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日本地質学会第111年年会プログラム

期　日　2004年9月18日（土）～9月20日（月・祝）
会　場　千葉大学（西千葉キャンパス）・千葉県立中央博物館

会場への交通機関のご案内

◎千葉大学西千葉キャンパス（ホームページ　http://www.chiba-u.ac.jp）
・JR総武線西千葉駅で下車し，駅北口から南門まで徒歩約２分．

（西千葉駅には，特急，快速電車は停車しません．）

・京成千葉線みどり台駅で下車し，正門まで徒歩約７分．

◎千葉県立中央博物館（ホームページ　http//www.chiba-muse.or.jp/NATURAL/）
・JR千葉駅東口の７番のりばから京成バス「大学病院」，「南矢作」，「川戸」行きのいずれかに乗り，「中央博物館」で下車（所要時

間約15分），徒歩約７分（本数多）．

・JR千葉駅東口の２番のりばから千葉中央バス「中央博物館」行きに乗り，終点の「博物館・文化ホール」下車（所要時間約20分），

徒歩１分（本数少）．

・JR蘇我駅東口の２番のりばから「大学病院（京成千葉寺経由）」行きに乗り，「中央博物館」下車（所要時間約15分），徒歩約５分

（本数少）．

・京成千葉寺駅から徒歩約20分（上の蘇我駅発のバスに乗ることも可）．

・自動車では京葉道路の松ケ丘インターチェンジから市街方面へ向かい約５分．「青葉の森公園　北口駐車場」をめざしてください．

なお，博物館には駐車場はありません．公園駐車場をご利用ください（普通車：４時間まで300円，４時間以上600円）．
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会場案内図

受付 学生談話室（D号館１階）

（小～中学校・高校生控え室）

B B号館

C-11 C号館

C-12 C号館

F-10 F号館１階

F-20 F号館２階

F-31 F号館３階

F-51 F号館５階

G-10 G号館１階

G-20 G号館２階

H-11 H号館１階

ポスター会場 体育館

休憩室 F-21，F-41，F-42

（F号館２・４階）

地質学会本部 F-11（F号館１階）

千葉大会事務局 F-12（F号館１階）

講演準備室 F-22（F号館２階）

保育室 H-２　セ１（H号館２階）

展示販売 体育館

公衆電話 マーク

地質情報展 中央博物館

市民講演会 中央博物館講堂（１階）
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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

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

本第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．

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．

特　別　講　演

9月18日（土）15：40～16：10 会場：千葉大学総合校舎B号館

講演者：日本地質学会会長　平　朝彦（海洋研究開発機構）
題　目：統合国際深海掘削計画と我が国の地質学
講演内容：2003年10月からスタートした統合国際深海掘削計画（IODP）においては，深海掘削史上初めて複数の掘削プラッ

トフォームが活動する．その中で，我が国が建造を進めている「ちきゅう」は未踏のマントルへの掘削を目指して

おり，同時に研究，計画運営，普及広報などの幅広い分野でのリーダーシップが 求められている．これは，我が

国の地質学が飛躍的な発展を遂げる絶好の機会であり，総力をあげて取り組むべきプロジェクトである．

懇　親　会

9月18日（土）18：30～20：00 会場　千葉大学生協第1食堂

原則的に予約参加です．予約は８月31日締め切りです．会場に余裕がある場合には，当日参加を歓迎します．会場受付で

確認し，当日参加の申し込みをしてください．会費は予約外となりますので，正会員・非会員（一般）6,000円，名誉会員・

院生割引会費適用正会員・学生会員（会員の家族および非会員院生・学生含）は3,500円です．
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企業等団体展示
ポスター会場の体育館において次の団体・研究機関が展示

を行います．（８月６日現在）

＜ブース展示＞

きぃすとん『生で味わおうロッククライミング調査』

JAMSTEC/CDEX・J-DESC/IODP部会の共同出展

石油資源開発株式会社（賛助会員）

核燃料サイクル開発機構東濃地科学センター（賛助会員）

（財）電力中央研究所

＜パネル展示＞

アジア航測株式会社（賛助会員）

有限会社　オーレック（賛助会員）

関東天然瓦斯開発株式会社（賛助会員）

川崎地質株式会社（賛助会員）

帝国石油株式会社（賛助会員）

（独）産業技術総合研究所地質調査総合センター

文化財調査コンサルタント（株）

クローバテック（株）

千葉県立中央博物館

石油技術協会

日本火山学会

日本情報地質学会

＊追加募集等がある場合もありますので，随時大会ホームペ

ージをご覧ください．

ビアパーティ

9月19日（日）17：00～20：00 会場　千葉大学生協第2食堂

自由参加，事前の申し込みは必要ありません．ビール，焼き鳥，簡単なつまみ類を販売いたします．

当日の受付について
事前参加登録は８月31日に締め切ります．事前登録者には，

入金確認後，『参加登録票（兼入金確認証）』を９月12日過ぎ

に届くようお送りします．当日はこの『参加登録票』によっ

て受付を行いますので，必ずご持参下さい．

＊『参加登録票』をご持参の方
（事前参加登録済み）
『参加登録票』に記載されている項目順に受付し，終了し

た時点で『参加登録票（兼入金確認証）』を回収させていただ

きます．

１．参加登録（全員）→ネームカード及び演旨の配布

２．講演要旨（予約購入者のみ）→演旨の配布

３．懇親会（参加者のみ）→名簿確認と参加証の配布

４．見学旅行（参加者のみ）→名簿確認と参加最終確認

＊　事前登録をしていない方
１．当日参加者として参加登録をおこないます．備え付け

の『参加登録票』に必要事項を記入し受付へ．

２．当日参加登録費（講演要旨集付きです．要旨集が不要

の場合でも割引はありません）

正会員：5,500円

院生割引会費適用正会員・名誉会員・学生会員・非会

員学生：4,000円

非会員（一般・院生）：7,500円

３．講演要旨のみ別売　当日価格

会　員：3,500円

非会員：4,500円

４．懇親会当日参加費（ただし，人数に余裕がある場合に

限る）

正会員・非会員（一般）：6,000円

名誉会員・院生および学生会員（家族および非会員院

生・学生含）：3,500円

ポスター会場に“緊急展示コーナー”開設

講演申込締切後，集中豪雨による災害が発生し，多くの地
質学会会員が現場で調査・対策の先頭に立っています．学会
のアクティビティを広く社会に紹介するとともに，ホットな
テーマについて学会内外で議論する場を提供するために，災
害報告や，社会的に影響のある新事実紹介などの“緊急展示
コーナー”を設けます．展示を希望する方は，以下の内容を
様式自由で結構ですから千葉大会準備委員会にご連絡下さい．
１）テーマと内容概説　２）緊急展示の必要性　３）発表者
ならびに代表者，４）代表者連絡方法，５）希望枚数（１
枚：90×210cm） ６）展示に関わる要望

準備委員会は行事委員会と協議し，可否の判断を致します．
希望にできるだけ応えるようにしたいと思いますが，展示方
法等については準備委員会の指示に従ってください．

問い合わせ先：千葉大会準備委員会　
FAX：043-290-2750
Mail : gsj2004@earth.s.chiba-u.ac.jp

見 学 旅 行
参加申し込みは８月13日に締め切られました．

大会ホームページに参加者への連絡など，随時掲載してい

ます．追加募集等がある場合もありますので，随時ホームペ

ージをご覧下さい．

http://www.geosociety.jp
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夜　間　小　集　会

都合により急遽会場が変更になる場合もございますので，会

期中の掲示にご注意下さい．

17日（金）18：00－20：00

H11会場　IYPE協賛「日本におけるgeopark」（世話人：天野一

男・高橋正樹・湯浅真人・大矢　曉・岩松　暉）日本の国立公

園はすべて地質学的に興味深い場所に立地している．Geopark

として利活用する方策を考えたい．

19日（日）18：00－20：00

B会場　考古学への地質学の貢献（4）（世話人：渡辺正巳・井上

智博・那須孝悌・別所秀高・趙　哲済・松田順一郎・小倉徹

也）千葉と言えば「貝塚」ということで，貝塚研究で実績のあ

る西野，蜂屋，黒住，樋泉の各氏をお招きし，講演とディスカ

ッションを行います．

C11会場　地球掘削科学の現状と今後の展望（世話人：徳山英

一・浦辺徹郎・日本地球掘削科学コンソーシアム）IODPや

ICDPに代表される地球掘削科学の国内外の情勢および今後の

推進体制の紹介と情報交換を行う．

C12会場　地質学史懇話会（世話人：会田信行・大原　隆）［講

演２題］樋口　雄：房総半島における有孔虫研究の足跡につい

て，大原　隆：千葉県地学教育学会について

F10会場　地質学会若手の集い（世話人：片山郁夫・黒田潤一

郎・木村希生）地質学を学ぶ若手の横のつながりを広げること

を目的とし，若手間の情報交換を行い問題点を共有する．

F20会場　環境地質部会・環境地質研究委員会（世話人：田村嘉

之，風岡　修）２題の講演発表，部会及び研究委員会からの事

務連絡などを行う．

F31会場　有孔虫の分類基準に関する研究会（世話人：長谷川四

郎・秋元和實）新生代有孔虫の標本データベース構築に向けて，

分類学的問題を整理し，今後の研究方針を相談する．

F51会場　「ジュラ系」研究連絡会（世話人：松岡　篤・八尾

昭・近藤康生・小松俊文）日本国内およびアジア・太平洋地区

のジュラ系研究の活性化を目指して，研究動向について意見を

交換する．

G10会場　東南アジアの後期新生代哺乳類生層序・地質年代・古

環境（世話人：仲谷英夫）タイにおける後期新生代哺乳類生層

序・地質年代・古環境調査のまとめと今 後の調査計画，調査

申請について．

G20会場　南極地質研究委員会（世話人：本吉洋一）［議題］第

46次隊の計画，第28回SCAR総会（ドイツ，ブレーメン）報告，

第32回IGC（イタリア，フローレンス）報告，第４回国際極年

（IPY）に向けての取り組み，将来計画について，その他

H11会場　博物館と学校教育の地学教育の普及（世話人：柴正

博・阿部国広）今日的地球規模におけるさまざまな課題に対処

するためにも地球科学（地学）の普及が求められている．双方

からの実践を持ち合い，議論したい．

20日（月）17：30－19：00

C11会場　地震発生帯の深海掘削計画（世話人：氏家恒太郎・森

田澄人）沈み込み帯地震発生帯掘削に関する最新の動向・研究

成果を持ち寄り，掘削成功に向けて意見交換を行う．

F10会場　堆積地質部会幹事会（世話人：七山　太）次年度の堆

積地質部会の運営方針を，幹事間で集中的に議論する．併せて，

内外の堆積学関連の行事開催についての情報交換を行う．幹事

以外のオブザーバー参加を歓迎する．

F20会場　地質環境の長期安定性委員会（世話人：高橋正樹・吉

田英一・増田俊明）地層処分における「地質環境の長期安定性」

に関する地球科学 的課題の検討を行う．

専門部会等ランチョン

19日（日）12：00－13：00

B会場　第四紀地質部会（世話人：熊井久雄）地質学論集出版に

向けた沖積層研究と，「地質災害委員会」への対応について，

の報告を行います．その他，役員交代の議事と第四紀地質に関

する情報交換などを予定しています．

C11会場　構造地質部会（世話人：竹下　徹）粒子法に関する講

演，部会の運営と構造研との関係，および構造研若手アンケー

トの結果について議論を行う．

C12会場　Island Arc編集委員会（世話人：渡部芳夫）時間13：

00－14：00 The Island Arc編集委員会（委員長，Associate

Editors, Editorial Advisory Board, 事務局）のオフライン会議

F10会場　東アジアの地球科学機関の人的ネットワーク "CCOP"

