応募用紙」

に所要事項を記入し，

２）研究成果物（論文３点以内，著書がある

場合は１冊），

３）提出する研究成果物の要旨（A４判横書

き各1,000字以内），

４）研究業績リスト（著書，論文等30点以内．

A４判横書き）

を添えて郵送により提出していただきます．

●応募書類の提出先

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15

グローリアビル７F

財団法人沖縄協会　沖縄研究奨励賞係

●応募締め切り：９月30日（木）

（当日消印まで有効）

応募についての詳細は，http://village.

infoweb.ne.jp/̃fvgm0090/oubo.htmをご参照

下さい．

平成16年度(第26回)沖縄研究
奨励賞の応募
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第54回科学講演会

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．

各賞・
研究助成

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．

「朝日賞」候補者推薦依頼の
お知らせ



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

� 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

� 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

� 候補者推薦件数

１学協会から２件以内

� 推薦締切期日

2004年10月８日（金）弊会必着

推薦応募用紙の請求先

FAX（FAX：03-3597-5854，沖縄協会「沖

縄研究奨励賞」担当：石坂），

またはE-mail fvgm0090@mb.infoweb.ne.jp

FAXまたはE-mailでの推薦応募用紙の請

求は，件名に「沖縄研究奨励賞応募用紙希望」

とご記入の上，メッセージの本文に「郵便番

号」「ご住所」「ご氏名」（推薦応募用紙の送

り先です．）を明記して下さい．

電話によるお問い合わせは，

「沖縄研究奨励賞」担当・石坂次郎（TEL：

03-3580-0641）まで．

財団法人東レ科学振興会より例年通り以下

平成16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

２．東レ科学技術研究助成

� 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

� 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．

� 候補者推薦件数

１学協会から２件以内

� 推薦締切期日

2004年10月８日（金）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/tsf/index.

html

日本地質学会News ７（７） 5

コ・国連の行事として実施することを期

待．

・単なるキャンペーンのみに終わらせるの

ではなく，実際に関連分野の研究をすす

めようと計画している．

・緊急に対応すべき社会的な課題として，

以下の８テーマを掲げている．

（地下水，災害，地球と健康，気候，資

源，巨大都市，地球深部，海洋）

・現在，８課題に優先順位を付けるべく，

IUGS役員の間で投票が実施されている．

・日本としては，災害，大都市，海洋など

がその候補と考えられている．

２-２．国際地球科学計画（IGCP）プログラ

ム審査委員　田崎和江氏から，本年２月に

パリで開催された科学委員会の報告があっ

た．

・中国はGeoparkをメインテーマに掲げ

て，積極的に取り組んでいる．IYPEの

提案国になることも表明している．

・世界の参加各国から，IYPEに積極的に

対応する旨の態度表明があり，秋の国連

総会に向けて活動を開始するきっかけと

なった．

・プログラム審査委員会では40プロジェク

トの審査を行った．日本は３万２千ドル

を拠出しているが，提案テーマはなかっ

た．

３．２月26日学術会議の連合部会の報告（町

田　洋　学術会議委員）

・日本学術会議法の一部を改正する法律案

の概要について紹介があった．

会員選考方法が登録学術研究団体を基礎と

した推薦制から日本学術会議が候補者を選考

する方法に変更．70歳定年制．半数改選制の

導入．７部制から３部制に．連携会員の新設

日時：2004年３月８日（月）14：00～17：00

場所：日本学術会議第４部（６階）会議室

出席者：小松正幸（学術会議会員），町田

洋（学術会議会員），井内美郎，小山内康

人，小坂和夫，笹田政克，鈴木和博，高木

秀雄，玉生志郎，西脇二一，前田晴良，吉

岡龍馬

オブザーバー：佐藤　正（IUGS副会長），田

崎和江（地球科学総合研究連絡委員IGCP

プログラム審査員）

欠席者：巽　好幸，徳山英一

議　題

１．前回議事録の確認

第１回の議事録が示され，承認された．

２．国際地質科学連合（IUGS）提案の国際

惑星地球年（IYPE）実施準備

２-１．IUGS副会長　佐藤　正氏からIYPE

の紹介および学術会議から日本国政府に要

望するための要望書文案の紹介があった．

・資料に基づいてIYPEの趣旨説明があっ

た．サブタイトルは「社会のための地球

科学」であり，地球科学に対する社会的

認知度を高めるための取り組みを意識し

ている．これに対しては，ユネスコ，シェ

ル等からの資金援助が予定されている．

・中国政府が国連総会で提案し，ユネス

（研連の廃止）．運営審議会を幹事会に改組．

副会長１人を増員．内閣府への移管．等が主

な内容．施行は17年10月１日を予定．従って，

本法律案が成立した場合，今期の任期はその

時点で終了する．

・第２部の活動方針

第４部が中心になって立ち上げた「若者の

理科離れ問題」特別委員会では，一般社会を

対象に学術会議会員が中心になって講演会を

組織することを検討中である．

第４部では，上記以外に「基礎科学振興」

のための諸問題に取り組んでいる．その中の

一つの重要な問題は，基礎科学を国の科学技

術行政の中に明確に位置づける，例えば，次

期科学技術基本計画に反映させるべく努力す

る．

４．17年度科研費審査員候補者者の選考

第１段審査委員候補者について，各学会か

らの推薦者を環境・応用，テクトニクス，岩

鉱，層序分野に分けた後，無記名で投票を行

い，それぞれの高位者合計９名を選出した．

第２段審査員候補者については，各研連から

の推薦者について地球物理学関係学会出身の

会員と小松会員とが相談の上，書類を提出す

る予定．

５．19期活動計画「地質学の教育改革」の具

体化

各学会が取り組んでいる実状についてアン

ケートを行ってはどうかという意見があっ

た．

参考資料（名古屋大学年代測定総合研究セ

ンターでの取り組み事例）が配布された．

６．その他

次回研連は５月31日（月）予定

報　告

日本学術会議第19期第2回
地質学研究連絡委員会議事録

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．



委員会も国際惑星地球年に協力する．たとえ

ば，次のような点を提案する．災害などは，

関連学協会（地すべり，砂防，地理など）に

声をかけることが必要．早期からの記念切手

発行の手配．

⑧日本学術会議主催公開講演会お知らせ

「科学・技術への理解と共感を醸成するた

めに」

平成16年５月21日（金）13：00～　学術会

議講堂にて．申し込みの締め切りなし．

４．“地球科学士”設定の提言（千木良）（資

料4-3～4-6）

①資料を用いて千木良委員長から，提言の考

え方が説明された．

②討論を通じて次のような意見やコメントが

出された．

③各国では，Geological Engineeringととも

にProfessional Geologists（あるいは

Geoscientistsなど）の資格がある．

④JABEE認定プログラムを修了すると技術

士の一次試験が免除されることになった

が，JABEEが加入を目指しているワシン

トンアコードではEngineering designが最

も重視されているため，地質関連の分野で

ある「地球・資源」も理学よりも

Engineeringを対象になっていくと見込ま

れる．

⑤地 球 科 学 の 評 価 を 高 め る に は ，

Engineeringとは別の地球科学士のような

資格は良いし，環境分野の要請は多々あり，

提言は重要だと思う．

⑥大学の理学部長会議や地学主任会議に話題

をもちかけてみるのが良いのではないか？

⑦全国理学部長会議でもJABEEが話題に上

がったことがあるらしい．

⑧19大学地学主任会議に呼びかけるのも一

案．

⑨討論の結果，次のような点が合意された．

⑩提言事態は良いことであるが，その方法に

ついては慎重にする．

⑪現在も地質技術者の資格には，応用理学

（地質）があるので，その枠を否定するよ

うな提言にはしない．

⑫地質技術者資格の充実を求める．

⑬産業界からも，この提言に呼応するような

形を求める．

⑭理学振興とドッキングさせる．エンジニア

リングだけでなく，基礎科学としての地質

に需要もあり，また，それが社会貢献でき

ることを示す．

⑮他の研連にも投げかける．

⑯提言先として，学術会議　文部科学省　学

術製作局長などを考える．

５．初等中等教育の地学教育に関する提言

（小泉，田崎，千木良）（資料4-7～4-9）

①教員養成大学の環境地質学関連の学科目調

査を実施し，途中経過を表にまとめた（資

料4-7，小泉）．要点は，次のとおり．

②環境地質学関連の科目は予想以上に少な

日時：2004年５月10日（月）13：00～16：45

場所：日本学術会議　第４部会議室

出席：町田，千木良，小泉，佐々木，清水，

田崎，石井

欠席：高濱，徳永，福澤，牧野

議　事

１．配布資料確認

２．第２回委員会議事録（案）の承認（資料

4-1）

第４部会の開催日の２月16日を入れて承認

した．

３．日本学術会議報告（町田）（資料4-2）

総会（142回：４月19，20日開催）

１）日本学術会議法が改正され，公布，一部

施行された．

三部制，研連廃止，会員選出方法変更（トッ

プダウン，俯瞰型），国の特別の機関（内閣

府に置く），70歳定年

第19期の会員の任期は，平成17年９月まで

となった．来年早々にも新会員選定の可能性

がある．

①新しい日本学術会議のあり方について

学術会議と科学者コミュニティ，学協会と

の関係，連携会員の性格と選び方，総合科学

技術会議との関係などについて自由討論を行

った．

②声明「社会との対話に向けて」

日本学術会議が2004年４月20日付けで，科

学者と社会との重要性をアピールした.

第４部会（19期第６回：４月19，20日開催）

①「再度の依頼・意見聴取事項」

②制度検討委員会が会員に質問し，とりまと

めの後再び質問されている．現在進行中の

ものであり，第4部委員からの意見を資料

4-2に掲載．

③学協会との関係，会員・連携会員の選出方

法，課題別・領域別委員会の扱う内容，旧

登録学協会と「連携学協会」の制度，「候

補者選考委員会」委員と「専門委員」選出

のための事前準備・データ提供など，多く

の重要な事項が含まれる．

④登録学術研究団体を廃止し，学協会を認知

する方向．

⑤意見やコメントのある方は，５月20日（で

きれば５月13日）までに町田会員に．

⑥各学会でも議論をしておく必要があろう．

第４部では拡大委員会を設けて検討する．

⑦地質研連のアンケート結果

地学離れ，国際惑星地球年などに関する関

連学会から回答結果がまとめられた．本専門

日本学術会議第19期第3回
地質科学総合研究連絡委員会
環境地質学専門委員会議事録
（案）

く，地学・自然地理学以外の一般学生が環

境地質学関連の講義を受講する機会は限ら

れている．

③環境地質学関連の科目を一般教養として開

設するよう各大学に働きかけることが考え

られる．たとえば，「環境科」を義務教育

段階で設置するよう文科省に働きかけるこ

とも考えられる．

④教員養成段階で野外教育の充実をはかるこ

とが必要．

⑤博物館関連のネットワークとその活動につ

いて，日本地質学会生涯教育委員会の活動

内容，成果，規約などを事例紹介（資料4-

8，田崎）

⑥初等中等教育の地学教育への協力に関する

提言概要案（資料4-9，千木良）

提言自体については，前回の委員会で合意

されているが，さらに，次のような意見が

出された．

⑦自然現象や災害を理解する基本としての地

学のベースを初等中等段階で教育させるこ

とを提案．

⑧日本の地形についてレッドデータブックを

作っているが，それをウェブサイトに載せ

る場合，著作権や執筆料金が問題となる．

どこかが費用を負担してくれると，情報公

開が進む．

⑨保存すべき地形の現場に案内板・看板を出

せると良いが，これも費用が問題．

⑩国際惑星地球年を一つのきっかけにして，

教育を促進できると良い．

⑪子供たちが来られるような大学のオープン

キャンパスができると良い．

⑫教育のために，学協会からの講師派遣や

OB・OG（シルバー）人材の活用が考えら

れる．

⑬博物館も法人化されつつあり，活動の提携

先にできるだろう．

⑭討論の結果，次のような点で合意した．

⑮提言には，持続可能な社会の形成のために

必要であることを謳う．

⑯教育用Web，教材用ビデオなどの作成と

情報発信，博物館の協力，自然観察機会の

充実と説明パネルなどの整備を求める．

⑰情報公開のためのウェブサイトやパネル作

成のための費用負担についても，解決策が

必要であることを示す．

⑱学協会，博物館，教育委員会などを提言先

とする．

⑲他の研連にも呼びかける．

６．環境地質の実態について（千木良）（資

料4-10，4-11）

①環境地質学の内容（案）

たたき台として作成された徳永委員の案が

紹介された．

②Imperial College Londonの Environmen-

tal Geology カリキュラム

従来の地質学から抜け出した科目で構成さ

れている．

③討論を通じて次のような意見やコメントが
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2-1．日本学術会議法の改正に伴い，いくつ

かの規則の改正が行われた．

2-2．声明「社会との対話に向けて」が４月

20日に発表され，それに関連したシンポジ

ウムを５月28日に行った．

2-3．新しい学術会議のあり方に関する議論

を行ったが，継続審議となった．その後，

４月28日に組織制度常置委員会からの意見

聴取「新しい学術会議における科学者コミ

ュニティの構築の考え方について」の依頼

が再度あり，第四部ではこれに対する意見

を集約した．また，５月中に新会員選出の

ための「選考委員会」を立ち上げるための

選考委員（学術会議会長，学士院院長，総

合科学技術会議議員）が決まった．さらに，

新会員候補選出の責任者である現会長に助

言するための「日本学術会議新体制懇談会

（仮称）」の設置が了承された．このように，

新学術会議への準備は進んでいる．ただし，

総合科学技術会議が主張する「現学術会議

は新しい学術会議の制度を作る立場にな

い」という意見に対して学術会議組織制度

常置委員会の「現学術会議が次期の組織体

制やあり方を規制すべきである」という考

えがあり，対立している．なお，新学術会

議への移行過程でいくつか解決すべき問題

がある．210名の会員を学問領域に関係し

ない俯瞰的会員70名と領域別，課題別会員

140名に分けて選出することに伴い，研連

を通じて行われていた学協会との１対１の

つながりがなくなる可能性，また国際対応

が難しくなる問題が発生することなどであ

る．これについては連携会員（約2500名）

を中心とした専門委員会で対応することに

なる．

2-4．平成17年度科学研究費補助金第２段審

査委員候補を推薦した．地質研連，古生物

研連，鉱物研連，地球化学研連から推薦さ

れた候補者を，地質２，古生物２，鉱物３，

地球化学３の割合で10名推薦するべく日本

学術振興会に情報提供を行った．なお，来

年度は推薦比率を地質３，古生物３，鉱物

２，地球化学２にすることで各研連間の合

意がなされている．

３．日本学術振興会への科研費第一段審査委

員候補者に関する情報提供

第２回研連で選考した９名について，日本

学術振興会に情報提供を行った．来年度も，

同様な手続きを経て情報提供を行う．なお，

来年度は古生物研連を構成する学協会すべて

出された

④各地の大学で環境系の学科や講座が作られ

たが，看板を付け替えただけのところもあ

る．

⑤環境地質や地球環境の講座でも，地質プロ

パーよりも地化学系が異動した例が多いの

ではないか？

⑥大学のホームページを見ても内容が分から

ない．科目名だけではなく，シラバスを知

る必要がある．

⑦今後何かを学内で発言するにしても，研連

の提言があれば個人の意見の後ろ盾にな

り，重みが増す．

⑧環境地質学のわが国での教育実態の調査を

進めることが合意された．

７．今後の予定

提言は今年中にまとめる．早いものは，９

月下旬開催予定の次回でほぼ確定する．

自然系博物館のリスト，分布を調べる．

出前講師の実例を調べる．

環境地質学関連の教育の実態について調査

を進める．

８．次回

第４部夏部会，学術会議総会（10月），各

学会の学術大会などを考慮して，９月後半に

開催したい．

日時：2004年５月31日（月）10：30～12：30

場所：日本学術会議６階　第５部会議室

出席者：小松正幸会員，小笠原憲四郎，小澤

智生，加瀬友喜，鈴木三男，八尾　昭，山

口寿之，北里　洋　各委員

欠席者：河村善也，辻誠一郎，大路樹生　各

委員

学術課：宮野厚子　事務官

議　題

１．前回議事録の承認

第19期第２回議事録案が示され，一部文言

を修正し承認された．

２．学術会議報告（小松会員）

４月20・21日（火・水）に総会，第四部部

会が開催された．

日本学術会議第19期第3回古
生物学研究連絡委員会議事録
（案）

に対して推薦依頼を行うこととした．

４．第19期の活動内容に関する具体案の議論

4-1．「微小生物は人為的な沿岸環境擾乱の指

標となるか？」というシンポジウムを古生

物研連，地質研連，第四紀学専門委員会の

後援を得て行いたい旨の提案が，北里委員

よりされた．微小生物に限定せずに広く話

題を求めてはどうか，典型的な環境擾乱が

起こっている東京湾・伊勢湾・大阪湾など

大都市近郊の例についても議論すべきであ

る，過去の環境変動についても議論しては

どうか，などの意見が出され，北里委員が

複数のコンビーナーと連絡を取って内容を

煮詰め，できるだけ広い範囲を包含する内

容に変更したうえで実施することにした．

シンポジウムは本年10月中旬に日本学術会

議を会場として開催する予定である．なお，

本シンポジウムは国際惑星地球年（IYPE）

の活動の一環として開催する．

4-2．地方博物館研究者の科研費申請等に向

けた取り組みについて，日本地質学会

Newsに掲載された記事が紹介された．古

生物研連としても引き続き議論を行うこと

とした．

4-3．タイプ標本の現状の危機的状況の打開

に向けた方策について意見交換を行った．

タイプ標本データベース作成過程で明らか

になった，タイプ標本の現状について早急

に報告すると共に，将来どのように管理・

運用体制を組めば標本類が保全されるのか

について具体的な提言を行うことを目指し

て活動を行うこととした．

4-4．2006年に開催される国際惑星地球年

（International Year of Planet Earth）に

ついて，活動の準備状況が小松会員より紹

介された．石原舜三氏に会長就任の要請を

行い，関連学会会長，関連研連会員などを

副会長とする日本実行委員会を立ち上げ

る．関連研連委員はすべて実行委員会委員

を引き受けることが要請され，了承した．

活動の中心は2005-2007年であるが，2004

年10月初旬には学術会議を会場として発足

シンポジウムを行うべく準備中である．ま

た，アクションプランを作成し，文部科学

省に支援要請を行うことを考えていること

が紹介された．

次回は10月４日または18日の予定．
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やすく，どこから読んでも楽しめる，しかも

図が豊富でわかりやすいことである．これは

本を手にしてそれが楽しく読めるかどうかが

決まる大事なポイントである．したがって，

初心者の読者を対象にした読み物として本書

は目的を十分達成した成功の本だと思う．

本書は次の構成からなる．

A 概説編：A-1 フィールドジオロジーと

は，A-2 フィールドに出かける前に（６項

目）

B 実践編：B-1 地形図を読む（４項目），

B-2 地質図を読む（４項目），B-3 露頭を

観察する（５項目），B-4 走向・傾斜をはか

る（６項目），B-5 フィールドノート・写真

に記録する（６項目），B-6 ルートマップを

作る（２項目），B-7 柱状図作成法（３項目），

B-8 地質図を作る（３項目），B-9 試料を

採取する（５項目）

C 結果のまとめと情報の発信：C-1 調査

結果をまとめる（５項目），C-2 口頭で発表

する（４項目），C-2 文書で発表する（２項

目）

D 用語解説・文献：D-1 用語解説（４項

目），D-2 参考文献

索　引

「A 概説編」で，冒頭にフィールドジオ

ロジーの重要性が説かれ，その醍醐味は地球

科学の革新的かつ核心的仮説が野外調査から

生まれることにあると強調している．ついで，

フィールドに出かける前の準備について，具

体的かつ行き届いた解説と提言をしている．

最後に，危険への配慮にも注意している．

「B 実践編」では，フィールドジオロジ

ーの第一歩として，先ず地形図の種類や読み

方の解説から始まり，地質図の読み方，入手

法，地域別の地質図事例などの解説となって

いる．次に，いよいよ野外での観察の仕方の

説明となる．沢の歩き方に始まり，危険な植

物・動物への注意，調査に当ってのモラル，

ルーペの使い方，露頭での観察のポイント，

などと行き届いた説明となっている．

フィールドジオロジー解説の中心である本

章は全体の三分の一のページを使って，さら

に地層の走向・傾斜の記述法，露頭観察に当

ってのスケッチや写真撮影の仕方，ルートマ

ップの作り方，柱状図の作成法，地質図の作

り方，最後に試料の採取法を解説している．

「C 結果のまとめと情報の発信」では，

調査が終わったあとのフィールドノートの整

理，採取した標本の整理，図表の作成から野

外調査成果の発表の仕方までの解説である．

最後の発表の仕方は口頭の場合と文書の場合

を具体的に説明している．

本書の最後は，野外でよく使われる80余り

の重要な用語の解説と51編の参考文献となっ

ている．

このように，本書は地球に関心をもってい

る人には誰にでも役立つ実用的で楽しめる魅

力的な本である．多くの人々が本書に関心を

日本地質学会は2001年以来次々に地質学の

基本に関する意欲的な新刊本の出版を始め，

社会に日本地質学会の存在をアピールしてき

た．さらに，地質学会は新たな刊行計画とし

て，地質学の普及を目的に野外地質学をわか

りやすく解説した全９巻の“Field Geology”

シリーズの出版（日本地質学会フィールドジ

オロジー刊行委員会　委員長　秋山雅彦，編

集幹事　天野一男・高橋正樹）を1998年の定

例評議委員会で承認した．その成果の第１号

がこの新刊書“Field Geology 1．フィール

ドジオロジー入門”である．本書の冒頭に本

シリーズ刊行の目的と読み方についての提言

がある．それによると，「地質学への第一歩

は山に出て地球に直接ふれてみることにあ

る．実際に野外へ出て学ぶ地質学がフィール

ドジオロジーであり，これが本シリーズの名

称の由来である」，と．さらに，本書の意図

として，地質学を専門とする学生や技術者に

加えて，地質学を学んだことのない者や文科

系の人にも理解できるようにした，と述べら

れている．これはこれまで無かった大変重要

な試みである．

本書の著者は野外地質学のオーソリティで

ある元地質学会会長の秋山雅彦氏と現役の専

門家，茨城大学教授の天野一男氏である．

本書の第一印象は持ち歩きが簡単で，読み

寄せ，利用を高めるよう期待したい．それに

は日本地質学会としても新に社会へのPRの

仕方を工夫する努力も必要となろう．

最後に，この種の本に是非加えて欲しいこ

とがある．それは野外調査における環境保全

の考え方である．本書にも「B-3-3 調査時

のモラル」で“試料の採取などにより自然破

壊をしない”という一行があるが，１章を設

けてこの問題を考察する位の必要性があると

思う．

地質学の先進国イギリスではロンドン地質

学会が中心になってすでに“A Code for

Geological Field Work”と呼ばれる自然破壊

を最小限に抑えるための指針ガイドが普及し

ている．筆者の強烈な思い出に，学生時代の

最初の野外実習で先ずハンマーをと，ハンマ

ーの使用が強調された．ところが，初めて経

験したアメリカでの地質巡検で，案内者から

先ず露頭をよく観察して，ハンマーはできる

だけ使わないように，という注意を受けたの

が今も心の奥から離れない．

（岡田博有）

先に紹介した日本地質学会の新企画刊行物

である全９巻の“Field Geologyシリーズ”

（日本地質学会フィールドジオロジー刊行委

員会　委員長　秋山雅彦，編集幹事　天野一

男・高橋正樹）の第１号が天野一男・秋山雅

彦著“Field Geology 1．フィールドジオロ

ジー入門”であり，ここに紹介する保柳康

一・公文富士夫・松田博貴著「F i e l d

Geology 3 堆積物と堆積岩」は第１号と同

時に出版されたものである．本書の著者は砕

屑性堆積学の権威である信州大学の保柳康一

氏と公文富士夫氏，ならびに非砕屑性堆積学
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Field Geology 1
フィールドジオロジー入門

日本地質学会フィールド
ジオロジー刊行委員会　編
天野一男・秋山雅彦　著

共立出版株式会社，2004年４月15日初版

１刷発行，B６判，168p. 

ISBN 4-320-04681-1，定価　2000円＋税

紹　介

Field Geology 3
堆積物と堆積岩

日本地質学会フィールド
ジオロジー刊行委員会　編
保柳康一・公文富士夫・

松田博貴　著

共立出版株式会社，2004年４月15日初版

１刷発行，B６判，184p. 