（世話人：佃 栄吉）2004年11月15日からの４日間，東アジア

11カ国の地質調査所や国立地質研究機関の代表が集まる「第41

回CCOP年次総会」が茨城県つくば市内にて開催されるにあた

り，学会会員の方々にCCOP活動の概要説明と今年のCCOP年

次総会（特に展示会）への参加呼びかけを行なう．

F20会場　女性地球科学者交流会（世話人：大友幸子・中井睦

美・田崎和江・女性地球科学者の未来を考える委員会）女性に

限らず，科学者が抱える問題をざっくばらんに出し合い，意見

交 換や情報交換を行います．学生・院生・技術者・研究者の

みなさん，気軽にご参加下さい．男性の参加も歓迎いたします．

F31会場　古生物部会（世話人：斎木健一）古生物部会の活動状

況について報告し，今後の活動について議論します．また，意

見や情報の自由な交換の場も提供したいと思いますので，ご意

見・議題等がございましたら千葉中央博・斎木健一<saiki@

chiba-muse.or.jp>まで，メールでご連絡下さい．

G10会場　海洋地質部会（世話人：氏家　宏・西村　昭・湯浅真

人）海洋地質分野の動向や調査・研究プロジェクトの紹介など

を中心に情報と意見交換を行います．海洋分野に関心ある方の

参加をお願いいたします．情報の提供や意見などございました

ら，西村昭<akira-nishimura@aist.go.jp>までご連絡ください．

G20会場　岩石部会（世話人：廣井美邦）今後の活動内容他．

20日（月）12：00－13：00

C11会場　第1回AOGSへの参加報告と今後について（世話人：

吉田武義ほか） ７月５日～９日にシンガポールで開催された

第１回AOGS（アジア－オセアニア地球科学会）について報告

し，その意義と今後の対応を議論したい．今後のアジア－オセ

アニア地域での地球科学の発展を目指し，多くの方々の参加を

お待ちしています．

C12会場　地域地質部会・層序部会合同 昨年同様，地域地質部

会と層序部会では合同でランチョンを行います．ランチョンで

は，議事の前に両部会に関係した講演を行います．部会員のみ

ならず，数多くの皆様の参加をお待ちしております．

F10会場　堆積地質部会（世話人：高野　修）堆積地質部会体

制・今後の活動予定の話し合い．関連学会連絡事項（ISC2006

に関する事項，日本堆積学会等）．

F51会場　火山部会（世話人：高田　亮）火山部会の活動報告と

今後の方針
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発　表　者　へ

一般発表の発表者は招待講演を除いて本学会の会員に限ります

（共同発表の場合は筆頭者に適用）．また，止むを得ぬ事情により，

予め連記された共同発表者内で筆頭者の変更を希望する場合は，

必ず事前に行事委員会（会期前は学会本部へ，会期中は年会本部

事務局へ）に連絡して下さい．この場合も，シンポジウム以外の

場合は「会員に限り１人１題」の発表制限は守るものといたしま

す．代理人による代読，発表会場内での突然の発表者変更，発表

順序の変更は一切認めませんのでご注意下さい．とくに口頭発表

者の方には発表時間の厳守をお願いいたします．発表に際しては

座長の指示に従い，会場の運営がスムーズに行われますようご協

力下さい．

口頭発表
・１題15分（討論時間を含む）

・各会場には液晶プロジェクターとOHPが準備されています．

・液晶プロジェクター接続用のパソコンと発表用ソフトは原則

として各世話人が用意しますので，発表者は世話人の指示に

従って、事前に世話人にファイルを 提出して下さい．世話

人の用意できないパソコンとソフトを使用されている場合

は，世話人とご相談下さい．また，緊急用にOHPも必ずご

用意下さい．

・スライドプロジェクターは発表申込時に使用を申し出た講演

に対し，そのつど準備します．スライドを使用される場合は，

スライドの左下に赤丸印と映写順の番号を記入のうえ，講演

開始60分前まで（９時15分までに講演する方は前日，または

当日の遅くとも30分前まで）に会場担当者に提出してくださ

い．終了後は，会場で返却します．

ポスターセッション
・掲示する際の画鋲，テープ等の用意はありません．必要なも

のは各自でご用意くださるよう，ご協力をお願いします．

・展示時間は，18日（土）が９：00－15：30，19日（日）と20

日（月）が９：00－17：00です．展示準備は早めにお願いし

ます．撤収は，18日は18：30までに，19日と20日は17：30ま

でにお願いします．

・コアタイムは，18日（土）が12：00－13：00，19日（日）と

20日（月）が13：00－14：00です．この時間は必ずポスター

の前に立ち会い，その他の時間は各自の都合によって随時行

って下さい．

・ボード面積は90cm×210cm（ヨコ×タテ）です．

・発表番号・発表題名・発表者名をポスタータイトルとして，

必ず明記して下さい．

・コンピューターやビデオを使用される場合，機器の準備は各

自で行ってください．電源は確保できませんので，予備バッ

テリーをご準備下さい．

・ポスター発表に対し，別記の要領にて優秀講演賞が授与され

ます．奮ってご準備下さい．

優秀講演賞について

今年度千葉大会においても，学会講演での優秀ポスターに

対して優秀講演賞を授与いたします．この賞は学会で発表さ

れる全ポスター発表の中から，選考委員会の審査に基づき，

地質学会長から大会開催中に授与されるものです．

○本賞は，毎日３～５件の発表講演に対して授与される．

・学会長から受賞者に直接賞状が授与（表彰と写真撮影）

される．

・受賞ポスターは，その栄誉をたたえ，大会期間中，別途

設けられたボードに掲示される．

・News誌11月号（年会報告記事）において氏名，課題名，

受賞事由等が公表される．

○審査は選考委員会によって行われ，学会長がこれを承認す

る．

・選考委員会は，大会期間中毎日召集され，行事委員会委

員５名，大会事務局代表１名および各賞選考委員会委員

２名の合計８名から構成される．なお，選考委員氏名リ

ストは学会終了後のNews誌11月号にて公表．

○審査基準の項目

（発表様式）

・美しいポスターか

・レイアウトはわかりやすいか

・斬新であるかどうか

（内容）

・発表内容の妥当性はあるか

・発表内容にオリジナリティがあるか

○受賞発表の予定と方法

・発表は，16：00以降に行う．表彰は決定後直ちに，ポス

ター会場で行う．（なお，18日の受賞のみ総会終了後，

総会会場にて行う）

・ポスター会場：受賞ポスターに「花」をつける．

・口頭セッション会場：各日の最終講演後に審査結果を公

表する．
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日本地質学会学校教育委員会では，地学普及行事の一環として，

学校における地学研究を紹介し，地学教育の奨励と振興を図るこ

とを目的として，昨年の静岡大会から「地学研究」発表会をおこ

なっています．この会を通じて生徒，研究者，市民の交流が進み，

地質学，地球科学への理解が深まり，普及の一助となることを願

っています．

学会という機会に児童・生徒同士のみならず，研究者との交流

も進むことを願っております．ポスター会場内に発表用のコーナ

ーを用意しますので，研究者の方々もぜひご参加ください．

日時　2004年９月19日（日）９：00～17：00（コアタイム　13：

00～14：00）

場所　学会ポスター会場（千葉大学体育館）

参加校（クラブ名）（申込順）

慶応義塾高等学校　　　10件

千葉県立柏高等学校　　10件

静岡県立中央高等学校　２件

千葉大学教育学部附属中学校

千葉県立木更津高等学校（地学部）

立命館高等学校

早稲田大学高等学院（理科部地学班）

千葉市立磯部第二中学校

千葉市立新宿小学校

日出学園高等学校

川崎市立有馬中学校

問い合わせ先（FAXかe-mailでお願いします）

日本地質学会学校教育委員会

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F

FAX：03-5823-1156 e-mail : main@geosociety.jp

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

日時　2004年９月12日（日）９：00～17：00

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）

コース概要

○集合　８：30JR千葉駅前

○市宿砂採取場（鎌滝建材第２作業所）：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）：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：下総層群貝化石密集層　観察・採集

※なお，コース変更に伴い（７号News誌参照），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．

新コースにおいても，上総層群基底から下総層群までの見学は

十分可能です．

問合わせ先　日本地質学会学校教育委員会　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：0436-75-0600 FAX：0436-74-7920（市原緑高校）

E-mail：onoken0007asshimo@yahoo.co.jp

日時：2004年９月19日（日）13：00～16：00

会場：千葉県立中央博物館講堂　先着150名　入場無料

主催：日本地質学会

１）津村建四朗（（財）日本気象協会参与）「大地震は繰り返す―

大地震の発生予測と地震・津波防災」

２）藤井敏嗣（地質学会会員・東京大学地震研究所教授・火山噴

火予知連絡会会長）「富士山の最後の噴火，将来の噴火―富士

山の噴火で首都圏が受ける影響」

３）伊勢崎修弘（地質学会会員・千葉大学教授）「房総半島の地

震と地磁気の変動」

４）中山俊雄（地質学会会員・東京都土木技術研究所主任研究員）

「災害に負けない街づくりに向けて―都市における防災対策の

現状と課題」

問い合わせ先：津久井雅志

TEL 043-290-2837 e-mail tsukui@faculty.chiba-u.jp

日程：９月18日（土）～20日（月）９：30～16：30（入館は16：

00まで）

会場：千葉県立中央博物館２階企画展示室ほか

中央博物館入館料（大人300円，高・大学生150円，小・中学生

以下は無料）が必要です（千葉大会会場経由の会員には特典あり）．

下記ホームページから案内をご覧いただけます．

http://www.gsj.jp/HomePageJP.html

地質情報展2004ちば－海から生まれた大地－

市民講演会「天災は忘れた頃にやって来るか？
―憂いのないよう備えよう」

第3回理科教員対象見学旅行

小さなEarth Scientistのつどい
～第2回小，中，高校生徒「地学研究」発表会

関　連　行　事
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世話人：加藤幸弘（yukihiro.katou@cas.go.jp），西村　昭