ISBN 4-320-04683-8，定価　2000円＋税



説されている．ここで注目すべき点は，これ

まで提唱された多くの炭酸塩岩分類法は，目

的あるいは用途によって使い分ける必要があ

るという指摘である．この考えに従って，こ

こでは　①鉱物組成・化学組成に基づく分類

法，②粒径に基づく分類法，③構成物に基づ

く分類法（Folkの分類），④堆積組織に基づ

く分類法（Dunhamの分類），など五つの分

類法が示され，極めて有益で示唆に富む．

B-3では古流向や古斜面の解析に有効な堆

積構造の解説が中心である．

B-4は砂岩と礫岩の見方が解説されている．

最初に鉱物組成に基づく砂岩の分類法が示さ

れ，さらに最近注目されている化学組成から

砂岩形成のテクトニクス場の識別にも言及し

ている．

最後のB-5は堆積相と堆積環境との対応に

ついて，具体的事例に基づく解説となってい

る．とくに，蛇行河川系，網状河川系，湖沼，

浅海の諸システム，海底扇状地における堆積

相の特性とその生成環境に関する説明に加え

て，炭酸塩堆積物の堆積相と堆積環境に関す

る解説は興味深い．

最後は，94編の文献リストとそれに続く索

引となっている．

このように，本書は学生や現場の地質技術

者のみでなく，堆積物や地層に関心をもって

いる人には誰にでも役立つ実用的で楽しめる

魅力的な本である．本書の活用を強くお薦め

したい．

なお，本書のように読者を広く対象にする

場合には，例えばBouma, Dunhamなど重要

な人名の読み方も併記した方がよいように思

う．

（岡田博有）

の第一人者である熊本大学の松田博貴氏であ

る．

本書を含むこのシリーズの目的は地質学の

普及を目指して野外地質学をわかりやすく解

説することにある．本書の冒頭ではさらに具

体的にこの本の意図する考え方が次のように

述べられている．「現存している堆積物・堆

積岩に記録された運搬や堆積の履歴を読みと

ることによって，過去の堆積環境を推定する

ことになる．履歴を読みとるための手法はさ

まざまである．顕微鏡観察や化学分析などの

堆積岩岩石学的研究は，堆積物・堆積岩の起

源を知るためにおこなわれる．いっぽう，

1970年代以降に急速に発展したのは，堆積相

解析とよばれる研究方法である．堆積相解析

は，堆積物・堆積岩が堆積した当時の流れが

つくった堆積構造や，そこに生活していた生

物群が残した記録などからなる堆積相をもと

にして，堆積時の環境を推定する研究方法で

ある．」つまり，本書の基本は堆積物・堆積

岩の構成物の見方とその堆積の仕方・堆積相

の観察方法の解説におかれていることがわか

る．これは有効で説得力のある考え方であり，

豊富な説明図，露頭写真を取り入れることに

よって，本書を大変分かり易く，読み易くし

ている．

本書の内容は次のようになっている．

A．概説編：　A-1 砕屑粒子の形成（２項

目），A-2 砕屑粒子の運動（４項目），A-3

堆積物を乱すもの（２項目），A-4 生物

源・化学堆積物（２項目）

B．実践編：B-1 砕屑岩の分類と記載（５

項目），B-2 炭酸塩岩の分類と記載（６項目），

B-3 古流向や古斜面を示す堆積構造の解析

（３項目），B-4 砂岩組成と礫岩の観察（５

項目），B-5 堆積相と堆積環境（５項目）

C．文献編

索　引

「A 概説編」では，砕屑性堆積物を構成

する砕屑粒子の成り立ちと運搬・堆積過程，

ならびに生物・化学堆積物として炭酸塩岩と

珪質岩の分類と生成機構について概観してい

る．とくに，A-2では流体中の砕屑粒子の移

動と堆積機構が分かりやすく説明されてい

る．さらに，A-3で砂や泥が堆積したあとの

堆積構造の変化が取り上げられている．その

中で生痕化石として知られる生物活動の痕跡

の見方についてかなり詳しく解説されてい

る．なお，多くの読者のために，これらの生

痕化石名について読み方が付記されていると

親切であろう．

「B 実践編」では，砕屑性堆積岩と炭酸

塩岩の記載と研究の方法についての記述が中

心になっている．しかも本章は全巻の三分の

二を占め，この本の核心になっている．

先ず，B-1で砕屑岩の分類と記載の方法が

詳しく述べられる．とくに，堆積相の設定の

仕方とその解釈の仕方が中心となっている．

B-2では，炭酸塩岩の分類・記載の方法が解

奇妙な表題である．火山とは，マグマの噴

出によって生じた地球表層上の凸または凹地

形を指すことばなので，初めて表題を見たと

き違和感を覚えた．著者がこの表題を選んだ

のは，「地球の表面を作ったのは火山活動で

ある」という認識に立ってのことである．ま

えがきでこのことを述べている．いかにも火

山地質学を専門とし，「火山が好きでたまら

ない」といってはばからない著者らしい．著

者は，火山の驚異に惹かれて研究を続けてお

り，2002年に火山のおもしろさをわかりやす

く，熱く語った普及書「火山はすごい」

（PHP新書）を著している．

本書は，火山から地球全体に目を向けて意

欲的に取り組んだ地球科学入門書である．火

山の話から始まり，火山を見る目を通してプ

レート・テクトニクスからプルーム・テクト

ニクスまで解説する．話を繋ぐキー・ワード

は火山と水である．

地球表層では，中央海嶺の火山活動で生産

されたプレートが冷えて沈み込むところでマ

ントルの部分溶融を引き起こし，再び火山活

動が起こる．その一方で，プレート上の堆積

物が大陸に付加されて大陸が成長する．プレ

ート移動の軌跡はホット・スポット上で噴出

した火山体と年代の分布から明らかにされ

る．プレート・テクトニクスのこのような枠

組みは地球表層の様々な現象を統一的に説明

する説として広く受け入れられているが，ホ

ット・スポットの存在や沈み込んだプレート

の行方，そして最近再び話題になっている巨

大火成岩岩石区（洪水玄武岩）もプレート・

テクトニクスでは説明できない．本書では，

プレート・テクトニクスに加え，それだけで

は説明できない現象を説明するために登場し

た新たな説として，プルーム・テクトニクス

についても火山活動を手がかりにていねいに

紹介している．プルーム・テクトニクスは，

マントルの対流によって生じたプルームの運

動と表層のプレートの運動によって現在の地

球表層とマントルが形作られてきたとする作

業仮説である．専門家にとって，プルーム・

テクトニクスのように新しい説をただちに受

け入れることは心理的障壁が大きく，難しい．

おもしろいと感じることが科学の始まりであ

ると考える筆者は，新しい説を吟味し超える

のは若い旺盛な好奇心であると訴える．

プレート・テクトニクスからプルーム・テ

クトニクスまでの解説が本来の目的なら類書

は他にもある．本書の大きな特徴は，火山地

質学を基礎として全体を眺めている点にあ

る．

本書の前半では，噴火現象を目の前にした

著者の感動を導入として，火山噴火の仕組み

や様々な噴火のすがたについて筆者が研究し

てきた例をまじえながら紹介している．火山

地質学がどのように火山活動を解き明かして

いくか，筆者自身がたどったプロセスの記述

は，その内容に接している私自身でも思わず

引き込まれるほどである．それだけにはとど

まらない．大学で習う火山の知識は岩石学や
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た火山地質学の立場から見えるものが数多く

あることは確かである．

火山を研究したいと考えている読者には本

書の前半が役立つ．前著「火山はすごい－日

本列島の自然学」とあわせて是非読んでほし

い．中村一明著「火山の話」（岩波新書）は

きわめてすぐれた火山学の入門書であるが，

本書や「火山はすごい－日本列島の自然学」

は，火山の動的なすがたや火山と社会とのか

かわりについて，高度な内容を平易な文章で，

ていねいに解説している．

本書は，ジュニア新書である．中学生や高

校生のように若い人を読者に想定しており，

専門家にとってあたらしいことは何もない．

地形学に沿った記載的側面が目立つが，この

本は違う．内容は簡潔であっても，ひとつひ

とつ理屈があって，これを読むだけでも，な

ぜ様々な噴火がおこるのか，その規模や影響

はどうかなど，火山と火山活動の生きたすが

たが理解できる．とくに水が火山活動のみな

らずテクトニクスを理解する上でも重要な手

がかりであるとする指摘は納得できる．

火山を通して地球の成り立ちを解説すると

いう本書の試みが成功しているかどうかにつ

いては，後半でプレート・テクトニクスとプ

ルーム・テクトニクスをどのように火山と結

びつけて書き継ぐかにかかっている．その判

断は読者にまかせるとして，筆者の依ってき

ただ，内容は火山からテクトニクスの先端の

話題にまで及んでおり，地球科学を専攻しよ

うとする学生にとって，地球の成り立ちを理

解するひとつの切り口として楽しめる絶好の

入門書になるはずである．専門家にとっても，

最近のように専門が細分化し，周辺の知識を

整理して理解することが困難になってくる

と，ジュニア向けであるからこそ手早く全体

像を知るには手頃な本といえる．大学生や専

門家の一般教養書としておすすめしたい一冊

である．

（鹿野和彦）
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をふくみ，東南アジアをちょっと越えた範囲

をカバーしている．700万分の１の小縮尺の

地質図概略図を基本図にして，各種の災害の

発生状態や危険性を表示している．扱う災害

の種類は，火山災害，地震・津波災害，地滑

りである．この地図を開くことによって，火

山の位置と活動のタイプ，歴史噴火の記録

（一部データは未整備），被害地震の震央と規

模，年代，被害の大きさ，地震津波などの情

報を容易に見いだすことができる．経験を積

んだ専門家は，複合した情報を盛り込んだ地

図の中から様々な情報を簡単に読み取ること

ができるであろうが，非専門家に対してはこ

のような親切さは重要である．特に，災害防

止に役立たせるためには，誰にでもわかる形

で資料を整備し，表示することは大切な視点

である．

例えば，地震のデータを開くと，マグニチ

ュードと被害規模を同時に表したプロットが

東・東南アジアの全域にわたって表示され

る．これはインデックス的な意味をもつとと

もに，全体を俯瞰できる情報である．その中

で，マグニチュード，被害規模，発生年とい

った基準で検索を行うと，該当する地震のプ

ロットが枠で囲まれて点滅表示される．個別

地域については当然もっと大きな縮尺で見た

い．それに応じて地図は10段階の拡大が可能

となっており，任意の地域のより詳しい地震

の分布を得ることができる．私の故郷は高知

であるが，南海トラフにそって九州側と紀伊

半島側には巨大地震が発生しているのに，我

が家の正面には空白の領域があるということ

おもしろいデジタルマップが日本語表示で

公開された．この地図は，南のインドネシア

から北は中国の北縁まで，西はインドシナか

ら東は伊豆―マリアナ諸島の東側辺たりまで

がすぐにわかる．「これは・・・・」と心配

なので，紀伊半島沖の地震はいつ起きて，震

源の深さやどんな被害を出したのか，という

ことも知りたくなる．そこで紀伊半島沖にマ

ークされた３重丸をダブルクリックすると

1946年12月21日に発生したマグニチュード

8.0の地震で，被害者数は・・・といった基

礎データが表示される．

このような災害地図を作成するようになっ

た経緯は，1989年に始まる「国際防災10年」

を契機に，特に発展途上国で多発する災害の

軽減を図るための情報整備とその共有が求め

られていることにある．日本でも1992年の京

都IGCにおける通産大臣挨拶で「自然災害の

諸現象に関するデータベースの構築と解明を

行い，世界的な災害マップを作成する」こと

が提案されたとのことである．このデジタル

マップは，その方針を受けて地質調査所が中

核機関となって計画を進めてきた成果の一つ

である．このデジタル地図の直接の由来は

2 0 0 2 年 に 印 刷 物 と し て 出 版 さ れ た

「Interactive geological hazard map of East

and Southeast Asia」（Geological Survey of

Japan, AIST）にある．また，それをデジタ

ル化したものも産総研からすでに出版されて

いる（Digital Geoscience Map G-11, 2003年）．

今回はそれを日本語表示にして使いやすくし

たものである．印刷された地図や英文のデジ

タルマップとともに活用されることをお薦め

する．

（公文富士夫）

加藤碵一・脇田浩二・
ジョエル C. バンディバス　著

産業技術総合研究所地質調査総合センタ

ー，2004年発行，￥1260（税込）数値地
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Paleontology, Sedimentology, Fossil Fuels）

に岡田博有氏，WG４（Geophysics &

T e c t o n i c s ） に吉田　勝氏，W G５

（Hydrogeology，新設分野）に田崎和江氏を

国内委として推薦した．その結果，金沢大・

田崎和江氏がWG３（Petrology, Mineralogy,

Ore Deposits）の新理事として委嘱された．

６）中国IGCP国内委が主催して「中国

IGCP30周年記念会議」が開催され，波田幹

事が出席した．北京石花洞国家地質公園

（National Geopark）の巡検も実施され，ユ

ネスコIGCP科学理事会が取り組んでいる

Geoparkの活動に中国が積極的な取り組んで

いることが示された．なお会議中に，中国の

主導でAsian Geological Congressを組織する

ことやAsian Geological Societiesを設立する

ことを計画中であることが話題となった．

７ ） IGCP（ International Geological

Correlation Programme）の名称がIGCP

（International Geoscience Programme）に

正式に変更され，”Earth Sciences in the

Service of Society”に向けた取り組みが強

調された．これを受けて国内委は，現在プロ

グラムの日本語訳について検討中である．

８）平成15年度は，日本からIGCPの新しい

プロジェクトの申請はなかった．

２．IGCP本部

第32回IGCP理事会は，平成16年２月９日

～13日にパリのユネスコ本部で開催され，各

プロジェクトの活動の評価，各国内委員会報

告の検討，新しいIGCPプロジェクトの採択

等が行われた．日本からは田崎和江理事のほ

か土委員長が参加した．

３．IGCP国内委員会

委員長　土　隆一　

幹　事　波田重煕（411，ユネスコ国内委）

委　員　

脇田浩二（411） 平野弘道（434）

小山内康人（440） M. Santosh（450）

沓掛俊夫（453） 上原克人（464）

斎藤文紀（475） 多田隆治（476）

後藤仁敏（491） 村尾　智（産総研）

本吉洋一（極地研）

４．現在日本がLeadershipをとっているプ

ロジェクト

No.411 Geodynamics of Godwanaland-

derived Terranes in E and S Asia（1998-

2003）

Co-Leader：波田重煕

No.434 Land-Ocean Interactions during

Cretaceous（1999-2004）Leader：平野弘道

No.475 Deltas in the Monsoon Asia-Pacific

Region（DeltaMAP）（2003-2007）Co-

Leader: 斎藤文紀

No. 476 Monsoon Evolution and Tectonics-

Climate Linkage in Asia（2003-2007）Co-

Leader: 多田隆治

１．IGCP国内委員会（国際学術協力事業研

連IGCP専門委・小委）

平成15年度は第18期第９回を平成15年６月

13日，第10回を平成15年９月12日及び第19

期第１回を平成16年２月27日にと，計３回の

委員会を日本学術会議で開催した．審議・決

定・実施された主な事項について以下に報告

する．

１）日本国内委員会の活動報告書として”

Japan Contribution to the IGCP, Activity

Report in 2003 “（A４版，10頁）及び「日

本IGCP活動報告2003」（A４版，43頁）を平

成16年１月と２月に刊行し内・外の関係方面

に配付した．

２）日本学術会議に，IGCP国内委の第18期

の活動状況に関する自己評価書を提出し，同

時にIGCP専門委の人数増を要望した．とこ

ろで，平成15年９月には日本学術会議第19期

がスタートしたがIGCPの専門委員の数は３

名据え置きとなり，国内委の推薦にそって土，

波田，斎藤が就任した．また，IGCP小委員

会の委員は現委員全員が留任した．なお，国

際学術協力事業研連は，これまでIGCP ,

STPP（太陽地球系物理学国際共同研究計

画），ILP（国際リソスフェア計画），WCRP

（気候変動国際共同研究計画）の４専門委で

構成されてきたが，WCRPは新たにスタート

したESSP（地球システム科学協同計画）に

組み込まれて，第19期から「地球環境研連」

に所属することとなったことから，国際学術

協力事業研連は残りの３専門委で構成される

こととなった．「地球環境研連」は，ESSP，

IGBP（地球圏―生物圏国際協同研究計画），

HDP（地球環境変化の人間次元国際協同研

究計画），DIVERSITAS（生物多様性科学国

際協同研究計画）の各専門委で構成される．

なお，平成16年12月に開催された第19期第１

回国際学術協力事業研連委では，土氏が委員

長に選出された．

３）アメリカがユネスコに復帰したことによ

りアメリカからの寄付金がなくなり，かえっ

て予算規模は縮小することになるので，各国

の国内委は政府にユネスコへの分担金の増額

を働きかけてほしいという依頼が IUGSから

書面であったので，文部科学省に協力を要請

した．

４）ユネスコ本部から，IGCPの外部評価に

関わるアンケート調査が，国内委及びプロジ

ェクト・リーダー宛にありそれぞれで対応し

た．社会貢献や女性研究者・若手研究者の参

加状況についての設問が目立った．

５）ユネスコIGCP理事会WG３の理事であ

った九州大・島田允堯氏の４年の任期終了に

伴う理事候補として，WG１（Stratigraphy,

５．現在日本で活動しているプロジェクト

No.411: 上掲

No.434: 上掲

No.440: Rodinia Assembly and Breakup

（1999-2003）Representative：小山内康人

No.450: Proterozoic Sediment-hosted Base

Metal Deposits of Western  Gondwana

（2000-2004）Representative：M. Santosh

No.453: Uniformitarianism Revisited:

Comparison Between Modern and

Ancient Orogens（2000-2004）Represen-

tative：沓掛俊夫

No.464: Continental Shelves during the Last

Glacial Cycle: Knowledge and Application

（2001-2005）Representative：上原克人

No.475 上掲

No.476 上掲

No.491 Middle Palaeozoic Vertebrate

Biogeography, Palaeogeography and

Climate（2003-2007）Representative：後

藤仁敏

６．2003年（平成15年）度の日本の活動

No.411:「東・南アジアにおけるゴンドワナ

ランド起源テレーンのジオダイナミクス」

平成13年に開催したIGCP-368, 411, 420,

440合同の国際シンポジウムでIGCP 411が

主催したセッションのProceed ingsを

Gondwana Research, vol. 6, no.4の

Thematic Section“ Growing Asian

Continent and Its Processes”として公表

した．日本地質学会第110年学術大会にお

いて，IGCP 411のトピックセッション

「東アジアの構造発達史とゴンドワナ・テ

チス」を開催した．また，本年２月には筑

波大学とチュラロンコン大学の大学間協定

に基づく国際シンポジウム「東及び東南ア

ジアの地質進化」が開催され，日本人は

IGCP 411の成果をオーラル14件とポスタ

ー６件で報告した．なお，本プロジェクト

は平成15年度で６年間の活動を終了した

が，現在Jour. Asian Earth Sciencesの特

別号として最終報告書を編集中である．

No.425:「文化遺産と地すべり災害予測」

IGCPの公式情報・活動サイトとしてホー

ムページを以下のUR Lで公開した．

http://landslide.dpri.kyoto-u.ac.jp/igcp/

平成15年３月に岡山県高梁市教育委員会と

合同でオープンフォーラム「文化遺産と斜

面災害」を開催し，IGCP－425で研究が実

施されているマチュピチュ，中国西安市・

華清池地すべり地，イタリアのシビタ遺跡，

開催地の高梁市の象徴的文化遺産である備

中松山城の不安定岩盤斜面などにおける斜

面災害の予測に関する研究を市民向けに紹

介した．また，パネルディスカッションに

はユネスコ地球科学部長（W. Eder）と高

等教育局UNITWIN担当者のほか ICL副会

長（３名）がパネルディスカッションに参

加し，IGCP－425やUNlTWIN計画につい

ても紹介した．平成15年10月にはICLの第
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また，アユタヤではIGCP 475独自の会議

を開催し18カ国から65名が参加した．また，

第５回アジア海洋地質会議と共催の

巡検を実施し，25カ国から200名が参加し

た．本年２月には日越地質ワ－クショップ

「ヴェトナムの第四系の層序とデルタ」と

巡検を開催し，その論文集を英語と越語で

出版した（223pp.）．

No.476：「アジアにおけるモンスーンの発達

と構造運動―気候変動のリンケージ」

昨年11月に東京都立大学で第１回のIGCP

476の国際シンポジウムとワークショップ

を開催し，70名（その約半数は外国人）が

参加した．この会議で，今後の計画推進の

ため５つの国際ワーキンググループを立ち

上げた．

No.491：「古生代中期の脊椎動物生物地理・

古地理・気候」昨年９月に“G r o s s

Symposium 2 ―Advances in Palaeoich-

thyo logy”がラトヴィアで開催され，

IGCP 491の第１回ビジネス・ミーティン

グが開かれた．

７．産総研国際地質協力室の活動

産業技術総合研究所の国際部門に属する国

際地質協力室では同研究所の地質関連５ユニ

ットに対する支援業務を行っている．平成15

年の主な内容は以下の通りである．

１）外国機関との協力協定締結：産総研の国

際的展開，研究協力を推進する目的で協力協

定（主にMOU）締結を行っている．今年は

アルゼンチン，中国，インド，インドネシア

と５件の協定締結を行った．

２）世界の地球科学機関のディレクトリ作

成：毎年世界の地球科学関連機関のディレク

トリを作成し配布している．今年は４月中旬

に海外430機関，国内11機関に発送した．

３）ジオヒューマンネットワークの推進：旧

地質調査所にフェローや研修生として滞在し

た外国人研究者との関係を維持し，さらなる

進展を図るため，ジオヒューマンネットワー

クプロジェクトを実施中である．今年はニュ

ースレター紙を発行し，送付した．

４）CASMとの連絡：　国際地質協力室はス

モールスケールマイニングに関する国際イニ

シアティブであるCASM（Conlmunity And

Small Scale MiniIlg）に連絡員を派遣してい

る．平成15年はガーナで開催された総会に参

加し，産総研の職員が同イニシアティブの戦

略助言委員会の委員として参加することを確

認した．

５）CPC理事会への参加：CPC（Circum－

Pacific Council for Energy and Mineral

Resources）は太平洋地域での資源の維持と

危険性の理解のために創設された非政府組織

で，環太平洋エネルギー鉱物資源協議会と訳

される．その理事会が昨年５月５－７日，ハ

ワイで開催された．

６）CCOPとの連携：CCOP（東・東南アジ

ア地球科学計画調整委員会）の加盟国であり

協力国として，産総研の地質関連ユニット

２回代表者会議がカナダ・バンクーバーに

おいて開催され，シンポジウムと現地見学

会が行われ，IGCP 425関係者も多数参加

した．

No.434：「白亜紀の炭素循環及び生物多様性

の変動」

平成12年に早稲田大学で開催した第１回国

際シンポジウムのProceedingsをJour.

Asian Earth Sciencesの特別号として出版

した．平成14年６月に福井恐竜博物館後援

で開催された４カ国シンポジウムの論文集

は，福井恐竜博物館紀要No.2として完成し

た．第５回国際シンポジウム及び巡検は昨

年12月にタイ国ラカシン市とコラ－ト高原

において開催した．この会議で，後継プロ

ジェクトのリーダーとして，ソウル大学の

Yong Il Lee教授を指名した．なお，

O.E.T.を申請して一年活動を延長し，本年

11月にヴェトナムで第６回国際シンポジウ

ムを開催予定である．

No. 440：「ロディニアの集合と分裂」

インド，ヴェトナム，スリランカ，南アフ

リカ及び南極での日本WGの研究成果を地

球惑星関連合同大会，地質学会学術大会，

岩鉱学会年会等で発表し，在日外国人研究

者を交えて研究交流を行った．昨年３月に

はスリランカ・キャンディーでIGCP-440

ワ－クショップ”The Role of Sri Lanka

in Rodinia and Gondwana Assembly and

Break-up”を開催した．また，豊橋での

第５回国際花崗岩会議（Hutton-V：９月）

にも多数のIGCP 440のメンバーが参加し，

研究成果を発表した．９月にドイツ・ポツ

ダムで開催された国際南極地球科学会議に

も日本から５名が参加した．

No.450：「西ゴンドワナの堆積性非金属鉱床」

国内ワーキンググループは2003年11月に愛

媛大学でおこなわれた東南極シンポジウム

に参加した．また，南インドの宝石鉱床地

帯の野外共同調査を実施し，その成果をゴ

ンドワナ研究にまとめて刊行した．

No.453：「新旧変動帯の比較研究」

日本ワーキンググループは，中生代～新生

代花崗岩活動とパンアフリカ変動帯の花崗

岩活動の比較研究を開始し，目下データの

収集を行っている．昨年11月にそれまで世

話人を務めた吉田が長期外国出張となった

ため，世話人は沓掛が務めることになった．

なお，昨年度に世界各地でIGCP453の集会

がいくつか行われたが，日本からは参加が

なかった．

No.464：「最終氷期における大陸棚の研究」

日本ワーキング・グループの代表を斎藤か

ら九州大学応用力学研究所の上原克人に交

代した．オーストラリアのWollongongで，

12月に開催された2003年年会への日本から

の参加はなかった．

No.475：「モンスーンアジア太平洋地域のデ

ルタ（デルタマップ）」第１回の年会を，

APNプロジェクトとMega-Deltas in Asia

との共催で本年1月にバンコクで開催し，

（地質調査総合センターと総称）はその年次

総会，管理理事会に毎年参加している．平成

15年はクアラルンプールで開催された第40回

総会及び第42回管理理事会に出席した．

８．国立極地研究所の・国際研究協力活動

2003年に国立極地研究所地学研究グループ

が関わった国際研究活動は以下の通りであ

る．

１）第44次南極観測夏期観測：第44次南極観

測夏期観測には，４人が参加し，2002年12月

から2003年２月にかけて，リュツオ・ホルム

湾沿岸～プリンスオラフ海岸の露岩地域（リ

エツオ・ホルム岩体）の地質調査を実施した．

２）第９回南極地学国際シンポジウム（ポツ

ダム）９月８～12日にポツダム（ドイツ）に

て開催された第9回南極地球科学国際シンポ

ジウム（9th International  Symposium on

Antarctic Earth-Sciences）に，日本の南極

地学研究者が21名参加した．日本からは東南

極リソスフェアの構造と進化研究計画

（SEAL）の成果を中心に発表が行われた．

９．新しいプロジェクト

平成16年２月９日～13日まで，パリのユネ

スコ本部で開かれた第32回IGCP理事会にお

いて，提案された16件のうち，以下の９件が

本年から新しく発足するプロジェクトとして

採択された．テーマ略称（期間），連絡先は

以下の通り：

IGCP－480: Tectonics of Central Asia

（2004-2008）Boris A. Natal’in, Istanbul

Technical Univ., ITU, Maden Fakultesi,

Jeoloji Bolumu. Ayazaga 80626, Istanbul,

Turkey.  E-mail: natalin@itu.edu.tr

IGCP－487: Seismic Microzoning of Latin

American Cities（2004-2008）Dr. J. L.

Alvarez Gomez, Centro Nacional de

Investigaciones Sismologicas, Calle 212

No.2906, e/29y31, La Coronella, cp11600,

Ciudad de La Habana, Cuba. E-mail:

leoalvar@ictp.trieste.it

IGCP－495: Quaternary Land-Ocean

Interactions（2004-2008）Dr. Antony

Long, Dept. Geography, Univ. of Durham,

Science Site, South  Road, Durham DH1

3LE, U.K. E-mail: A.J.Long@Durham.ac.uk

IGCP－497:  The Rheic Ocean（2004-2008）

Dr. Ulf Linnemann, State Collections of

Natural History Dresden, Museum of

Mineralogy and Geology, Research

Center, A. B. Meyer-Bau, Konigsbrucker

Landstrasse 159, Dresden, D-01109,

Germany E-mail:linnemann@snsd.smwk.

sachsen.de

IGCP－499:  Evolution of Ecosystems and

Climate in the Devonian（2004-2008）Dr.

Peter konigshof, Forshungoinstitut und

Naturmuseum Senckenberg,

Senkenberganlage 25, D-60325 Frankfurt

am Main, Germany E-mail: peter.

日本地質学会News ７（７）12



hosted Massive Sulphide Districts（2004-

2008）Prof. Rodney Allen, Lulea Univ. of

Technology, Division of Ore Geol. 97187

Lulea Sweden E-mail: rodallen@algonet.se

以上の結果，現行のプロジェクトは，

O.E.T.（期間延長）の２を含めて計42となる．

新しいプロジェクトに参加しておられる方，

および，参加を希望される方はご連絡下さい．

また，新しいプロジェクトを提案したいと思

っている方もぜひご連絡下さい．提案様式は

日本IGCP活動報告2003（本年２月刊）に掲

載されています．今年の提出期限は10月初旬

で，推薦のための国内委員会は９月に開かれ

koenigshof@senckenberg.de

IGCP－500: Dryland Change: Past, Present,

Future（2004-2008）Prof. David Thomas,

Sheffield Centre for International

Drylands Research E-mail: d.s.thomas@

shef.ac.uk

IGCP－501:  Soil Regeneration with Erosion

Products and Other Wastes（2004-2008）

Prof. Fernando Jose Arraiano de Sousa

Barriga, Dept. Geol. & Creminer, Fac.