9月18日（土）9：00－11：15 C11会場
座長：1―11 西村　昭，加藤幸弘

S―1 ９：00 シンポジウム「大陸棚画定調査と地球科学の役

割」の開催にあたって ……西村　昭・加藤幸弘

S―2 ９：05 大陸棚画定調査の目的と我が国における推進体

制 …………………………………………加藤幸弘

S―3 ９：15 大陸棚限界画定のための精密海底地形調査

…………………森下泰成・吉田　剛・加藤幸弘

S―4 ９：25 （招待講演）大陸棚画定に資する地殻構造探査

計画 ………………………………………金田義行

S―5 ９：35 大陸棚画定調査に資する基盤岩採取 …塩川　智

S―6 ９：45 大陸棚調査が明らかにしたフィリピン海のテク

トニックな特徴 …………………………小原泰彦

S―7 10：00 （招待講演）地震探査から判明した伊豆・小笠

原・マリアナ弧の地殻構造 ……………高橋成実

S―8 10：15 （招待講演）拓洋第５海山周辺の地震波速度構

造モデル ………………………………金田謙太郎

S―9 10：30 反射法探査から判明した小笠原海台の沈み込み

構造 ………………………………………三浦　亮

S―10 10：45 （招待講演）日本周辺海域の海底金属資源分布

……………………………………………飯笹幸吉

S―11 11：00 フィリピン海地域の島弧－背弧系の成長発達史

の解明－大陸棚画定調査への期待－ …石塚　治

（討論）

世話人：高橋　修（takahasi@u-gakugei.ac.jp）・鈴木邦夫

9月18日（土）9：00－11：00 C12会場
座長：12―16 高橋　修，総合討論　鈴木邦夫

９：00 シンポジウム主旨説明 …………………高橋　修

S―12 ９：05 「地球を知る地学の体系」小学校の地学教育

……………………………………………阿部国広

S―13 ９：20 テキストを使って大地の変化の授業をおもしろ

く …………………………………………鈴木邦夫

S―14 ９：35 地学教育は何をめざすか ………………山本和彦

S―15 ９：50 教員養成学部における地学教育 ……松居誠一郎

S―16 10：05 地学教育における博物館の可能性と学校教育と

の連携 ……………………………………滝本秀夫

10：20 総合討論

世話人：倉本真一（s.kuramoto@jamstec.go.jp），佐藤比呂志，

佐竹健治

9月20日（月）9：00－12：00 C11会場
座長：17 倉本真一，18-22 佐藤比呂志，23-24 総合討論　倉

本真一

9：00 趣旨説明 ……倉本真一・佐藤比呂志・佐竹健治

S―17 9：10 大深度地震探査による関東地震発生域の地殻構

造 ……………佐藤比呂志・平田　直・岩崎貴哉

纐纈一起・伊藤谷生・笠原敬司・伊藤　潔

井川　猛・大西正純・川中　卓・阿部　進

斉藤秀雄

S―18 9：30 関東地震発生域の海洋地質構造

…………………倉本真一・鈴木宇耕・平　朝彦

S―19 9：50 二つのタイプの関東地震－元禄型と大正型・そ

の震源モデルと再来間隔－

…………………宍倉正展・遠田晋次・佐竹健治

S―20 10：10 （招待講演）1923年関東地震の震源過程

………………………………小林励司・纐纈一起

S―21 10：30 （招待講演）房総沖における地殻構造のイメー

ジングと小繰り返し地震活動

………………………………木村尚紀・笠原敬司

S―22 10：50 （招待講演）関東地震の本震・余震の強震動と

被害 ………………………………………武村雅之

S―23 11：10 （招待講演）相模トラフ沿いの地震活動の長期

評価 ………………………………………横山博文

S―24 11：30 巨大地震発生帯掘削提案から学んだこと

……………………………………………木村　学

11：50 まとめ ………倉本真一・佐藤比呂志・佐竹健治

世話人：田中秀実（tanaka@eps.s.u-tokyo.ac.jp），飯尾能久

9月19日（日）9：00－12：00 C12会場
座長：25―29 藤本光一郎，30―32 鷺宮　威

S―25 ９：00 「内陸震源領域での断層帯の滑りと流動」の紹

介 ……………………………田中秀実・飯尾能久

S―26 ９：20 地質学的に提唱した内陸地震発生モデル－畑川

破砕帯の例－

………………重松紀生・藤本光一郎・大谷具幸

S―27 ９：40 内陸震源域最下部域における歪局所化したマイ

ロナイト帯の産状：日高変成帯南部地域で得ら

れた地質学的情報 …………島田耕史・田中秀実

（4）内陸震源域での断層帯の滑りと流動
－地質学と地球物理学の統合研究－

（3）関東大地震のネオサイエンス

（2）地学の普及と地学教育
－地学教育は何をめざすか－

（1）大陸棚画定調査と地球科学の役割

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

千葉大会では，地質学と日本地質学会の新たな飛躍を目指すため，６件のシンポジウムを企画いたしました．

＊シンポジウム（S）の通し番号がついています．先に各講演者に通知した番号とは記号が異なっていますのでご注意ください．また発

表時間（質疑応答）は各シンポジウムによって異なります．
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豊島剛志・小原友弘・新里忠史

S―28 10：00 高温高圧実験による断層帯のすべり機構の解明

…………………増田幸治・高橋美紀・北村圭吾

新井祟史・重松紀生・藤本光一郎

S―29 10：20 （招待講演）陸域震源断層深部における非線形

流動と滑り過程の数値モデリング …芝崎文一郎

S―30 10：40 （招待講演）糸魚川ー静岡構造線断層帯北部に

おける地球物理学的観測とそのモデル化

…………………鷺谷　威・飯尾能久・西村卓也

高橋邦彦・本間高弘

S―31 11：00 （招待講演）長町－利府断層周辺域の地震学的

構造について

…………………海野徳仁・中島淳一・岡田知己

長谷川昭・堀内茂木・吉本和生

S―32 11：20 （招待講演）長町－利府断層帯における変形過

程の総合モデル ……………飯尾能久・鷺谷　威

海野徳仁・西村卓也・高橋邦彦・本間高弘

11：40 総合討論

世話人：多田隆治（ryuji@eps.s.u-tokyo.ac.jp）・酒井治孝・鬼頭

昭雄・斎藤文紀

9月20日（月）9：00－12：00 C12会場
S―33 ９：20 ヒマラヤ－チベットの隆起とアジアモンスーン

の進化，変動，そして東アジア縁海環境へのイ

ンパクト …………………………………多田隆治

S―34 10：00 堆積物に記録されたヒマラヤ山脈の３段階上昇

のテクトニクス …………………………酒井治孝

S―35 10：40 （招待講演）チベット高原の隆起がアジアモン

スーンに及ぼす影響に関する気候モデルシミュ

レーション ………………………………鬼頭昭雄

S―36 11：20 ヒマラヤーチベットの隆起とアジアの大規模デ

ルタ ………………………………………斎藤文紀

世話人：玉生志郎（s.tamanyu@aist.go.jp）・地質災害委員会

9月19日（日）9：00－12：00 C11会場
座長：37―39 金折裕司・40―43：玉生志郎

S―37 ９：00 地質災害に関する論点と今後の計画 …玉生志郎

S―38 ９：15 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－

…………………………………………三田村宗樹

S―39 ９：35 他学会の取り組み事例（水俣土石流災害）

……………………………………………上野将司

９：55 質疑応答

S―40 10：10 災害調査協力委員の登録の事例（西日本支部）

……………………………………………金折裕司

S―41 10：30 研究者・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－ …………越谷　信・土井宣夫

S―42 10：50 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 …………………………田近　淳

S―43 11：10 地域防災計画と地質学会支部の役割 …中山俊雄

11：30 総合討論

（6）地質災害
－我々はどう取り組んでいるか－

（5）ヒマラヤ－チベットの隆起と
アジアモンスーンの進化，変動

世話人：久光敏夫（hisa@cc.kochi-u.ac.jp），岡田　誠・亀尾浩

司・斉藤実篤・北里　洋

9月18日（土）13：00－15：00 H11会場
座長：1―4 久光敏夫，5―6 平野　聡

13：00 セッション要旨説明 ……………………北里　洋

O―1 13：05 銚子ボーリングコアの年代層序

…………………岡田　誠・亀尾浩司・中里裕臣

大河内直彦・久光敏夫・北里　洋

O―2 13：20 銚子コアの古海洋学および堆積学的研究

…久光敏夫・斉藤実篤・銚子コアグループ一同

O―3 13：35 相良油田周辺地域の岩相・物性および地殻構造

と流体移動過程の再検討 ………………平野　聡

木戸（仲佐）ゆかり・Moe Kyaw Thu

鶴　哲郎・荒木吉章・北里　洋・和田秀樹

相良掘削計画研究者一同

O―4 13：50 横浜市に分布する上総層群大船層と小柴層から

産出する化学合成化石群集

………………………………北u朋美・間嶋隆一

O―5 14：05 島弧前弧海盆における物質循環：相模湾と上総

層群における例 …………………………北里　洋

O―6 14：20 パナマ海盆の更新世Ethmodiscus軟泥とその古

海洋学的意義 ……………………………岩井雅夫

14：35 総合討論

9月18日（土）12：00－13：00 ポスター会場
P―1 水銀ポロシメータとSEM画像を用いた堆積岩中の間隙空

1．前弧海盆堆積体のテクトニクス・古海洋・
堆積・生物：南関東上総層群相当層を例として

口頭およびポスター発表

＊口頭（O）・ポスター（P）それぞれに通し番号がついています．既に各講演者にお知らせした番号，時間がずれている発表もありま

すので，必ずご確認下さい．

＊口頭発表時間　15分（質疑応答），ポスター発表コアタイム　18日：12：00-13：00，19・20日　13：00-14：00
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間分布の可視化～相良掘削試料の例～

…川村喜一郎・平野　聡・相良掘削計画研究者

世話人：楡井　久（nirei@mx.ibaraki.ac.jp），田崎和江・楠田

隆・丸茂克美・吉田英一・難波謙二・高嶋恒太

9月20日（月）14：00－16：45 F20会場
座長：7―10 難波謙二，11―13 丸茂克美，14―15 田崎和江，

16―17 楠田　隆

O―7 14：00 原油温泉中のcovelliteのバイオミネラリゼーショ

ン ……………………………脇元理恵・田崎和江

O―8 14：15 PCR法による赤褐色バイオマット中の微生物群

集構造の解析 …桜井健太・田崎和江・山口和男

O―9 14：30 石川県倉谷鉱山坑口跡に形成されたFe-Mn縞状

構造をもつバイオマット …森　祐介・田崎和江

O―10 14：45 玉川温泉に生息する微生物

………………………………白鳥達也・田崎和江

O―11 15：00 奈良県入之波温泉に見られる鉄水酸化物の微生

物誘導型沈殿 ………………高島千鶴・田崎和江

O―12 15：15 地すべり防止施設におけるバイオマットの形成

…………………高橋直人・白石秀一・田崎和江

O―13 15：30 放射能泉における微生物莢膜の役割

……………………………藤澤亜希子・田崎和江

O―14 15：45 潮来市内完新統の微生物・地質・化学の相互影

響 ………………難波謙二・宮坂　郁・加藤憲二

楡井　久・福永　栄・菅野　毅

O―15 16：00 微生物・地質化学の相互作用の数値　シミュレ

ーションを用いた定量評価

…………………宮坂　郁・難波謙二・加藤憲二

栃木喜克・福永　栄・菅野　毅

O―16 16：15 最新技術で浄化できる汚染地層単元の深さ

………………………………楡井　久・田中　武

難波謙二・村椿良司

O―17 16：30 地質汚染調査における問題点 …………上砂正一

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―2 柴山潟周辺の地下熱源を探る

……加藤梨枝・田崎和江・本多　亮・別所宏美

P―3 大分県塚原温泉における硫化鉱物の形成について

………………………………今西弘樹・田崎和江

P―4 石川県，柴山潟における底質中の微生物および球状物質

の特徴 …………………中村紀裕・田崎和江・山口和男

P―5 大桑層の湧水に形成する黒色および赤褐色バイオマット

の層状特徴 ……………………………盛一慎吾・田崎和江

P―6 土壌・地質汚染評価基本図「５万分の１仙台」の概要

………………丸茂克美・江橋俊臣・小野木有佳

山田亮一・清野　茂・吉田武義

P―7 難透水層をターゲットとした土壌・地下水汚染浄化

…………………宮崎　隆・石井六夢・坂井敬一

P―8 更新統泉谷泥層の層序単元と環境地質学的意義

………………………………吉田　剛・楡井　久

世話人：松岡　篤（matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp），八尾

昭・小松俊文・近藤康生

9月18日（土）13：00－15：00 F10会場
座長：18―20 近藤康生，21―23，総合討論　松岡　篤

O―18 13：00 岩手県宮古層群羅賀層の礫より産したジュラ紀

中世放散虫化石と羅賀層の後背地

……………………………二階堂　崇・松岡　篤

O―19 13：15 ジュラ紀末の放散虫古生物地理－Vallupus群集

とEucyrtidiellum群集の認定－…………松岡　篤

O―20 13：30 Unuma echinatus 群集（ジュラ紀中世放散虫）

の群集組成［その13］……八尾　昭・西原ちさと

O―21 13：45 陸源堆積物の堆積期間から推定されるジュラ紀

付加複合体の形成場 ……………………中江　訓

O―22 14：00 塩分制約環境における二枚貝類の変遷，特に，

ジュラ紀の群集について ………………近藤康生

O―23 14：15 内帯のジュラ紀付加体から発見されたアンモナ

イトー総括ー ……………………………佐藤　正

14：30 総合討論

世話人：井内美郎（yinouchi@sci.ehime-u.ac.jp），高安克己・新

妻信明・岡　孝雄・中山俊雄・長谷義隆・三田村宗樹・

木村克己・卜部厚志・立石雅昭・斎藤文紀・稲崎富士・

嵯峨山　積

9月18日（土）13：00－15：30 B会場
座長：24―28 卜部厚志，29―33 嵯峨山　積

O―24 13：00 北海道東部釧路平野の沖積層（星が浦層）

…………………………………………嵯峨山　積

O―25 13：15 出雲平野西部における沖積層コアの地球化学分

析と完新世環境変遷史 ……山田和芳・高安克己

古代出雲景観復元チーム

O―26 13：30 東京都葛飾区で掘削された沖積層コア（GS-KNJ-

1）のpH・ECとイオン濃度変化特性

…内山美恵子・田辺　晋・宮地良典・木村克己

O―27 13：45 16SrDNAによる沖積層泥層中の微生物相解析か

ら見た堆積環境の推定 …………………竹内美緒

花田　智・宮地良典・駒井　武・木村克己

O―28 14：00 東京低地に分布する沖積粘性土の圧密特性と年

代効果 …………田中勝法・鈴木清史・木村克己

O―29 14：15 東京低地から中川低地の沖積層における貝化石

群集の変遷　その２ ………中島　礼・田辺　晋

中西利典・宮地良典・木村克己・石原与四郎

O―30 14：30 東京低地および中川低地下に分布する開析谷充

填堆積物の最終氷期最盛期以降の埋積過程

………………田辺　晋・石原与四郎・中島　礼

宮地良典・中西利典・木村克己

中山俊雄・八戸昭一

O―31 14：45 ボーリングコア解析による越後平野沖積層（白

根層）の堆積環境の変遷史 ……………田中里志

4．沖積層研究の新展開

3．ジュラ系

2．地質汚染の単元調査法と無単元調査法
ーGreen Geologyの確立のためにー
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小林巌雄・鴨井幸彦・安井　賢

立石雅昭・大谷政敬

O―32 15：00 沈降地域におけるバリアーシステムの発達様式

……………………………卜部厚志・吉田真見子

高浜信行・安井　賢

O―33 15：15 ユニブーム音波記録による大阪湾海成“沖積層”

のシーケンス層序学的検討（予察）……井内美郎

9月18日（土）12：00－13：00 ポスター会場
P―9 埼玉県三郷市彦成地区で掘削された沖積層ボーリング試

料（GS-MHI-1）の高精度解析 ………中西利典・田辺　晋

内山美恵子・中島　礼・宮地良典

木村克己・細矢卓志・橋本智雄

P―10 猫瀬戸東方海域における海水面上昇過程と潮流速の変化

…………………中條喜友・岩本直哉・井上卓彦

布川裕也・井内美郎

取り止め

世話人：風岡　修（o.kzok@mc.pref.chiba.jp）・田村嘉之・井上

友博・中山俊雄・八戸昭一・楠田　隆

9月19日（日）14：00－15：15 F20会場
座長：34―36 田村嘉之　37―38 風岡　修

14：00 トピックスセッションに関して ……世話人代表

O―34 14：15 横浜市地盤情報活用システムの構築 …井上友博

O―35 15：15 千葉県の地質環境の利用とそれに伴う被害の

例－砂鉄採取場跡地の液状化－流動化による被

害－ ……………風岡　修・佐藤光男・風戸孝之

楠田　隆・早川　実・笠原　豊・古野邦雄

原　　雄・香村一夫・佐藤賢司・楡井　久

O―36 14：30 千葉県における2003年の地下水盆監視

………………………………香川　淳・楠田　隆

O―37 14：45 印旛沼水源の湧水と地質環境－千葉県佐倉市米

戸沢を例として－ ………岩井久美子・今橋正征

堀田和弘・白鳥孝治・岩瀬　徹・日暮　淳

田村嘉之・湯浅岳史・山濱　裕・新貝文昭

斎藤泰久・香取　航

O―38 15：00 湧水調査と持続可能な地質環境利用－印旛沼流

域における水文地質及び湧水調査の結果とそれ

らの調査を継続することの意義－ ……田村嘉之

日暮　淳・白鳥孝治・今橋正征・堀田和弘

岩井久美子・辻　隆司・湯浅岳史・後藤重峰

山濱　裕・福島幹生・中村正直・新島偉裄

世話人：青池　寛（bluepond@jamstec.go.jp），坂本　泉・山下

浩之・町田嗣樹

9月20日（月）14：00－17：00 G10会場
座長：39―42 山下浩之，43―46 坂本　泉

14：00 セッション趣旨説明

O―39 14：05 伊豆・小笠原弧，孀婦岩構造線周辺の地形・地

質特徴と構造発達 …………坂本　泉・石塚　治

冨士原敏也・金　容義

O―40 14：20 島弧－島弧衝突に伴う伊豆－小笠原弧下部地殻

剥離作用の可能性 ………………………青池　寛

O―41 14：35 三浦半島・野比海岸に産する蛇紋岩類の岩石学

的特徴とテクトニクス上の一考察 …阿部なつ江

O―42 14：50 白鳳丸KH03-3航海の岩石学：小笠原前弧の母島

海山は蛇紋岩海山かオフィオライトか

…………………石渡　明・柳田祐樹・市山祐司

梅香　賢・石井輝秋

15：05 休憩

O―43 15：15 房総半島に分布する深海堆積物中のテフラから

みた伊豆-小笠原弧の火山活動史

………………………………藤岡導明・小竹信宏

O―44 15：30 伊豆ー小笠原弧北端部箱根・富士火山地域にお

けるマグマ化学組成のacross-arc変化…高橋正樹

永井　匡・長井雅史・西　直人

内藤昌平・平原由香・周藤賢治

O―45 15：45 伊豆・小笠原弧の背弧火成活動に寄与したスラ

ブ由来成分の特徴と島弧横断方向変化

…………………町田嗣樹・石井輝秋・木村純一

O―46 16：00 プロジェクトIBM：島弧進化・大陸地殻形成の

包括的理解をめざして ……巽　好幸・田村芳彦

小平秀一・青池　寛・神谷真一郎・高橋成美

冨士原敏也・佐藤　壮・阿部なつ江・朴　進午

鶴　哲郎・末次大輔

16：15 総合討論

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―11 伊豆衝突帯北端に分布する甲府花崗岩体のSr同位体組成，

SHRIMPジルコン年代と形成過程 …斉藤　哲・有馬　眞

中島　隆・白石和行・三澤啓司

P―12 北西九州長崎周辺地域が語る高Mg安山岩の成因

………………………………真島英壽・田島俊彦

P―13 丹沢結晶片岩類の剪断運動解析 ……田山良一・石川正弘

P―14 神奈川県大磯町の新第三系大磯層に狭在する礫岩層のテ

クトニクス的な意義 ……山下浩之・平田大二・小出良幸

P―15 伊豆－小笠原弧北端・日向断層の活動開始時期とその意

義 ……萬年一剛・小林　淳・山下浩之・古澤　明

P―16 上総層群に挟在するテフラ層の爆発的火山噴火史と伊

豆－小笠原弧のテクトニクス ………長橋良隆・熊谷聡美

三浦郁恵・里口保文・吉田武義

P―17 丹沢地域における古海洋性島弧発達史

…………………松原典孝・山浦亮一・天野一男

P―18 南部伊豆小笠原島弧～背弧海盆のテクトニクス

……三浦　亮・中村恭之・徳山英一・神田慶太

ミラード・F・コフィン

7．伊豆ー小笠原ーマリアナ弧と大陸地殻形成

6．関東地域の地質環境の利用と
その問題，対策

5．三次元地震探査データの可視化処理と
地質モデル
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P―19 大町海山基底部に露出する肥沃なレルゾライト質蛇紋岩