Sci., Univ. of Lisbon, Campo Grande, 1794-

016 Lisbon, Portugal E-mail: F.Barriga@fc.

ul.pt

IGCP－502:  Global Comparison of Volcanic-

る予定です．

10．御質問等は，下記にお寄せ下さい．

委員長　土　隆一

〒422-8035 静岡市宮竹1-9-24

土研究事務所

電話：054-238-3240 Fax：054-238-3241

E-mail: rtsuchi＠mvi.biglobe.ne.jp

幹　事　波田重煕

〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山2-1

神戸女子大学大学文学部

電話：078-737-2097 Fax: 078-732-5161

E-mail: hada@suma.kobe-wu.ac.jp

（文責　土　隆一・波田重煕）
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場所：埼玉県川越市

http://wwwsoc.nii.ac.jp/agcj/index.html

○日本地学教育学会第58回全国大会
８月20日（金）～22日（日）

場所：岡山理科大学

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsese/031020/03102

0-okayama-taikai.htm

○The 32nd International Geological
Congress 2004（IGC）
８月20日（金）～28日（土）

場所：Florence, Italy

http://www.32igc.org/home.htm

月　September
○第78回現地談話会
９月11日（土）

場所：深田地質研究所

「鴨川漁港周辺の嶺岡オフィオライトの構造

とテクトニクス」

小川勇二郎（筑波大学教授）

http://www.fgi.or.jp/guide_danwakai.html

9

2004.7～

地球科学分野に関する研究会，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．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

☆印は，日本地質学会行事．

月　July
○第10回地下水・土壌汚染とその防
止対策に関する研究集会
７月14日（水）～16日（金）

場所：大阪国際交流センター

http://www.groundwater.jp/jagh/home.ht

m

月　August
○地学団体研究会総会2004
８月６日（金）～８日（日）

8

7

☆日本地質学会第111年総会・年会
９月18日（土）～20日（月）

場所：千葉大学

http://www.geosociety.jp

月　October
○日本地震学会秋季大会
10月９日（土）～11日（日）

場所：九州大学

http://wwwsoc.nii.ac.jp/ssj/index.html

月　November
○TECNO-OCEAN 2004 IN KOBE
11月９日（火）～12日（金）

場所：神戸コンベンションセンター（神戸市）

http://www.oceans-technoocean2004.com/

○2004年世界アスベスト東京会議
11月19日（金）～21日（日）

場所：東京・早稲田大学国際会議場

http://park3.wakwak.com/̃gac2004
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C A L E NDAR

国立情報学研究所の電子図書館をご利用下さい
～地質学雑誌第1巻から無料閲覧できます～

インターネット（電子図書館http://els.nii.ac.jp/）で，地質学雑誌（2003年11月号まで），

地質学論集（2000年，no.57まで），ニュース誌（2003年12月号まで），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．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．

利用申込み用紙送付先：

〒101－8430 東京都千代田区一ツ橋２－２－１　国立情報学研究所開発・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）



and others, シワリーク帯岩石のδ13；V.C.

Tewari and A. Sharma, 劣ヒマラヤ帯のスト

ロマトライト；Rai and others, カトマンズ

及びゴサイクンドナップ構成岩石の鉱物化

学；S. Rajaure et al., ヒマラヤの地震； P.

Ulak, シワリーク層群の堆積学；K.P.

Kaphle, 西ネパールの花崗岩と硫化鉱物の鉱

化作用；M. Yoshida and others, 高ヒマラヤ

片麻岩の起源；A.A. Khan, ベンガル盆地東

部褶曲帯の衝突縁辺部

４月10日は以下の2題の基調講演が共通会場

であった．

B.N. Upreti, Main Central Thrust （CMT）

and its significance in the Himalayan

Tectonics.

A.A. Khan, Geological Risk Management

ティーブレークを挟んでこの後は，第２～第

５分科会が２会場に分かれて行われた．

第２分科会「自然災害とその社会認識」は

S.B. Regmi とA.N. Bhandariの座長で行わ

れ，以下の11講演があった．

S. Linda, et al., 最近の堆積物中の砒素濃集；

A.M. Dixit, 地震研究のマルチフロントアプ

ローチ；V. Saha, 非常事態における社会反応

の拡大；R.B. Saha, テライの地下水中の砒素

資源；T. Brikowski, 砒素濃集チェックへの

電気比抵抗計の活用；B.H. Panday and R.

Guragain, 水道供給システムに対する地震災

害；M.S. Dar, 森下拡散インデックスによる

地すべり研究；S. Dhakal, 地震による斜面の

Amplification；　S. Sikrikar et al., ネパー

ル，チャンディスタンの地すべり；B.M.

Jnwali; ネパールにおける地熱資源探査；

G. Neupane et al., 磁気残留計測による道路

上汚染物質.

第３分科会「自然資源」はJ.Ghimireと

B.D. Kharelの座長で以下の11講演が行われ

た．

R.K. Dahal et al. , 風力資源の開発；S.P.

Khan, カトマンズにおける地下水活用；

B.N.P. Chaurasiya, テライにおける帯水層パ

ラメータと井戸の活用；R. Shrestha, ネパー

ルにおけるマイクロイリゲーション；T.B.

Singh, カトマンズ盆地の水質； A.C. Nanda,

インド，シワリーク層群の微化石；N.R.

Shrestha et al., 電気探査によるトリジュガ谷

表題の会議（Fourth Nepal Geological

Congress）が今年４月９日と10日の両日に

行われた．会場はカトマンズ市南部にあるホ

テルヒマラヤで，やや高台にあるこのホテル

からは白いヒマラヤの峰々が見事に望めた．

参加者は178人で，ネパール，インド，バン

グラデッシュ，パキスタン，日本，フランス，

ドイツ，米国の８カ国であった．さらに，学

生など，非登録の参加者が25人ほどあった．

会議では学術講演47題が５分科会にわかれ

て，また基調講演４題が共通会場で行われた．

ネパール地質会議は1995年の第一回会議以来

これまで３回，カトマンズで行われてきた．

いずれの会議でも10カ国以上から参加者があ

り，全体で200～300人規模の会議であったが，

今回は最近数年間のこの国の治安問題などの

ため，参加者は初めて200人以下となった．

さらに資金不足のため開発途上国からの参加

者に対する旅費援助が殆どできず，かなりの

数の直前キャンセルを生じた．治安問題はさ

らにこの会議始めての野外巡検キャンセルを

余儀なくさせた．これはヒマラヤの地質見学

を期待していた多くの国外参加者を大きく落

胆させたに違いない．しかしなにはともあれ，

この会議は著者の知るかぎり，日本やインド

の同種の国内会議に比べて圧倒的に多くの国

外参加者があり，世界のヒマラヤを擁する国

にふさわしく国際的であった．

４月９日午前11時に開会式が始まった．本

会議世話人のR.ツラダール氏と，ネパール地

質学会会長のP.S.タテール氏の開会挨拶，主

賓のトリブバン大学長G.P.シャルマ氏の祝辞

に続いて，ヒマラヤ地質研究の草分けである

K.S.ヴァルディア（インド）とルフォー（フ

ランス）の両氏に名誉会員メダルが贈呈され

た．その後次の２題の基調講演が行われた．

K.S. Valdiya, Three terrain defining thrust

of the Himalaya

M. Yoshida, Recent progress in the study of

Proterozoic East Gondwana.

ランチブレークを挟んで14時15分からは，第

１分科会が共通会場で行われた．

第１分科会「一般地質及びテクトニクス」

では，R.P. BashyalとR.K. Aryalの座長で以

下の９講演が行われた（演題は略記した，以

下同様）．L. Paudel and K. Arita, 劣ヒマラ

ヤ変成岩の白雲母Ｂ－spacing; A. Gajurel

の地下水；A.N. Dongre and L.G. Gwalani,

インドの白亜紀バグ砂岩；S.D. Shrestha, ネ

ワルパラシの井戸水中砒素への粒度効果；N.

Khattri, ルンビニの含金層分布；C.K.

Chakrabarti et al., ガネッシューヒマールの

亜鉛・鉛鉱床の地球化学．

第４分科会「地質災害対策」はA.M. Dixit,

と G.B. Tuladharの座長で以下の９講演が行

われた．

S.C. Sunuwar, ネパールにおける水力発電

開発の地質学的問題；V. Dangol and K.

Poudel, ネパールナラヤニ川の流域分散；B.

Piya and C. Van, 液状化災害の地質データベ

ース；K.N. Kafle, チャメリヤ水力発電所に

おける斜面崩壊の危険管理；D.C. Devkota

et al., ゴカルナごみ埋立地における地下水汚

染；T.N. Bhattarai, シッダルタハイウエイの

斜 面 安 定 性 ； P.K. Thakur and N.K.

Tamrakar, ネパールサプタコシ沖積ファン

における洪水危険レベル．

第５分科会「工学地質及び環境地質」は

D.B. Thapa,とG.S. Pokhrelの座長で以下の7

講演が行われた．

K.M. Nepal, マルシャンディ川中流の水力

発電所におけるトンネル工事；S. Pathak, せ

ん断強度パラメータの評価； B.P. Dhakal,

ニャギ水力発電所プロジェクトの地質工学；

A.T. Khan, パキスタン，ソランゲの地すべ

り； N.G. Ghimire and B. Subedi, ネパール，

スンコシ水力発電所における斜面不安定；

P.C. Ghimire and P.C. Adhikary, マルシャン

ディ川水力発電プロジェクトにおける主トン

ネル設置ルート；I.R. Humagain, ネパールの

道路工事におけるカット＆フィル工法．

総括討論会が引き続いてM. Yoshida とV.

Dangolの座長で行われた．共同世話人のI.R.

Humagainによる分科会のまとめ，参加者代

表として，V.C. TewariとA.A. Khanによる

総合評論のあと，世話人のまとめの挨拶，来

年のIAEGの紹介などで閉会となった．

会議の進行は全体として滞りなく行われ

た．２つの会議場はちょうど良い大きさであ

り，プロジェクターやマイクの問題も全くな

かった．両会場を結ぶホールで供給されたテ

ィーとスナック等のホテルのサービスも申し

分なかった．ちなみに，カトマンズの一流ホ

テルでは会議場使用料は無料で，参加者一人

当たり数百円～千円程度の飲食代金を支払う

だけである．

講演全体を見ると，予定講演47題の内８題

だけが一般地質であり，残りはすべていわゆ

る応用地質学分野であった．これに対して，

４題の基調講演のうち３題が一般地質関係

で，残りの一題も内容的には一般地質・テク

トニクスの要素が強かった．会議は全体とし

て成功裏に終了したといえるであろう．全体

で18題ものキャンセルがあったにもかかわら

ず，各分科会の講演は全く途切れることなく
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べきであろう．このような努力は全くなされ

なかったように感じられた．しかもネパール

の参加者は皆こんなことは意に介さないよう

であった．今後のネパール地質学会の良識と

努力を期待したい．

この会議は筆頭著者にとっては，ネパール

で始めて参加した地質学会関係の会議であっ

た．これまで著者はこの国で２回の環境ある

いは災害問題を主題としたシンポジウム（い

ずれも本誌に報告した）に参加したが，これ

らの会議参加者や講演の領域構成などはいず

れも今回の地質会議のそれと良く似ているこ

とに気がついた．この国の地質学の傾向を示

しているのであろう．第二著者はネパールヒ

マラヤの野外調査の途中，偶然にこの会議に

次々と行われ，参加者はいろいろな講演を

次々と聞くことができた．これは会議事務局

の機敏でタフな努力により，キャンセル部分

が次々と新しい講演（未登録講演12題！）で

埋められたことが大きい．唯一の不具合はプ

ログラムの変更が非常に頻繁でかつ大きく変

化し，その様子が参加者にあまり機敏には知

らされなかったことである．キャンセル講演

でなくても，予定講演の時間が大きくずらさ

れて別の時間帯に入ったり，あるいは別の分

科会に入れられたりし，手元のプログラムは

殆ど信用できない時が少なくなかった．この

ような変更は最小限にとどめるべきであろう

し，また，少なくとも，修正されたプログラ

ムは事前に参加者に熟知されるように努力す

参加する機会を得た．修士論文研究途上のネ

パールヒマラヤの地質について，多くのこと

を学ぶことができ，この種のシンポジウム参

加の重要性を認識した．今後は国内外のシン

ポジウムに積極的に参加していきたい．

本会議の講演要旨集はＡ４版35ページの小

冊子で，ネパール地質学会（下記）で入手可

能である．但し，実際の講演のうち飛び入り

や，提出遅れがあって10以上の要旨が収録さ

れていない．

Nepal Geological Society, G.P.O.Box 231,

Kathmandu, Nepal. 

E-mail: ngs@wlink.com. np
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（左）開会式．（右）名誉会員章をトリブバン大学長（写真右）から受け取るK.S. Valdia 博士（写真左）．

IGCの原稿を募集します！！
８月20日～28日の日程でイタリアのフィレンツエでIGC（万国地質学会・The 32nd International Geological

Congress 2004）が開催されます．参加される方はぜひ会議や巡検などの様子をお寄せください．あわせて
News表紙写真も募集します．奮ってご投稿下さい．

原稿体裁：字数，写真枚数など特に指定しません．投稿時に適宜対応いたします．写真がある方はぜひ
写真を入れて下さい．（レイアウト目安：2500字＋写真1-2枚：１頁）
〆切：９月24日（金）（掲載予定は10月号です）