の起源 …………五十公野貴弘・新井田清信・湯浅真人

P―20 小笠原海域・母島海山の岩石・鉱物

…………………東　豊土・加藤孝幸・金　容義

世話人：久田健一郎（hisadak@kyouiku.tsukuba.ac.jp）・佐藤興

平・大藤　茂・永広昌之・脇田浩二・小嶋　智・上野勝

美

9月20日（月）14：00－16：00 B会場
座長：47―50 久田健一郎，51―54 大藤　茂

O―47 14：00 極東ロシア，ハバロフスク北方，リドガーバニ

ノ間の地質と放散虫 ………小嶋　智・束田和弘

山北　聡・大藤　茂・永広昌之・Galina Kirillova

O―48 14：15 極東ロシア，ハバロフスク北方，アニュイドー

ムとその周辺のメタチャートの石英の結晶度

（CI）について…束田和弘・小嶋　智・大藤　茂

山北　聡・永広昌之・Gariana Kirillova

O―49 14：30 放散虫生層序に基づく飛騨外縁帯・黒瀬川帯・

南部北上帯のシルル系・デボン系の対比

……………………………………………栗原敏之

O―50 14：45 黒瀬川帯の中生代における古緯度：北上運動の

証拠 ……………宇野康司・古川邦之・波田重煕

O―51 15：00 南東アジアの白亜紀右横ずれテクトニクス

………………………………坂井　卓・平野弘道

O―52 15：15 中国雲南西部地域の地体構造区分と構造発達史

……………………………………………上野勝美

O―53 15：30 タイ・ラオスにおけるシブマスとインドシナ地

塊衝突の古地理的考察 ………………久田健一郎

Vichai Chutakositkanon・Punya Charusiri

上野勝美・鎌田祥仁・原　英俊

Titima Charoentitirat・一瀬めぐみ

奥澤康一・荒井章司

O―54 15：45 タイ国半島部Hat Yai地域の珪質堆積岩の層序と

年代 …………鎌田祥仁・久田健一郎・上野勝美

小池敏夫・Punya Charusiri・Titima Charoentitirat

Apsorn Sardsud・Wirote Saengsrichan

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―21 環日本海のメタロジェニー：極東ロシアからの視点

…………………佐藤興平・N.P.ロマノフスキー

S.M.ロディオノフ・N.V.ベルニコフ・S.V.コバレンコ

S.A.コレンバウム・A.I.ハンチュク・根建心具

P―22 環日本海の鉱床と花崗岩質マグマの塩素，フッ素，硫黄

の地球化学 ……………根建心具・佐藤興平・古澤美由紀

S.V.コバレンコ・S. A.コウレンバウム・A.I.ハンチュク

P―23 日本海の急速な開裂に先行する背弧海進と隆起

…………………鹿野和彦・宇都浩三・大口健志

P―24 寄居－小川地域の金勝山石英閃緑岩体周辺の構造岩塊

……………………………………………小野　晃

P―25 中生代後期における東アジアの横ずれ運動－美濃－丹波

帯ジュラ紀付加体の運動学的解析からの証拠－

……………………………………………丹羽正和

P―26 北部北上帯南西部のチャート－砕屑岩シークェンスにつ

いてのコノドント化石による海洋プレート層序の検討

……山北　聡・永広昌之・鈴木紀毅・鹿納晴尚

P―27 イザナギ－クラプレートは白亜紀日本に沈み込んだか？

……………………………………………植田勇人

P―28 韓国・白亜系慶尚盆地の形成モデル構築に向けて：慶尚

盆地北西部からのアプローチ ………江川浩輔・鄭　大教

大藤　茂

P―29 タイ北西部メーホンソン周辺における地塊衝突テクトニ

クスの復元試案 ………原　英俊・久田健一郎・上野勝美

鎌田祥仁・一瀬めぐみ・Punya CHARUSIRI

Titima CHAROENTITIRAT

P―30 タイ東北部Loei Suture沿いから産出したピクライト玄武

岩質砂岩 ………………奥澤康一・久田健一郎・原　英俊

Punya Charusiri・Kachentra Neawsuparp・荒井章司

世話人：斎藤　眞（saitomkt@ni.aist.go.jp）・岡田　誠・天野一

男

9月18日（土）13：00－15：30 C12会場
座長：55―57 指田勝男　58―60 清川昌一　61―64 田中　均

O―55 13：00 鹿児島県甑島列島の姫浦層群と周辺域の地質構

造 ………………大岩根尚・藤内智士・清川昌一

O―56 13：15 鹿児島県甑島における新生代テクトニクス

…………………藤内智士・大岩根尚・清川昌一

O―57 13：30 天草下島からの“中部”白亜系の発見とその構

造発達史上の問題点 ……豊原富士夫・村田正文

小松俊文

O―58 13：45 熊本県海浦地域のジュラ系と二枚貝化石相

…………………田中　均・高橋　努・坂本大輔

一瀬めぐみ・宮本隆実

O―59 14：00 九州，黒瀬川地帯デボン系内大臣層の層序の再

検討と砂岩組成 …………宮本隆実・桑水流淳二

久保田敏充

O―60 14：15 熊本県五木村折立における秩父南帯の砥石－チ

ャートシーケンスにおけるコノドントと放散虫

化石（予報）………………指田勝男・上松佐知子

鵜飼宏明

O―61 14：30 長崎県五島列島・玉之浦地域の地質

………………………………山本紋子・清川昌一

O―62 14：45 太古代の熱水活動痕跡・西オーストラリア・ピ

ルバラクラトンの例 ………清川昌一・片上亜美

伊藤　孝・池原　実・北島富美雄

O―63 15：00 原生代初期ゴウガンダ層（ヒューロニアン累層

群，カナダ・オンタリオ州）におけるMn濃集層

の発見と酸化還元環境の変遷についての考察

……平井建丸・後藤和久・多田隆二・田近英一

磯崎行雄・山本信治・橘　省吾

Joseph L Kirschvink

O―64 15：15 タイ国半島部南部Thung SongおよびThung Wa

9．地域地質・地域層序

8．北東－東南アジアの地殻形成史・
古地理・古環境
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地域から産する前期オルドビス紀コノドント化