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！！

「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．

Florence



2003年度
The Island Arc 編集委員会報告

日本地質学会The Island Arc編集委員会

日本地質学会の公式欧文誌であるThe Island Arc

誌は，1992年の発巻以来13年目を迎えました．出版

社であるBlackwell Publishingは，例年秋口にその

年の出版報告を学会に提出しますが，今回はその報

告からいくつかの点について，会員の皆様にご紹介

します．

2003年のThe Island Arc誌のサーキュレーションは，会員購読

189名，オンライン購読1,702機関，機関購読109機関，となりまし

た．前年度に比べて会員購読数が漸減していますが，これはオンラ

イン会員アクセスの利用が広がったためもあると思われます．実際

のところ，Blackwell SynergyサイトでのThe Island Arcへのアク

セス数は，2002年中は毎月2,000アクセスを上まわることはほとん

ど無かったのですが，2003年の半ば過ぎから一気に月5,000アクセ

スを越える伸びを見せています．また，論文のダウンロード数も増

加し，Synergyからの年間ダウンロード総数は13,192件になりまし

た．これは2003年までに出版された論文の全てが平均57回ずつダウ

ンロードされた計算になるとのことです．

このように，The Island Arc誌に限らず，国際誌へのオンライン

アクセスは年々増加しています．これは，出版直後に自由に最新成

果を入手したい人が，ネットワークの利用を優先することが原因の

一つだと思います．Blackwell Publishingは，Synergy掲載雑誌の

論文ごとのアクセス数の記録をとっており，昨年の12巻３号の出版

時点（2003年８月末）の数字が報告されています．この記録には12

巻３号と４号のものは含まれていませんし，２号についても

Synergy掲載後２ヶ月ちょっとの時点の記録です．また，アクセス

数の記録からは，アクセスした人の目的を区別できず，同じ人が何

度もアクセスできますから，例えば，他の論文の引用文献として参

照された事と同じ意味がある数字ではありません．これは別の方法，

例えばImpact Factorなどの表現の仕方で公表され，これについて

は後で触れることにします．

編集委員会では，論文の価値の正確な評価とは別に，The Island

Arc誌への関心を高め，オンラインアクセスへの関心を高めていた

だくことを目的として，上記の論文別アクセス情報をご紹介するこ

とにしました．この数字は，あくまでもSynergyに掲載済み論文へ

のアクセス数の，2003年１月から８月末の集計です．アクセスは

日々行われており，出版直後の論文にはアクセスが集中する一方で，

新たな論文が引用している過去の論文も再び注目されることになり

ます．実際に報告されたアクセス数を検討すると，出版後１年以内

の統計では誤解を与える恐れがあることが分かりました．数字のラ

ンキングそのものでは，出版直後のアクセスが徐々に少なくなるま

での期間を待たないで比較することになり，公平な比較ができませ

ん．そこで，編集委員会ではこれらの点に留意し，報告されたアク

セス数そのものの公表ではなく，１）出版後約1年以内の号につい

ては各号ごとに順位を公表し，２）それ以前の号についてはまとめ

て順位を公表する．という手続きを行いました．ランキングの形に

はなりますが，「論文の内容に対する評価基準にはならない」もの

であることに，ご注意下さい．

なお，先に述べましたImpact Factorという数字については，論

文の客観的な評価の参考にする数値として有名ですが，それがどの

ように算出されるかは，あまりご存じないのではないでしょうか．

The Island Arc誌のImpact Factorは，1999年に初めて算出されて

以来，1.000（1999），0.940（2000），0.732（2001），そして2002年

は0.831でした．そもそもこれらの数字をどのように考えればよい

のでしょうか，高いに越したことはないと感じますが，それがどの

ように定義された数字なのかをまず簡単に説明しましょう．

Impact Factorは，米国のInstitute for Scientific Information

（ISI）という民間機関が出版する，Journal Citation Reportという

出版物で公表される数値です．正確に言えば，６月頃に公表される

数値は，前年のImpact Factorで，その計算はその前年のさらに前

の２年間のデータを元に計算されたものです．つまり，2003年に報

告された2002年のImpact Factorは，2000年と2001年の２年間の雑

誌掲載論文の位置づけとなります．それでは，その計算の仕方はど

のようなものでしょう．ISIでは，Journal Citation Reportに掲載す

る学術出版雑誌を事前にデータベースに登録しています．逆に，登

録された雑誌の掲載論文は，すべて相互引用の回数をデータベース

より計算することができます．方法は単純で，まず，2000年と2001

年にThe Island Arc誌上に出版された論文数を数えます．そしてそ

れらの論文を，その次の2002年に発行されたImpact Factorの算出

対象に選ばれた雑誌中の，どれだけの数の論文が引用しているかを

計算します．この２年間に出版された論文は89編で，2002年に発行

された登録雑誌中の74論文がいずれかの論文を引用していました．

従って，2002年のImpact Factorは，74/89で0.831となります．つ

まり，直前の２年間の引用だけが計算されているので，非常に短い

期間での直接的なインパクトを示すことになります．地球科学論文

にはよくあるように，長い間にわたって，少しずつしかしずっと引

用され続ける論文の評価は，Impact Factorでは反映されていませ

ん．それでも，Impact Factorという一面的数値が一人歩きしてい

るのは悩ましいことです．

もう一つ重要なことは，毎年発表されるImpact Factorは，雑誌

の評価としてはその年でもなく前年でもない，３年前と２年前の被

引用状況を反映していることです．逆に言うと，雑誌の編集方針な

どを変更しても，その効果は３年後からしか反映されないというこ

とになります．Impact Factorの扱いは目的に応じてさまざまです

が，短期的に数値に一喜一憂しても無駄な理由がここにあります．

逆に言えば，今年と来年のImpact Factorの算出基準となる対象論

文は既に出版済みですから，これからそれを変えることはできませ

ん．唯一の手段は，今年中に出版される論文に過去２年間のThe

Island Arc掲載論文を引用することで貢献することぐらいです．

編集委員会では，本当のImpactは出版直後のオンラインアクセ

ス数がある程度の指標になると考え，アクセスランキングをご紹介

しました．Impact Factor自体を増やすためのテクニックを労する

のは本末転倒で，地球科学分野への貢献の高い論文が数多く投稿さ

れ，掲載されていくようにすることに努めます．それにより，長期

的にImpact Factorの数値が上がることにもなると考えるからです．
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掲載号�

2003年12巻2号�

2003年12巻1号�

2002年11巻4号�

2002年11巻3号�

2002年11巻2号�

2001年以前の号�

１位�

Yumul et al. （216）�

Kimura et al. （230）�

Choi et al. （195）�

Ryu （122）�

Thu et al. （91）�

8巻2号Ernst （135）�

２位�

Arai & Lee （138）�

Ree et al. （175）�

Clift et al. （116）�

Kano et al. （100）�

�

10巻1号Zhao（123）�

３位�

Ishiwatari & Tsujimori（126）�

Okamura （146）�

Nakagawa et al. （102）�

Baranov et al. （93）�

�

10巻3号Ando（95）�

表１．The Island Arc各論文のPDFファイル等ダウンロード数の

順位．カッコ内はアクセス数．統計期間は2003年１月から８月末．

Blackwell Synergy Reportに基づく．新しい号から順にそれぞれ

の号ごとの順位を並べ，2001年以前については一括した．



ニュース誌５月号（p.17）でお知らせした教師向けの見学旅行に

関して，最近の道路および露頭状況の急変に伴い，大変申し訳あり

ませんが下記のようにコースおよび時間等を変更することになりま

した．

記

１．日　時　　　2004年９月12日（日）９：00～17：00

２．場　所　　　千葉県中部（君津市南部～袖ヶ浦市，上総・下総

層群分布地域）

３．コースと時間（変更点ゴチック表示）

●集合　８：30JR千葉駅前（詳細は，参加が確定された方に直

接ご連絡いたします．）

９：00出発→10：00 市宿砂採取場

●市宿砂採取場（鎌滝建材第２作業所）10：00～11：45

大規模斜交層理など堆積構造の観察，貝類・ウニ類・そ

の他の化石採集

●君津市怒田沢（高宕沢） 11：45～14：20（昼食）

褶曲・断層などの地質構造，三浦層群重要鍵層，黒滝不

整合・上総層群等の観察

●袖ヶ浦市高谷 15：00～16：00

下総層群貝化石密集層　観察・採集

16：05 袖ヶ浦姉崎IC→JR千葉駅17：00着（解散）

※なお，このコース変更に伴い，当初見学・採集予定にあった「黒

滝層中のシロウリガイ」ならびに「Ｂ/

Ｍ境界（更新統前/中期境界）」の観察が

できなくなりました．これらは案内書に

掲載し案内に代えますので，ご了承くだ

さい．これにても，上総層群基底から下総層群まで

の見学は十分可能です．

４．費　用　5000円（変更無し．当日徴収）

５．参加申込み締切　2004年７月20日（火）

申込先　日本地質学会学校教育委員会

TEL：03-5823-1150 FAX：03-5823-1156

E-mail：main@geosociety.jp

６．日本地質学会学校教育委員会・千葉県地学教育研究会 共催

千葉県教育委員会・学校科目地学関連学会連絡会・地球惑星科学

関連学会地学教育委員会 後援

７．問合わせ先　日本地質学会学校教育委員会　上記

または 府川宗雄　Tel & FAX：0463-93-7268

E-mail：amzinate@ja2.so-net.ne.jp

千葉県地学教育研究会　橋本　昇（TEL，FAXは市原緑高校）

TEL：0436-75-0600 FAX：0436-74-7920

E-mail：onoken0007asshimo@yahoo.co.jp
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日本地質学会第111年年会（千葉大会）

理科教員対象見学旅行　コース変更のお知らせ

豊橋市自然史博物館は昭和63（1988）年５月１日に開館し，｢特

別企画展示室｣や｢郷土の自然展示室｣の増築，改装を平成４年から

６年に行い，現在に至っています．今回の古生代展示室の展示改装

は，平成13年から始まる豊橋市の第４次基本構想・基本計画に位置

づけられた整備充実事業で，古生代展示室から新生代展示室の全面

改装を順次進めていく一環のものです．

古生代展示室は，本年４月29日にリニューアルオープンしました．

展示面積が改装前の約２倍の506㎡で，22のコーナー（１．太陽系

の誕生，２．マグマオーシャン，３．スト

ロマトライトの海，４．縞状鉄鉱層，５．

生物の誕生，６．エディアカラ動物群，７．

バージェス動物群，８．原生生物，９．軟

体動物，10．棘皮動物，11．魚類，12．両

生類，13．メゾンクリーク生物群，14．節

足動物，15．刺胞動物，16．植物，17．大

森林の形成，18．腕足動物，19．コケムシ

類/筆石類（半索動物），20．ディメトロド

ンの世界，21．哺乳類型爬虫類，22．大陸

移動）からできています．展示物は，560

点と９倍以上となっています．

新しくなった古生代展示室には，１日あたり平均1500人の観覧者

を想定し，また子どもから大人までが楽しんでいただける展示技法

や参加体験型の展示物を随所に取り入れてあります．改装後の展示

室の反応はよく，滞留時間も長く，早くも改装の成果がでています．

今後，古生代展示室のアンケート結果を踏まえながら，中生代展示

室，新生代展示室の改装に取組んでいきたいと考えています．ぜひ

一度，リニューアルした古生代展示室をご覧ください．

（主幹学芸員　松岡敬二）

博物館だより

豊橋市自然史博物館　 ～9/12まで特別企画展「恐竜後の世界」開催中

古生代展示室の展示物全面改装!!