石 …上松佐知子・指田勝男・Salyapongse Sirot

Sardsud Apsorn

9月19日（日）14：00－17：30 C12会場
座長：65―67 中里裕臣　68―71 石田啓祐　72―74 林　広樹

75―78 植木岳雪

O―65 14：00 四国西部幡多半島東岸の第三系四万十累層群に

含まれる火砕岩の産状・岩石学とその意義

………………………………君波和雄・今岡照喜

O―66 14：15 高知県佐川・越知地域に分布する黒瀬川帯下部

白亜系の層序と二枚貝フォーナ ………香西　武

石田啓祐・安井敏夫

O―67 14：30 徳島県産国会議事堂大理石の地質学的位置づけ

…………………石田啓祐・吉岡美穂・岡本治香

難波亜里子・中尾賢一・香西　武

O―68 14：45 島根県，鮮新－更新統江津層群都野津層の堆積

環境 ……………立石　良・酒井哲弥・山内靖喜

O―69 15：00 隠岐島後南東部の地質：特に後期新生代火山活

動を中心にして ……………田山良一・沢田順弘

山内靖喜・河村敬寛・村上　久

O―70 15：15 大阪府北部に分布する“高槻層”からのペルム

紀放散虫化石の発見とその意義 ………菅森義晃

O―71 15：30 和歌山県日高町および三浜町に分布する四万十

帯白亜系日高川層群の岩相と時代

………………………………常盤哲也・束田和弘

O―72 15：45 三重県阿山郡中新統阿波層群の層序学的研究

…藤原祐希・入月俊明・林　広樹・田中裕一郎

O―73 16：00 北部フォッサマグナ，上部鮮新統太郎山安山岩

の年代・古地磁気とそのテクトニックな意義

……………………………………………植木岳雪

O―74 16：15 丹沢山地東部を構成する水中火山砕屑岩類の堆

積相 ……………山浦亮一・松原孝典・天野一男

O―75 16：30 関東山地北西縁，滑津川流域における下部中新

統の地質学的研究 …………窪田和恵・藤白隆司

山田伊久子・小坂共栄

O―76 16：45 関東平野地下の中部更新統テフラ層序

…………………中里裕臣・水野清秀・中澤　努

O―77 17：00 関東地震発生域直上における2000m級陸上掘削

の層序－大大特（I）大規模ボーリング掘削の成

果－ ……………林　広樹・笠原敬司・山水史生

関口渉次・柳沢幸夫・高橋雅紀・渡辺真人

O―78 17：15 千葉県中央部地域の地質構造調査（その２）

……………………………………………浅尾一巳

9月20日（月）14：00－15：00 C12会場
座長：79―82 斎藤　眞

O―79 14：00 新潟県新津丘陵東方における沖積層の変形構造

……………………………………………丹尾貴志

O―80 14：15 福島県西部只見川・阿賀川合流部における５ka

以降の段丘面の変形 ……………………叶内雅之

O―81 14：30 棚倉破砕帯周辺の新第三系層序の再検討－男体

山火山角礫岩類のK-Ar年代－ …………天野一男

橋本　純・松原典孝

O―82 14：45 青森県五所川原市東部および浪岡町に分布する

中～上部中新統の渦鞭毛藻化石・珪藻化石層序

……………小布施明子・秋葉文雄・佐々木榮一

9月18日（土）12：00－13：00 ポスター会場
P―31 1/20万地質図幅｢甑島及び黒島｣地域の地質

…………………利光誠一・尾崎正紀・川辺禎久

川上俊介・駒澤正夫・山崎俊嗣

P―32 20万分の１地質図幅「開聞岳」－特に白亜紀－中新世付

加コンプレックスについて－

…………………斎藤　眞・川辺禎久・阪口圭一

P―33 ５万分の１地質図幅「開聞岳」－特に阿多火砕流以降の

指宿火山群の活動について－ ………川辺禎久・阪口圭一

P―34 下部白亜系関門層群塩浜層の堆積環境と古土壌

……………堀内　悠・久田健一郎・Yong Il Lee

P―35 上部三畳系美祢層群東縁部の地質－秋吉帯堆積岩類と美

祢層群の関係について－ …………………………亀高正男

P―36 岡山市，矢坂山・京山・楢津地域の花崗岩体と周辺地質

鈴木寿志・釘宮康郎・和田昌泰

P―37 六甲山地，五助橋断層帯の地中レーダ探査

…………………近藤大輔・田中健一・宮田隆夫

P―38 神戸層群藍那累層中のハイパーコンセントレイテッドフ

ロウ堆積物 ……………………………木村一成・坂本隆彦

P―39 ５万分の１地質図幅「生野」地域の地質－主に後期白亜

紀火山岩類の層序・構造について－

…………………吉川敏之・栗本史雄・青木正博

P―40 紀伊半島東側秩父累帯の塩基性岩の地球化学

…………………加藤　潔・清水宏典・坂　幸恭

P―41 瑞浪層群下部の凝灰質砂岩のフィッション・トラック年

代 笹尾英嗣・檀原　徹・岩野英樹

P―42 能登半島，能都－穴水地域に産する第三紀火山岩類の岩

石学的特徴とその地質学的関連性 …梅香　賢・石渡　明

P―43 ５万分の１地質図幅「豊橋」地域に分布する秩父帯のユ

ニット区分と海洋プレート層序 …………………堀　常東

P―44 静岡県，引佐－天竜地域秩父帯の再区分

………………………………丹羽耕輔・束田和弘

P―45 赤石構造帯北部の秩父帯南帯の地質改変過程 …村松　武

P―46 飛騨山脈高瀬川横谷部に産出する花崗岩質マイロナイト

………………………………東郷　清・原山　智

P―47 関東山地北東縁，跡倉ナップの寄居変成岩と花崗岩の貫

入関係 ………………………………竹内圭史・牧本　博

P―48 三浦半島における三浦層群の堆積場と層群名

………………蟹江康光・三浦半島活断層調査会

P―49 富津地域の地質 ………………………中嶋輝允・渡辺真人

P―50 房総半島中軸部，嶺岡構造帯に分布する堆積岩の放散虫

化石群集～バラバラ層序学のススメ～ …………川上俊介

P―51 ５万分の１地質図幅「戸隠」地域の地質

…………………長森英明・古川竜太・早津賢二

P―52 越後平野西縁部における重力探査－基盤構造の推定－

…………………内藤信明・卜部厚志・高濱信行

牧野雅彦・住田達哉・渡辺史郎

P―53 新潟県新津丘陵における新生界の層序と古環境

…………………渋谷典幸・小林巌雄・立石雅昭

P―54 1/20万地質図幅「福島」………………久保和也・柳沢幸夫
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山元孝広・駒澤正夫・広島俊男・須藤定久

P―55 北東北，裏日本地域の花崗岩質岩類について …藤本幸雄

P―56 北部北上帯原地山層にみられるPumiceous peperiteの特

徴と形成環境 ………………………平元加奈子・土谷信高

P―57 流体資源ボーリングデータと地震探査断面による札幌付

近の地下地質構造解明 ……………………………岡　孝雄

P―58 北海道幌延町サロベツ湿原周辺の珪藻・花粉化石群集に

基づく湿原形成過程と陸域古環境復元（その２）

………………………………三橋　順・若浜　洋

五十嵐敏文・石島洋二

P―59 北海道北部，幌延地域の声問層・勇知層・更別層の地質

年代 ………………………………安江健一・石井英一

高橋一晴・舟木泰智

P―60 幌延町における地質環境の長期安定性に関する研究

…………………新里忠史・安江健一・石井英一

P―61 北海道北部，曲淵層の渦鞭毛藻化石年代（前期～後期漸

新世）とその意義 ……………………横山一輝・栗田裕司

P―62 西オーストラリアチューリークリーク層群中のダイアミ

クタイト層の解明 …小牟礼麻依子・藤内智士・清川昌一

P―63 原生代初期ヒューロニアン累層群エスパニョーラ層（カ

ナダ・オンタリオ州）における無機・有機炭素同位体比

変動 ………………後藤和久・橘　省吾・大河内直彦

田近英一・多田隆治・山本信治・平井建丸

小川奈々子・磯崎行雄・J. L. Kirschvink

世話人：黒川勝己・岡田　誠（okada@mx.ibaraki.ac.jp）・亀尾浩

二

9月20日（月）15：00－16：30 C12会場
座長：83―85 里口保文　86―88 黒川勝己

O―83 15：00 長距離を流走した火砕質水中重力流の流れと停

止（堆積）を逆問題として考える

……………………………黒川勝己・丹　真紀子

O―84 15：15 恵比須峠－福田テフラの古地磁気方位

……林田　明・吉田真人・岩城啓美・田村糸子

O―85 15：30 石川・富山県地域，テフラ層序にもとづいた鮮

新－更新統大桑層の堆積開始時期と房総・掛川

地域の鮮新－更新統における層序イベントとの

対比 ……………………………………大久保　弘

O―86 15：45 中央日本に分布する大隅石を含む広域テフラ

－大桑01（北陸層群）・坂東02（東海層群）火山

灰層の対比－

……田村糸子・山崎晴雄・水野清秀・時実良典

O―87 16：00 角閃石の化学組成に基づく黒富士火山起源のテ

フラと中部～関東地方に分布する中期更新世テ

フラの対比 ………………………………竹下欣宏

O―88 16：15 三浦層群安野層の広域テフラ …………里口保文

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―64 石灰質ナンノ化石および放散虫化石に基づく三浦層群清

澄層と安野層の地質時代 ……………関根智之・新藤亮太

亀尾浩司・本山　功

P―65 エキシマレーザーアブレーション誘導結合プラズマ質量

分析（ExLA-ICPMS）法を用いたジルコンのフィッショ

ン･トラック年代測定……岩野英樹・吉岡　哲・檀原　徹

木村純一・大平寛人

P―66 火山ガラスの化学組成の時間的変遷－東北日本弧南部の

中新世中期～後期のテフラ層について－

…………………平中宏典・柳沢幸夫・黒川勝己

P―67 中部日本，小諸層群における鮮新世広域テフラ－大田－

Znp火山灰の発見－ ……及川輝樹・古澤　明・高橋　康

世話人：西村　昭（akira-nishimura@aist.go.jp），氏家　宏・湯

浅真人

9月19日（日）14：00－17：15 G10会場
座長：89―92 片山　肇，93―96 野田　篤，97―101 荒井晃作

O―89 14：00 北海道南東部　十勝沖の大陸斜面に発達する第

四系の層厚分布 ……………辻野　匠・野田　篤

O―90 14：15 津波による海底表層堆積物への影響－2003年十

勝沖地震津波の例－ ………野田　篤・片山　肇

嵯峨山積・菅　和哉・内田康人

佐竹健治・阿部恒平・岡村行信

O―91 14：30 三保半島沖大陸棚の堆積環境 …………吉河秀郎

金子純二・横山心一郎

鬼頭　毅・根元謙次

O―92 14：45 航空レーザー測量を用いた海岸浸食調査

……………………………横山心一郎・吉河秀郎

秋山幸秀・根元謙次

O―93 15：00 駿河湾周辺地域の地質から見た駿河湾の形成

……………………………………………柴　正博

O―94 15：15 渥美半島沖の音響層序と石灰質ナンノ化石年代

……………………………荒井晃作・田中裕一郎

O―95 15：30 東海沖大山沖海底谷にみられる東海断層の活動

度 ……徐　垣・金松敏也・町山栄章・芦寿一郎

小栗一将・北里　洋・松本裕幸

O―96 15：45 山陰－北陸沖縁辺台地の堆積速度の時空変動と

その原因 ………片山　肇・板木拓也・池原　研

O―97 16：00 日南海岸沖大陸斜面の泥火山とテクトニクス

……………………………………………岡村行信

O―98 16：15 日本海溝域における斜面崩壊地形と海溝侵食作

用の基本プロセス ………佐々木智之・玉木賢策

O―99 16：30 北西太平洋の海山の地形調査 ………藤岡換太郎

今井康貴・古田俊夫・牧　哲司

畠山　清・細谷慎一

O―100 16：45 高解像度炭素同位体記録からみた白亜紀海洋無

酸素イベント（OAE-2）の海洋環境とその変動

……………黒田潤一郎・小川奈々子・徳山英一

菅　寿美・松本公平・平　朝彦・大河内直彦

O―101 17：00 長鎖ノルマルアルカンの炭素同位体比が示す暁

新世／始新世境界の温暖化イベント（PETM）

に伴う陸上植生の撹乱の証拠－ODP Leg. 208

ナビビア沖からの速報……長谷川卓・山本真也

森　尚仁・Lisa M. Pratt

11．海洋地質

10．地域間層序対比と年代層序スケール
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9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―68 銭洲海嶺の地形・地質・構造的特徴

…………………三澤良文・佐野　守・坂本　泉

P―69 反射法地震探査データから見た富山トラフの地質構造

…………………高山典子・西木　司・竹内　章

P―70 日本列島沿岸海域における海底地質スライス断面図の作

成 …………………………………………阿部信太郎

P―71 ベトナム・メコン川デルタにおける高解像度音波探査

…………………村上文敏・齋藤文紀・木下泰正

立石雅昭・Nguyen Truong Luu

Luong Boi Luu・Nguyen Tran Tan

P―72 南極ロス海からウイルクスランド沖にかけての海底堆積

物コアの地球磁場強度変化を用いた対比の試み

…………………中井睦美・森尻理恵・上野直子

石川尚人・林田　明・小玉一人

P―73 最終氷期の東南極氷床の挙動は北半球氷床や西南極氷床

とは異なっていたのか？

…………………三浦英樹・前杢英明・岩崎正吾

P―74 Episodic methane release event from the western North

Pacific margin during the Last Glacial period

………………Masao Uchida・Yasuyuki Shibata

Ken’ichi Ohkushi・Naokazu Ahagon・Mayumi Hoshiba

P―75 炭化水素ガスの堆積物への吸着による成分組成変化の可

能性～三陸沖ODP Sites 1150，1151から得られた炭化水

素ガスを例として～ ……井尻　暁・角皆　潤・蒲生俊敬

坂本竜彦・斉藤実篤・末広　潔

P―76 愛媛県西海町南東部海域における珪質プランクトンの季

節変動 …………………堀　利栄・蔭山順司・天野敦子

井上卓彦・岩本直哉・井内美郎

P―77 第四紀後期の推古海山における底生有孔虫群集の変動

…………………山内茂人・根本直樹・原田尚美

阿波根直一・内田昌男

P―78 Time Series Variation of Mass Accumulation Rates of

Land Plant Waxes in the North Pacific Ocean and the

Bering Sea……………Nalin Ratnayake・Noriyuki Suzuki

世話人：竹内　誠（takeuchi@eps.nagoya-u.ac.jp），吉田孝紀

9月19日（日）14：00－14：30 F10会場
座長：102―103 竹内　誠

O―102 14：00 因子分析による砕屑岩組成変化要因の特定

……………………………………………太田　亨

O―103 14：15 北海道中央部の中新統における蛇紋岩砂岩の分

布とその化学組成………吉田孝紀・新井田清信

保柳康一・川村信人

9月20日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―79 下部蝦夷層群砂岩の化学組成と前期白亜紀火山弧性砕屑