最終間氷期の気候変動や環境変遷を高精度で解明することは，氷

期－間氷期サイクルをフルセットで理解する上で重要です．日本お

よび東アジアにおいては，海成堆積物や湖沼堆積物を用いて，この

問題に迫っている多くの優れた研究がありますが，適切な連続試料

が乏しいこと，年代の決定の難しさなどがあって，必ずしも十分な

精度での研究が進んでいるとは言えない面もあります．

そこで，以下のような企画で，最終間氷期の研究の現状と展望を語

りあうとともに，長野市信更町高野でボーリングによって得られた

約50ｍ長のオールコア試料を素材にして共同研究を組織する相談の

場を持ちたいと希望としております．お忙しい中とは存じますが，

多くの方の参加をいただくようにお願いします．

日時：2004年９月25日（土）午後～26日（日）午後

場所：信州大学理学部（松本市旭3-1-1）

交通：信州大学ホームページ参照（http://www.shinshu-u.ac.jp/）

呼びかけ人：公文富士夫（信州大学理学部物質循環学科），

井内美郎（愛媛大学沿岸域研究センター）

講演申し込み：①講演者名, ②講演タイトル，③希望講演時間，

④連絡先住所・e-mailアドレス

試料請求の場合：①研究目的，②試料深度範囲，③試料間隔（１

cm毎か５cm毎か），④研究期間

（試料の分割および配分につきましては９月26日の相談で決定しま

すが，参加者を優先いたします．）

宿舎等：各自で手配をお願いします．

申込先：〒390-8621 松本市旭3-1-1

信州大学理学部物質循環学科　公文富士夫

Tel.&Fax. 0263-37-2479，

E-mail: shkumon@gipac.shinshu-u.ac.jp

申し込み期限：2004年９月２日（単に参加するだけの方もご連絡下

さい）

概要・スケジュール：

１日目午後～（２日目午前） 討論会「最終間氷期研究の現状と

課題」

参加者からそれぞれの研究成果を持ち寄って，表記の課題に迫

る．陸上堆積物，海洋堆積物（IMAGE），湖沼堆積物などを用い

た代表的な研究の成果も紹介して頂く予定．

２日午前　高野層のボーリング結果と対比

公開するボーリング試料（95％以上の回収率）を見ながら，高

野層のボーリング試料の岩相と対比についての討論会

２日目午後　ボーリング試料の効果的な活用方法と今後の研究の

進め方についての討論・試料の配分など

＊参加を申し込まれた方には後日詳細な案内を差し上げます．

＜ボーリング試料についての補足＞

2004年６月10日から17日にかけてオールコア・ボーリングを行

い，53ｍのほぼ完全に連続的な試料を採取しております．現在，そ

れを半裁して記載するとともに，有機炭素分析，花粉分析，有機化

学分析用に１cm毎に試料の分取を行っています．有機分析用試料

は，－20℃で冷凍保存です．半裁の片側はそのまま残しており，上

記の検討会でお見せします．

採取した柱状試料はほぼ均質な粘土質シルトからできており，

時々テフラと砂層が挟まります．テフラの同定はこれからの課題で

すが，これまでの露頭の観察から，AT，DKP，Aso-4，立山E，

Aso-3，立山Dといった広域テフラが確認されています．指標テフ

ラから,高野層は，約３万年前から13, 4万年前までをカバーしてい

ると推定しています．

ボーリング試料の記載は日々進行中ですので，その概要は信州大

学理学部物質循環学科の古環境変動研究室のホームページをご覧く

ださい．
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お知らせ

最終間氷期の古気候・古環境変遷を高精度で解明するワークショップ

信州大学理学部物質循環学科では過去数年間の

研究で蓄積した湖底堆積物の柱状試料がありま

す．これらはおもに有機炭素量を測定して，気候

変動を解析するために使ったものです．このまま

死蔵してしまうのは惜しいので，公開して関連す

る研究に利用していただこうと意図しました．別

表のリストを参考にして，希望する試料を注文し

て下さい．これらの試料は数十年から数千年をカ

バーしており，含水率，見かけ密度，年代，有機

炭素・窒素含有率のデータなども測定されていて

すぐに利用していただけます．特別な利用条件は

ありませんが，既存のデータの利用については個

別に相談させていただきます．

別表には冷凍保存している試料をあげています

が，多くの場合に対応する乾燥試料もあります．

送料は着払いとし，冷凍の有無などの輸送条件も

お知らせ下さい．

長野県の湖沼堆積物の試料を使って研究しませんか！
表１　信州大・理・物質循環学の湖沼コア試料リスト

申込先：〒390-8261 松本市旭3-1-1

信州大学理学部物質循環学科

公文富士夫

電話･FAX 0263-37-2479 e-mail：shkumon@gipac.shinshu-u.ac.jp



皆様は，学フェスというものをご存じでしょうか？おそらく，知

っている方はあまり多くないと思います．学フェスとは，各大学の

地学系の学生・院生の親睦を深めるために催される２泊３日のイベ

ントで，全てが学生・院生によって企画・運営されています．そし

て，毎回持ち回りで各大学の地学を専攻する有志が主催・担当し，

それぞれの開催地に合わせて巡検・観光を企画しています．また，

夜にはさらに親睦を深めるべく，盛大なコンパが行われます．以下

に，過去５回の開催地および参加大学を紹介します．

○2004年春期：立正大学（秩父盆地），島根大学・東海大学・東京

大学・名古屋大学・新潟大学

○2003年春期：東海大学（伊豆半島），島根大学・新潟大学・山形

大学・立正大学

○2002年春期：島根大学（隠岐島），信州大学・東海大学・新潟大

学・山形大学

○2001年夏期：山形大学（山形盆地），島根大学・信州大学・東海

大学・新潟大学

○2000年夏期：新潟大学（下越地方），島根大学・信州大学・東海

大学・山形大学

学フェスは，他大学同士の学生・院生の貴重な交流の場の一つで

あり，多くの見解を聞ける場でもあります．そこで，この学フェス

をより多くの大学の学生・院生の方々に知っていただき，さらに興

味を持って参加していただければと思っています．下記は，今年の

８月末に新潟で開催される学フェスの概要です．

日　程：2004年８月30日（月）～９月１日（水）

主　催：新潟大学学フェス実行委員会

開催地：新潟県糸魚川市および佐渡島

費　用：20,000円前後

集合場所：新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム

解散場所：新潟県直江津市フェリーターミナル

巡検予定

１日目：フォッサマグナミュージアム・フォッサマグナパーク→

直江津港からフェリーで佐渡へ

２日目：尖閣湾（遊覧船観光：海岸の流紋岩）→佐渡金山（金鉱床

と金山の歴史）→河内・沢根・質場の露頭

３日目：トキ保護センター（トキ見物）→（ビカリア等の貝化石）

→小木（ピクライト質玄武岩・枕状溶岩）→小木港から直

江津港へ．解散

これをお読みになり，学フェスに興味を持たれた全国各地の学

生・院生の皆様．詳細・質問・参加希望などがございましたら，筆

者までご連絡ください．なお，下記のURLは「学フェスHP＠新潟

大学」のものです．前回の学フェスの様子や今回の学フェスの準備

の進み具合など随時更新していきますので，ぜひご覧になって下さ

い．http://www5c.biglobe.ne.jp/̃shu-saku/

※写真は，2004年春（秩父盆地）開催時の様子です．
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千葉郁恵
新潟大学大学院自然科学研究科
自然構造科学専攻修士課程1年

f04a043d@mail.cc.niigata-u.ac.jp

学生・院生フェスティバル
（通称　学フェス）のご案内

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４名でおこなっています．原稿はe-mailでいただければ幸い
です．
t02h106@amail.shinshu-u.ac.jp 北沢俊幸（信州大）
akinori@eps.s.u-tokyo.ac.jp k橋昭紀（東京大）
microbe@hiroshima-u.ac.jp 白石史人（広島大）
f04j003d@mail.cc.niigata-u.ac.jo 梅津慶太（新潟大）

院生コーナー
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100万分の1日本地質図　第3版　4枚組　￥6, 000

100万分の1日本重力図（ブーゲー異常） ￥3, 700

地球化学アトラス　－北関東－　￥5, 300

200万分の1地質編集図

コンピュータ編集による日本地質図（付記付き）￥2, 200

日本の磁気図（説付き） ￥2, 400

300万分の1 日本列島地温勾配図　￥1, 600

数値地質図

200万分の1東・東南アジアの数値地質図（説付き） ￥2, 500

20万分の1地質図幅集（画像）ver.2.0 ￥1, 500

日本の新生代火山岩の分布と産状　CD-ROM版　￥1, 200

東・東南アジア都市域の地球科学データ CD-ROM版　￥1, 100

日本地質図索引図（第1集～第8集　CD-ROM版1963～1999） ￥900

北海道地質ガイドマップ　CD-ROM版　￥900

東・東南アジア都市域の地球科学データ （第２版）CD-ROM版　￥1, 100

富士火山地質図CD-ROM版　￥1, 100

日本重力図CD-ROM版（説付き） ￥900

400万分の1東アジア磁気異常図 CD-ROM版（第２版） ￥900

400万分の1韓国南部・日本西部及び周辺海域の地球科学図集 CD-ROM版（第２版） ￥1, 000

日本周辺海域音波探査データベース　CD-ROM版　￥900

東北・九州地熱資源図CD-ROM版　￥900

特殊地質図

東京湾とその周辺の地質　￥5, 900

秋田地熱資源図 ￥4, 800

諏訪湖湖底堆積状況図（1：1.35万） ￥1, 500

東海沖海底音響画像図（1：40万） ￥700

札幌－岩内地域火山・鉱化熱水系分布図　￥3, 600

札幌地熱資源図　￥4, 400

青森地熱資源図　￥4, 900

50万分の1鉱物資源図

北海道（東部, 西部） ￥6, 800, 東北　￥4, 100, 

関東甲信越　￥4, 300, 中部近畿　￥4, 300, 

50万分の1地質図幅

旭　川 （第2版） ￥2, 000

50万分の1活構造図

東京（第2版） ￥3, 100, *京都（第2版） ￥3, 500

2.5万分の1地質構造図

阿寺断層系ストリップマップ（説付き）￥2, 800

中央構造線四国地域活断層ストリップマップ（説付き）￥4, 300

中央構造線近畿地域活断層ストリップマップ　￥2, 300

柳ヶ瀬－養老断層系ストリップマップ（1：10万） ￥2, 400

糸魚川－静岡構造線活断層系ストリップマップ（1：10万）￥2, 400

兵庫県南部地震に伴う地震断層ストリップマップ

野島・小倉及び灘川地震断層－（1：1万, 説付き）￥3, 400

花折断層ストリップマップ　￥2, 700

海洋地質図

鳥取沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 800

鳥取沖表層堆積図（1：23万, 説付き） ￥3, 100

室戸沖表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥2, 700

経ヶ崎沖表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥2, 900

下北半島沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 200

経ヶ崎沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 400

粟島周辺海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 200

佐渡島北方表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 500 

佐渡島北方海底地質図（1：20万, 説付き） ￥4, 100 

豊後水道南方海底地質図（1：20万, 説付き）￥4, 800 

豊後水道南方表層堆積図（1：20万, 説付き）￥3, 700 

駿河湾海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 400 

ゲンタツ瀬海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 900 

塩屋崎沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 000

響灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 700

ゲンタツ瀬表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 600

日向灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 400

塩屋埼沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 400

響灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 400

能登半島西方表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 400

海外地球科学図　（英文）

東・東南アジア熱流量図（1：500万） ￥2, 200

中国モウス沙莫よび周辺地域の水文環境図（1：50万, 説付き）￥6, 700

*このほかの地質図, 産総研地質調査総合センター出版物の詳細は以下のホームページhttp://www.aist.go.jp/GSJ/Map/でご覧になれます．

取扱い地質図一覧（委託販売） 04/4月現在
会員には代金後払いで注文をお受けします．電話かFaxにて（なるべくFaxで），地質学会事務局へお申込み下さい．

Tel. 03-5823-1150，Fax. 03-5823-1156
韓国南部・日本西部及び周辺海域の地球科学図集　￥1, 300, 

東アジア地質災害図　￥3, 500

重力図　（ブーゲー異常）1：20万

青森地域　￥2, 100, 秋田地域　￥1, 400, 

山形地域　￥1, 400, 北上地域　￥2, 300, 

渡島地域　￥1, 700, 苫小牧地域　￥1, 500, 

札幌地域　￥1, 700, 帯広地域　￥1, 500, 

旭川地域　￥1, 500, 北見地域　￥1, 500, 

根室地域（2枚組）￥2, 400, 天北地域　￥1, 800, 

名寄地域　￥1, 800, 大分地域　￥1, 700

福岡地域　￥2, 300, 

空中磁気図

尖閣諸島海域　￥2, 000

伊豆大島地域（1：5万）伊東周辺地域（1：2.5万）￥1, 000

雲仙地域（1：5万） ￥1, 000

西表島周辺地域（1：10万） ￥1, 000

由利原地域高分解能空中磁気異常図（1：5万） ￥2, 600

火山地質図

桜島火山（1：2.5万） ￥1, 200 ,  有珠火山（1：2.5万） ￥1, 100

草津白根火山（1：2.5万）￥1, 500 , 阿蘇火山（1：5万） ￥1, 100

北海道駒ヶ岳火山（1：5万） ￥1, 700 , 浅間火山（1：5万） ￥1, 700

青ヶ島火山および伊豆諸島南方海底火山（1：1万, 1：65万）￥2, 500

雲仙火山（1：2.5万） ￥1, 100 , 那須火山（1：3万） ￥2, 100

伊豆大島火山（1：2.5万） ￥1, 700, 霧島火山（1：5万） ￥1, 500

日本炭田図

天草炭田地質図　￥6, 800

日本油田・ガス田図

新潟県中部地域　￥3, 700

20万分の1地質図幅

相川及び長岡の一部　￥1, 700, 青森　￥2, 200, 

飯田（第2版）￥2, 300, 厳原　￥1, 300, 岩内　￥2, 300, 

宇都宮　￥2, 600, 浦河　￥2, 500, 宇和島　￥2, 000, 岡山及び丸亀　￥2, 500, 

鹿児島　￥2, 400, 金沢　￥2, 600, 唐津（第2版） ￥2, 100, 

岐阜　￥2, 600, 木本　￥1, 300, 久米島　￥1, 800, 高梁　￥2, 400, 高田　￥2, 600, 

徳島（第2版） ￥2, 000, 日光　￥2, 800, 富山　￥2, 300, 

長野　￥2, 900, 名寄　￥2, 200, 八丈島　￥1, 300, 八戸　￥2, 200, 

福岡　￥2, 400, 水戸　￥2, 600, 宮崎　￥2, 500, 村上　￥2, 600, 

夕張岳　￥2, 400, 和歌山　￥2, 500

５万分の１地質図幅　地質図1：5万, 地域地質研究報告

赤名　￥2, 700, 姉崎　￥3, 400, 秋田　￥1, 800, 

飯山　￥5, 500, 出雲崎　￥3, 200, 市野瀬　￥2, 400, 犬飼　￥3, 400, 

伊平屋島及び伊是名島　￥1, 800, 今市　￥2, 900, 

上野　￥4, 000, 浦郷　￥3, 200, 

恵比島　￥2, 800, 大分　￥3, 800, 大阪西南部　￥2400, 

大阪西北部　￥2, 400, 大阪東南部　￥3, 400, 大阪東北部　￥3, 800, 

大須　￥2, 400, 小値賀島及び肥前平島　￥2, 400, 大宮　￥2, 900, 

尾鈴山　￥3500, 折尾　￥3, 000, 海田市　￥2, 700, 柿崎￥3, 300, 

柏崎　￥4200, 金山　￥3, 100, 川前及び井出　￥6, 000, 上高地　￥3, 500, 

刈和野　￥2, 400, 岸和田　￥3, 700, 木曽福島　￥4, 000, 北小松　￥3, 900,

岐阜　￥3, 700, 京都東北部　￥3, 700, 珠州岬，能登飯田及び宝立山　￥4, 400, 

熊川　￥3, 600, 熊田　￥3, 300, 

倉橋島及び柱島　￥2, 900, 黒石　￥3, 400, 桑名　￥3, 200, 

下呂　￥2, 700, 神浦　￥2, 800, 神戸　￥3, 100, 小倉　￥3, 700, 

佐伯　￥3, 000, 佐賀関　￥2, 600, 桜井　￥4, 000, 篠山　￥2, 900, 

三条　￥4, 100, 椎葉村　￥4, 300, 志津川　￥4, 100, 清水　￥2, 700, 

白馬岳　￥3, 600, 末吉　￥3, 100, 須磨（2版）￥2, 400, 

洲本　￥2, 600, 千廐　￥2, 900, 相馬中村　￥5100, 園部　￥2, 900, 高遠　￥4, 200, 

田島　￥3, 500, 龍野　￥3400, 立山　￥4, 700, 

玉庭　￥4, 300, 竹生島　￥2800, 津西部　￥4, 100, 敦賀　￥3, 600, 

十勝池田　￥3, 400, 豊岡　￥2, 400, 苗場山　￥2, 700, 

長岡　￥4, 000, 中野　￥2, 500, 那古　￥1, 800, 名張　￥3, 200, 

浪江及び磐城富岡　￥3, 300, 奈良　￥3, 700, 西津　￥4, 100, 二本松　￥2, 900, 

乗鞍岳　￥3, 200, 八海山　￥2, 700, 広島　￥1, 500, 

広根　￥3, 500, 福江　￥2, 600, 福知山　￥3, 200, 

北条　￥4, 000, 松江　￥3, 300, 

松之山温泉　￥3, 700, 三重町　￥3, 200, 御岳昇仙峡　￥2, 800, 三津　￥2, 500, 

美濃　￥2, 400, 宮原　￥4, 500, 槍ヶ岳　￥2, 900, 温泉津及び江津　￥4, 200, 

湯湾　￥3, 200, 横山　￥3, 700, 四ッ谷　￥2, 500, 四日市　￥2, 700, 

寄居　￥3, 000, 和歌山及び尾崎　￥2, 300



坂本　亨博士の逝去を悼む

元地質調査所技官・名古屋大学教

授・四日市大学教授坂本　亨博士は

2004年５月16日15時２分，膵臓癌が

肝臓に転移し岐阜県立病院で73歳で

亡くなった．03年12月にベトナムへ

いき，健康そのものであったが，04

年の２月頃から食欲がなくなり急に体重が15kgも減り，連休前に

見舞ったときは未だ病床のベッドに起きて話ができる状態であっ

た．５月16日雨中見舞いに行った時，替った病室を探している間に

肝臓癌で多量吐血して亡くなっていた．

私があなたを意識したのは富山高等学校の３年の時，二人で近藤

堅二先生の地質の講義を１年間受けた時からで，同先生はクラスの

７-８割を不合格にしたが我我二人には大変丁寧に講義をしてくだ

さった．その後京大に進み（’50）槙山次郎先生の教えを受けた．

53年に地質調査所に勤め，初めての仕事は槙山先生と共著の「見

付・掛塚」の凝灰岩を追跡した図幅（’57）でした．その後富山・

八尾･五百石等の１：５万図幅を野沢保さんらとつくり，「富山積成

盆地の南半部の新生界とその構造運動史，’66」の論文で学位を取得

された．大山桂先生と水野篤行さんとで日本の古第三紀の軟体動物

図鑑を公刊され，調査所では新生界の専門家として貴重な存在でし

た．北陸・山陰・常総・東海地域の１：５万図幅内の新第三系・第

四系の地質図を20葉余り纏められた．また１：20万の多くの編図を

公にされた．その間地質学会の評議員，地質学雑誌の編集長を勤め，

また地団研の東京支部会員として地球科学の編集長を勤めた．さら

に労働者の権利を守るために職員組合運動に情熱を燃やされた．併

設の博物館館長を最後に名古屋大学（’88～’94）に替わられ，97年

～01年の間四日市大学の教授を務め図書館長を最後に退職された．

富山の図幅制作の過程が分かる資料が新湊市立博物館に国の重要

文化財である石黒信由の地図と一緒に保存され，また一部はこの４

月に開館した八尾の化石資料館「海韻館」に保存されている．

あなたの関心は地球を歩いて４周することと，読書，中でも地形

図を読むこと，旅行記・探検紀を読むことでした．ある時読書のた

めにできた肘の胼胝を見ました．修行僧のように地球４周に向けも

くもくと歩いていました．

88年頃から中国に行けるようになり，６回一緒に行きました．共

通の目標は世界の屋根崑崙山脈を越えることでした．１回目は91年

にウルムチから天山南路をカシュガルに行き，そこからクンジュラ

ブ峠をパキスタンに越え，幾つかの氷河を越え，千尋の谷の対岸に

玄奘三蔵法師の通った桟道を見るものでした，日本で見られぬ原地

形のすごさを堪能しました．２回目は96年にチベットを南北に訪ね，

崑崙山脈を越えることができました．ラサのポタラ宮は僧もおらず

閑散とした博物館のようで，麓のジョカン寺とその周辺は浅草のよ

うに賑わっていました．この旅行で中国に対する見方が変わったよ

うです．

あなたがいたので中国の北端五大連池，南端海南島，西端カシュ

ー，東端長白山へ行くことができました．心配性の家内を安心させ

るには「坂本と一緒」の一言で足りました．

大連の賓館で中国人と食事をする機会があり，部屋に長詩の一部

を書いた額があり，あなたはその詩の初めから終わりまで淀むこと

なく朗誦して，中国人を驚かせました．

高等学校の寮に居た者でこの数年集りをしています．あなたの口

癖は「俺が一番若いから皆の骨を拾う」ということでした．幼年学

校・中学四修・富山高校・京大と最短距離で一番若かったのです．

歩いて地球を４周するのだと元気そのものであったあなたの骨を喜

寿になる私が拾うとは予想外のことでした．

遅かれ早かれ数年あとに彼岸であなたに会うことになります，あ

なたの好奇心と健脚で彼岸の情報を集めて地図を作っておいてくだ

さい．彼岸で会うのを楽しみにしています，

ご遺族は奥さんの紀子夫人と３人の娘さんがおられる．

住所は：〒509-0131 各務原市つつじヶ丘6－23です．

（富山大学名誉教授　藤井昭二）
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追　悼

訂正

先月ニュース誌６月号訃報欄で，故関根良弘会員（2004年

５月24日逝去）の会員種別の記載に誤りがありました．ここ

に訂正しお詫び申し上げます．

誤）正会員

正）名誉会員
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■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

日本地質学会では，学会員相互の交流と親睦を図る目的で２年ごとに会員名簿を作成しています．2004年はその発行年にあたり，本
年11月末日発行の予定で準備を行います．
名簿の発行様式は前回と同様で，全会員を収録します．なお，法務委員会の答申に基づき，個人の掲載内容については，個人情報保

護法による手続きとして，全会員の承諾を必要とすることになりました．本会としては，個人情報の制約はあるとしても，会員の皆様
が上記の目的に沿って利用できるような，従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので，なにとぞご理解とご協力をお願いいた
します．
なお，会員名簿は名簿作成時の会員以外は配布対象とはせず，また，会員も含めて以後の販売は一切行いません．

名簿作成までの手続きを次のように行います．
１．「名簿掲載アンケート：会員名簿訂正・変更カード」を，全会員に提出していただきます．
掲載承諾のため訂正，変更の有無に関わらず，会員氏名を記入して必ず返送して下さい．カードの書き方の詳細は後段を参照して下

さい．
２．提出締切日：2004年９月末日とします．
３．アンケートの返送がない場合
アンケートの返送のない会員は，「推定承諾」と見なし，同会員の2002年会員名簿に掲載されている項目に準じて掲載いたします．ま

た，2002年名簿作成後に入会された会員の場合も同様に「推定承諾」と見なし，入会申込書に書かれている「氏名」と「所属」を掲載
いたしますのでご了承下さい．

2004年６月
運営財政部会　会員担当　上砂正一

「名簿掲載アンケート：会員名簿訂正・変更カード」記載について

本カードは，全会員に提出していただきます．カードには，会員として登録されている（登録できる）基本項目を，すべて挙げてあ
ります．各項目に修正や変更がありましたら，名簿掲載項目に関わらず，記入してお出しください．なお，会員名簿にはこれらの項目
のうち，下記の名簿掲載項目（必須,選択）を載せます．選択項目については，個人の希望によりますので，必ず項目ごとに掲載の諾否
をお示しください．
１．名簿に掲載できる項目：※氏名（ふりがなつき），出身校，卒年，※所属先，所属部課名，所属先電話，FAX番号，連絡先住所＝自
宅住所または所属先住所，自宅の場合は自宅の電話，FAX番号，メールアドレス（所属先または個人のどちらか一方）
２．名簿に必ず掲載する項目：上記の※印つき項目，氏名，所属（ない場合は掲載しない）
３．名簿掲載を選択できる項目：上記の※印のない項目すべて
４．選択項目の掲載承諾の場合：選択項目の□欄に○を入れてください．○印がない項目は掲載しません．
５．名簿に掲載されない項目：会員番号，氏名ローマ字表記，生年月日，専門
６．掲載様式例

氏　　名 出身校 卒業年 勤務先 〒 連絡先住所<e-mail>
チシツ マナブ
地質　学 地質大環境 71 地質調査㈱地質部T03-5823-1156 101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15

F 03-5823-1156 <main@geososiety.jp>

日本地質学会会員名簿作成アンケートの実施について

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

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㎝・縦21㎝，重さ25ｇ/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（15㎝×21㎝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―』
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FAX 送信状

日本地質学会事務局　御中

Fax. 03-5823-1156

この書式をコピーし，必要事項を記入して，郵送またはFaxで学会事務局まで返送してください．同様の書式であれ

ばEメールでも結構です．なお，ホームページ（会員専用ページ）から「名簿掲載アンケート：会員名簿訂正・変更カ

ード」をダウンロードできますのでご利用ください．

会員番号�

※　氏　　名�

□　出　身　校�

□所属先部課名�

□所属先住所�

□自　宅　住　所�

□E-mail Address

※　所　  属 �

ローマ字表記�  生年月日�

専門�

19　　年　　　月　　　日�

学校　　　　□　　　　　年卒・在学�

大学　　　　　　　　　　学部　　　　□　　　　　年卒・在学�
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第１条（目的）
この規則は，行事委員会規約に基づき，異議申立の手続及びその

処理について必要な事項を定めるものである．

第２条（異議申立処理機構の設置）
年会講演要旨に対して日本地質学会行事委員会（以下「行事委員

会」という．）から修正要求を受け，あるいは，受理を拒否された
者（以下「申立人」という．）が，当該修正要求ないし受理拒否に
不服があるとして申し立てた異議に対する処理を行うため，異議申
立処理機構を日本地質学会に設置（以下「処理機構」という．）す
る．

第３条（紛争処理の基本）
処理機構は，設置の趣旨に則り，学会の目的及び倫理規定に従い，
迅速に公正中立な処理を行うものとする．

第４条（構成）
１　処理機構は，法務委員会及び評議員会（行事委員会構成員は除
く）全員から構成し，法務委員長を責任者とし，評議員会議長を副
責任者とする．
２　処理機構は，異議申立があったときは，以下の基準にしたがっ
て速やかに３名からなる担当委員を選任する．
（1）法務委員会から１名．
（2）評議員会から２名．
（3）（1）及び（2）は申立人の関係者もしくは審議に公正を欠く
と疑わしめる者は除く．
３　担当委員の長は法務委員会の構成員がその職に就く．
４　第２項による合議体の指名及び前項の合議体の長は，法務委員
長が評議員会議長の同意を得て指名する．
５　担当委員に欠員が生じたときは，直ちに，第２項の基準にした
がって法務委員長が評議員会議長の同意を得て指名するものが職務
を代行する．
６　法務委員長は，４項及び５項の指名をしたときは，その旨を理
事会に通知する．

第５条（担当委員の任期）
異議申し立て処理にあたる担当委員の任期は平成16年６月27日より
年会が終了する日までとする．

第６条（異議申立ができる者）
異議申立は，日本地質学会に対し，2004年千葉大会講演要旨を提

出した個人または団体が，行事委員会から提出した講演要旨に対す
る修正意見または受理拒否を受けた場合に，当該修正意見または受
理拒否に対して不服が存するときにすることができる．

第７条（異議申立）
１　異議申立を申請しようとする者は，次の事項を記載等した申立
書を処理機構に提出して申立手続きを行わなければならない．
（1）当事者の氏名または名称および住所
（2）行事委員会によりなされた処分内容（行事委員会からの通知
書を添付することで代えることができる．）
（3）異議の理由（処分内容に対する申立人の見解）
（4）申立の年月日
２　前項の申請書には，根拠となる書類その他参考資料を添付する
ことができる．
３　第１項の申請は郵送（Fax，電子メールでも可）により行うこ
とができる．
４　異議申立は代理人による申立を妨げない．但し，代理人による
申立を行う場合には，委任の趣旨を明記した委任状を申立書と共に
提出しなければならず，代理人として選任され得る者は，日本地質

学会会員，または処理機構が代理人となることを許可した第三者の
いずれかとする．
５　処理機構は，第１項の申立の様式を満たさない場合は，異議申
立を受理しないことができる．

第８条（異議申立期間）
前条の異議申立は，年会講演要旨に対して行事委員会から修正要

求，あるいは，受理拒否の通知を受けた時から５日以内に申し立て
なければならない．

第９条（審査）
１　担当委員は，処理機構から付議を受けてから，速やかに審理を
行う．
２　担当委員は，合議により，行事委員会の修正意見または受理拒
否が，学会の目的あるいは倫理規定に照らして，不当であるか否か，
あるいは行事委員会がその裁量を著しく逸脱したものであるか否か
を審理する．
３　担当委員は，第7条により提出された異議申立にかかる資料に
基づき審理を行い，かつそれで足りるものとし，独自に資料収集な
いし証拠の収集を行わない．ただし，必要があると認められるとき
は，申立人，行事委員会または第三者に対して説明を求め，あるい
は資料の提出を求めることができる．

第10条（裁定）
１　担当委員は，指名を受けてから５日以内に，合議により，異議
申立に対する裁定を行う．
２　裁定には，行事委員会の修正意見または受理拒否が正当である
か，または不当であるかを示さなければならない．行事委員会の修
正意見または受理拒否の一部分について正当または不当を裁定する
ことを妨げない．
３　担当委員は，合議により，前項の裁決とともに，あるいは前項
の裁決に代えて，申立人により提出された講演要旨に対する修正意
見を裁定として述べることができる．
４　担当委員は，第２項または前項の裁決を記した裁定書を作成し，
申立人，行事委員会に通知する．
５　裁定書には，担当委員全員が記名押印する．だたし，合議体の
他の委員による代印を妨げない．

第11条（担当委員の責務）
担当委員は，異議申し立ての処理にあたっては，秘密を保ち，常

に公正不偏の立場を保持するとともに，関係当事者の正当な権利を
損なわないように留意するものとする．

第12条（裁定に対する不服申立）
申立人及び行事委員会は，処理機構に対し，第10条の裁定に対す

る異議申立をすることができない．

第13条（結果等の報告）
処理機構は，異議申立に対する処理結果を，速やかに理事会に報

告するものとする．

第14条（守秘義務）
処理機構の構成員（委員会委員等を含む）または構成員であった

者は，異議申立処理業務に関して，その職務上知ることができた秘
密を正当な事由なく他に漏らしてはならない．

附則（2004年６月27日）
第１条（実施期日）
この規則の実施時期は，2004年６月27日から当該年会終了日までと
する．
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ニュース誌６月号で先にお知らせ致しました，2004年千葉大会講演申し込み異議申し立てに関する処理機構規則について，６月
26日の理事会・評議員会にて正式に承認されましたので，あらためて会員の皆様にお知らせいたします．

（日本地質学会　法務委員会）
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