物供給 …………………川村信人・望月　貴・森谷明博

P―80 南部北上帯，三畳系稲井層群基底部の赤色岩の意義

………………………………堀川英隆・吉田孝紀

P―81 中部日本における下部～中部中新統内村層の砕屑性ザク

ロ石の化学組成に基づいた後背地変遷 ………山田伊久子

P―82 四国地域の地球化学図 …御子柴（氏家）真澄・今井　登

世話人：山田茂昭（yamadas@kenroku.kanazawa-u.ac.jp），井川

敏恵

9月19日（日）14：30－16：15 F10会場
座長：104―107 山田茂昭，108―110 井川敏恵

O―104 14：30 地球史を通じた炭酸塩岩の鉄同位体地球化学

……………………………………………山口耕生

O―105 14：45 白亜紀から現在までの炭酸塩沈積速度から推定

される海洋循環の変化

…………………中森　亨・中田新平・北村京子

O―106 15：00 鍾乳石から陸域環境変動を読み取ることは可能

か？？－問題点と今後の方向性－……松田博貴

三重野公美・洲脇美智子・首藤寛之

O―107 15：15 縞状古トゥファを用いた古環境解析

…………………狩野彰宏・村上英子・川合達也

高島千鶴・堀　真子・劉　再華

O―108 15：30 ピソライトの形成における温泉微生物の役割

………………………………田崎和江・渡辺弘明

O―109 15：45 中国桂林地域のデボン紀後期－石炭紀前期マイ

クローブ礁炭酸塩の時代的変遷

……川村寿郎・高野洋平・沈　建偉・殷　寶安

O―110 16：00 微小閉鎖空間に認められる下部デボン系層状ス

トロマトライトの形成－成長形態の多様性とそ

の古環境的な意味－

……足立奈津子・江崎洋一・John W. Pickett

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―83 南琉球，波照間島の礁発達史と海水準変動 ……山田茂昭

P―84 琉球列島における最終間氷期以前のサンゴ化石の酸素同

位体比を用いた古水温推定と問題点 ……………森木洋一

山田茂昭・松田博貴

P―85 トゥファ堆積場での水質の季節変化 ……………川合達也

P―86 南西諸島，喜界島のトゥファ堆積物 ……………松岡　淳

川合達也・萩原リサ・狩野彰宏

P―87 鳥巣石灰岩における微生物岩の定量解析と堆積環境

……………………………………………白石史人

P―88 中国貴州省最下部トリアス系thromboliteを形成する微生

物化石と残留有機物 …長野正寛・江崎洋一・大河内直彦

菅　寿美・劉　建波・足立奈津子

P―89 中国貴州省石頭寨上部ペルム系石灰海綿礁に認められる

‘Arcaeolithoporella’の構成的な特性

…………………中井紗織・江崎洋一・劉　建波

P―90 秋吉石灰岩中部ペルム系にみられるシーケンス境界と堆

積相累重様式

……中澤　努・平泰　輔・上野勝美・藤川将之

世話人：酒井哲弥（sake@riko.shimane-u.ac.jp），石原与四郎

14．堆積相と堆積システム・シーケンス

13．炭酸塩岩の起源と地球環境

12．砕屑物組成・組織と続成作用
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9月20日（月）14：00－14：45 F10会場
座長：111―113 酒井哲弥

O―111 14：00 褐炭層を含む内湾－後背湿地システムにみられ

るパラシーケンス：下部更新統池田層群最上部

の例………………………t清水康博・岡　孝雄

O―112 14：15 海水準変動による浅海性堆積層の岩相・粒度変

化－上部白亜系（Santonian）種市層および国

丹層の例………………………………八木下晃司

O―113 14：30 海底洞窟堆積物の研究……北村晃寿・加瀬友喜

平本真弓・大橋秀一・渡邊　剛・福沢仁之

川上郁夫・雨宮真理子・若山奈々美

山本なぎさ

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―91 三浦層群上部を構成する深海堆積物の形成過程とシーケ

ンスモデル ……………………………齋藤高浩・林　豊和

P―92 房総半島鮮新統安野層にみられるフィーダー・チャネル

と海底扇状地システムの発達 ……石原与四郎・徳橋秀一

P―93 房総半島第四系黄和田層ならびに高溝層に発達するスラ

ンプ堆積物の特徴と形成プロセス ………………荻原英昭

P―94 海底谷末端部から海底扇状地にかけての堆積作用：房総

半島第四系東日笠層ならびに梅ヶ瀬層の解析 …石川和明

P―95 青森県南東部三戸地域における新第三系の層序と堆積環

境 ………………………………中村　匠・立石雅昭

P―96 ハンモック状斜交層理ならびにスウェール状斜交層理の

形態的特徴から読み取れる複合流の卓越した下部外浜で

の堆積作用 ……………………………市川暢子・佐伯貴央

P―97 ゴンドワナ氷床の消滅によるアイソスタシーの回復を反

映した堆積作用：インド，オリッサ州タルチール堆積盆

の例 ……………………………………………前島　渉

P―98 短周期の湖水準変動に伴う三角州の形成：カトマンズ盆

地，更新統ゴカルナ層の例

………………酒井哲弥・アナンタ，ガジュレル

田端英雄・ビシャール，ウプレティ

P―99 半地溝盆地を埋積する地層の形成過程：ケニアリフト北

部，サンブル丘陵の中新統ナムルングレ層の例

…………………實吉玄貴・中山勝博・酒井哲弥

沢田順弘・石田英実

世話人：田村　亨（toru.tamura@aist.go.jp），七山　太

9月20日（月）14：45－17：30 F10会場
座長：114―118 田村　亨，119―124 七山　太

O―114 14：45 堆積有機物組成からみた南海トラフ陸側斜面堆

積物の堆積プロセス……大村亜希子・池原　研

O―115 15：00 ケロジェンの組成と安定炭素同位体比が示すタ

ービダイトの起源と堆積過程－新潟堆積盆地の

寺泊層・椎谷層を例として－…………保柳康一

大村亜希子・吉田真見子・荒戸裕之

O―116 15：15 海浜礫を含む津波外浜堆積物：下部白亜系宮古

層群………………………藤野滋弘・増田富士雄

田子森聰・松本　弾

O―117 15：30 堆積学的解析によって復元された1741年渡島大

島噴火津波の遡上過程……七山　太・重野聖之

O―118 15：45 洪水・暴浪堆積物の累重と海底起伏変動から読

み取る阿武隈川河口三角州前置面の堆積作用

…………………齋藤　有・原口　強・畠山浩晃

高木俊男・市原季彦・増田富士雄

O―119 16：00 洪水時における砂質潮汐平底での急速な泥の堆

積：伊勢湾南西部櫛田川河口干潟の例

……………………………………………中条武司

O―120 16：15 茨城県北部，久慈川・里川の河道形状と堆積物

………………………………牧野泰彦・金谷　晋

O―121 16：30 仙台平野完新統の内側陸棚-外浜システムの海

進-海退と堆積相 ………田村　亨・増田富士雄

O―122 16：45 水路実験から見たアンチデューンの安定性と多

重逆級化層の形成………宮田雄一郎・田中凡子

O―123 17：00 Filtering mechanismによる逆級化～無級化層

の堆積……………………高川智博・増田富士雄

O―124 17：15 平衡河川は実在しうるか………………武藤鉄司

John B. Swenson

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―100 津波によって生じた堆積現象－平成15年９月26日十勝沖

地震津波の現地記載－………………重野聖之・七山　太

添田雄二・石井正之

P―101 千島海溝沿岸，釧路市春採湖の湖底堆積物中に認められ

る，過去9500年間22層の巨大津波？痕跡………添田雄二

七山　太・重野聖之・古川竜太・横山芳春

P―102 潮間帯における津波堆積物の分布様式：北海道東部，藻

散布沼を例として………鎌滝孝信・澤井祐紀・宍倉正展

佐竹健治・山口正秋・松本　弾

P―103 大峰-SK110テフラは男鹿まで450kmを流走したか？

……………………………丹　真紀子・黒川勝己

P―104 丹後半島北部海岸地域における新第三系水中火砕物質堆

積物の液状化現象………紺谷吉弘・小滝篤夫・戸倉則正

西村昌能・井上貞行・亀井成美・井上陽一

村木一智・高木淳子・村山　保・小長谷誠

小田公生・清水　醇・留岡　昇・蔦本実澄

上田君男・山中　博・中山　浩

P―105 底質分布と海底地形の変化に示される大洲の堆積物移動

形態 …………………布川裕也・岩本直哉・井上卓彦

中條喜友・井内美郎

P―106 堆積物分布からみた鳥取県西部，境港地域における過去

3000年間の砂州拡大過程……………井上卓彦・米田明徳

原口　強・五十嵐厚夫・新川和幸・井内美郎

P―107 新潟県信濃川における河川堆積物の時間変化

………………………………駿河　仁・立石雅昭

P―108 木津川（砂礫質河川）の最近50年の河床変動…坂本隆彦

P―109 有明干潟ジオスライシング計画……市原季彦・高田圭太

下山正一・山中寿郎・石田直人・田中正和

秋元和實・松田博貴・佐藤慎一・亀山宗彦

堤　裕昭

P―110 Geoslicerによる有明海荒尾干潟の堆積物調査

…………………石田直人・市原季彦・高田圭太

P―111 静水中における粒子集団の沈降速度の決定要素

15．堆積作用・堆積過程
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………………………………岡本佳子・遠藤徳孝

P―112 マイクロデルタ堆積物の粒子配列：米粒子を用いた水路

実験 ……………………………山口直文・増田富士雄

P―113 水流に対する砂粒挙動のシミュレーション……松岡俊文

三善孝之・山田泰広

P―114 X線CT法による砂質堆積物の三次元粒子配列解析－カレ

ントリップルの例－……横川美和・岩田裕樹・土`山　明

上杉健太朗・中野　司・遠藤徳孝

P―115 重力流堆積物の粒子配列マップ…………………成瀬　元

P―116 珪質ノジュール「子ぶり石」は海綿体起源か？

……………………………………………赤羽久忠

世話人：鈴木祐一郎（yu-suzuki@aist.go.jp），大久保　進，七山

太

9月19日（日）16：15－17：15 F10会場
座長：125―128 鈴木祐一郎

O―125 15：45 Gravel wavesの形成プロセスとその石油探鉱

における意義………………伊藤　慎・齋藤高浩

O―126 16：00 深海底で形成された塊状砂岩の堆積プロセスと

貯留岩としての特性：房総半島第四系国本層の

解析…………………………高尾晶彦・伊藤　慎

O―127 16：15 長崎県対馬南部地域における対州層群下部層の

堆積相と根源岩評価………森田宜史・岩田尊夫

O―128 16：30 南関東ガス田の水溶性天然ガスの地球化学

………………金子信行・猪狩俊一郎・前川竜男

9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―117 堆積環境の異なる砂岩の岩石物性に関する堆積学的研

究－熊本県牛深市下須島の古第三系砂質岩を例として－

………………………………北野富人・松田博貴

P―118 ODP Leg 190 南海トラフ堆積物の有機物タイプとガス

ハイドレート形成……………………齋藤裕之・鈴木徳行

P―119 Possible Aquatic Origin of Some Angiosperm

Triterpenoids Detected in Cetaceous to Tertiary

Sediments from Northeast Japan……Svetlana Yessalina

Noriyuki Suzuki

世話人：小林健太（kenkoba@gs.niigata-u.ac.jp）・大谷具幸

9月20日（月）14：00－17：00 C11会場
座長：129―131 増田俊明，132―134 大谷具幸，135―137 小林

健太，138―140 滝沢　茂

O―129 14：00 岩石と粘土の粘弾性緩和挙動とその相転移モデ

ル………………川田祐介・長濱裕幸・原　啓明

O―130 14：15 地震波線のFinsler幾何学 ……………長濱裕幸

武藤　潤・川田祐介・谷島尚宏

O―131 14：30 新しい歪み解析…………………………山路　敦

O―132 14：45 花崗岩と水の反応実験―ガス圧式変形試験機の

テスト―……内田良始・大槻憲四郎・小泉洋介

O―133 15：00 活断層による奈川花崗岩の破壊とマサ化作用

………………………………川原直樹・大塚　勉

O―134 15：15 砕屑岩の変形からみた断層帯の規模評価

…………………小林健太・新井宏嘉・大橋聖和

大川直樹・萩原知之・坂　啓惟

O―135 15：30 1999年台湾集集地震の断層すべり帯の特性

……………林　愛明・Chyi-Tyi Lee・丸山　正

O―136 15：45 年代測定から求められる畑川破砕帯の断層活動

の変遷………………………大谷具幸・重松紀生

藤本光一郎・岩野英樹

O―137 16：00 磁鉄鉱で充填されたシュードタキライト中の杏

仁状構造について…………滝沢　茂・小澤佳奈

O―138 16：15 糸魚川-静岡構造線活断層系，下円井断層に伴

う粉砕起源のシュードタキライト……狩野謙一

林　愛明・福井亜希子・田中秀人

O―139 16：30 マイクロブーディンを用いて石英のべき乗流動

則における応力べき指数を推定する試み

………………増田俊明・仲山祥太郎・木村希生

釘宮康郎・岡本　敦

O―140 16：45 ‘dry’と‘wet’なウェールライトの最大

1000℃，１GPaにおけるP波速度 ……河野義生

石川正弘・有馬　眞

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―120 再結晶石英の赤外振動モードと加水軟化

…………………武藤　潤・長濱裕幸・橋本哲夫

P―121 高温高圧超低速一軸圧縮変形実験装置（MK65S）の改良

と石英の微細構造発達過程の再検討

…………………道林克禎・渡辺悠太・加藤洋二

清水以知子・増田俊明・熊澤峰夫

P―122 固体圧変形試験機における封圧制御について

…清水以知子・渡辺悠太・道林克禎・増田俊明

P―123 マイクロブーディン法による石英質変成岩の古応力解析

…………………木村希生・淡路英夫・増田俊明

P―124 角閃石と黒雲母の格子定向配列（LPO）と弾性波速度異

方性の関係………………北村圭吾・金川久一・石川正弘

有馬　眞・白石和行

P―125 日高変成帯におけるシュードタキライトの分布と化石震

源域 ……豊島剛志・小原友弘・新里忠史・田中秀実

島田耕史・小松正幸・和田幸永

P―126 岩手県久慈市南部における花崗岩質断層岩類の産状と組

織の空間的変化－特にマイロナイトについて－

………………………………秋山華子・豊島剛志

P―127 関東山地北西部，十石峠地域における蛇紋岩の変形史

……………………………………………平内健一

P―128 関東山地北西部，内山断層に伴う堆積岩中の断層帯構造

………………………………新井宏嘉・小林健太

P―129 岐阜県下呂地域における阿寺断層系に沿った脆性断層岩

類の分布と構造発達史………………岩下享平・小林健太

P―130 深部花崗岩の割れ目の分布・構造と地球化学的特性

………………………………鵜飼恵美・吉田英一

P―131 長野県遠山地域遠山川断層の断層岩とその運動像

………………………………浦田紀子・田中秀実

P―132 野島断層における断層岩を用いた過去のアスペリティー

17．岩石・鉱物の破壊と変形

16．石油・石炭地質学と有機地球化学
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検出の試み……………………………川端訓代・田中秀実

P―133 野島断層周辺に分布する花崗岩中のヒールド・シールド

クラックの三次元方位解析…………山崎　聡・高木秀雄

三浦宏一・水野　崇

P―134 野島断層周辺に分布する花崗岩中のヒールドマイクロク

ラックによる古応力場と生成環境の復元………西嶋　圭

高木秀雄・円城寺　守・水野　崇

P―135 淡路島領家帯内部剪断帯のマイロナイト化

………………………………加納大道・高木秀雄

P―136 花崗岩中の小剪断帯における帯磁率異方性の変化

…………………小野高明・島田耕史・高木秀雄

P―137 九州東部，佐志生断層沿いの蛇紋岩マイロナイト

………………………………曽田祐介・高木秀雄

P―138 デコルマ下位堆積物の圧密に伴う異常間隙圧の発生メカ

ニズム …高橋美紀・鈴木清史・高橋　学・氏家恒太郎

P―139 展張性断裂の発達過程の数値モデル化－鹿児島県菱刈金

鉱床の鉱物脈について…………………………佐々木宗建

P―140 宮城県沖と長町-利府断層で発生する大地震を予知する計

画 ……………大槻憲四郎・藤巻宏和・五十嵐丈二

長谷川昭・土屋芳範

P―141 KDM方程式と対称性原理の破れ …千葉智章・長濱裕幸

世話人：橋本善孝（hassy@cc.kochi-u.ac.jp）,遅沢壮一

9月18日（土）13：00－14：45 C11会場
座長：141―144 氏家恒太郎，145―147 廣野哲朗

O―141 13：00 モンゴル，ハンガイ地塊南縁，付加変成帯とオ

フィオライトの造構プロセス…………遅沢壮一

Tsolmon・Uondon Majigsuren

Jargalan Sereenen

O―142 13：15 四国西部の秩父帯の地質構造…………村田明広

O―143 13：30 付加体の構造３区分と“メランジュ相”の突

入：サザンアプランズ付加体と天竜キャニオン

出口付近の南海付加体との比較

…………………………小川勇二郎・川村喜一郎

O―144 13：45 房総半島南部，江見層群の変形構造－温度－圧

力解析…………廣野哲朗・溝口一生・谷川　亘

嶋本利彦・向吉秀樹・徐　　垣

O―145 14：00 延岡構造線下盤Y-P構造の側方連続性

…………………向吉秀樹・岡本伸也・木村　学

O―146 14：15 興津メランジュの震源断層沿いの流体組成と岩

相…………坂口有人・山口はるか・木戸ゆかり

O―147 14：30 付加体堆積岩に産出するシュードタキライトの

特徴：四国東部四万十付加体の例

…………………………氏家恒太郎・山口はるか

9月18日（土）12：00－13：00 ポスター会場
P―142 南海トラフ付加体形成過程のモデル実験～速度ベクトル

分布計測による実験結果の解析～………………兼田　心

山田泰広・馬場　敬・松岡俊文

P―143 個別要素法による付加体形成過程の解析

…………………山田泰広・植田諭史・松岡俊文

P―144 熊野泥火山群の形成プロセス………森田澄人・芦寿一郎

青池　寛・澤田拓也・倉本真一

P―145 台湾集集地震断層におけるスメクタイトの消失を用いた

局所的な発熱量の推定……………………………橋本善孝

P―146 西部美濃帯のテクトニックメランジュの変形構造と形成

環境 ……………………………福井亜希子・狩野謙一

P―147 付加体の堆積岩コンプレックスに認められるスレート劈

開形成の時期について－京都府宇治田原町の丹波層群を

例に－ ………………………………三上禎次・鈴木茂之

P―148 四国西部柳谷地域における北部秩父帯の玄武岩類と遠洋

性堆積岩類の初生的関係……………辻　智大・米倉栄子

榊原正幸・堀　利栄

P―149 熊本県球磨地域三宝山付加コンプレックスのメランジュ

……………………………………………尾上哲治

P―150 紀伊半島東部三波川変成帯の変成チャートと石英脈にお

ける石英粒子のCPOパターンと変形微細構造…遠竹行次

P―151 深部付加体における高温流体による物質移動および熱的

影響 ………………………………砂田大樹・榊原正幸

P―152 方解石脈の軽元素安定同位体比から復元される変形関連

流体の起源と挙動－四国四万十帯牟岐メランジュの例－

………………山口飛鳥・氏家恒太郎・木村　学

P―153 プレート境界における鉱物脈形成過程の解析および変形

構造との関係：四国白亜系四万十帯久礼メランジュ

………………………………横田崇輔・橋本善孝

P―154 剣崎背斜の内部変形構造と高間隙率シルト岩の変形によ

る浸透率への影響……………………小溝　学・相澤泰隆

北島弘子・嶋本利彦

P―155 九州四万十帯延岡衝上断層上盤の変形…………岡本伸也

眞砂英樹・向吉秀樹・木村　学

P―156 高知県須崎市周辺に分布する四万十付加体の変形と帯磁

率異方性…………………吉田武生・堤　昭人・石川尚人

P―157 メランジュ帯における複数ステージの小断層の分離－四

国白亜系四万十帯牟岐メランジュ－

………………………………柴田伊廣・橋本善孝

世話人：束田和弘（tsukada@num.nagoya-u.ac.jp），亀高正男

9月19日（日）14：00－17：30 C11会場
座長：148―151 丸山　正，152―156 大藤　茂，157―161 星

博幸

O―148 14：00 不均一な断層データから複数の応力を自動分類

する方法………大坪　誠・佐藤活志・山路　敦

O―149 14：15 テクトニックインバージョンとしての2003年宮

城県北部の地震－地震探査からみた震源域の地

質構造と地質層序－……加藤直子・佐藤比呂志

O―150 14：30 反射法地震探査からみた国府津－松田断層帯松

田北断層の地下構造……木村治夫・佐藤比呂志

伊藤谷生・宮内崇裕・松多信尚・河村知徳

石山達也・岡田真介・加藤直子・荻野スミ子

楮原京子・小田　晋・石黒　梓・長谷川悟

上条裕久・駒田希充・丸山友章・坂下尚久

森　智之・佐野順平・野田克也・井川　猛

19．テクトニクス

18．付加体
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O―151 14：45 中央ネパールヒマラヤThakkhola half graben

のFEMによる断層解析 ………………林大五郎

Deepak Chamlagain

O―152 15：00 Deep Seismic Reflection Profiling across the

Northern Fossa Magna：the ERI 1997 and

the JNOC 1996 Seismic Lines，Active Faults

and Geological Structure Model …Elouai Driss

Hiroshi Sato・Naoshi Hirata・Shinji Kawasaki

Toru Takeshita・Naoko Kato・Tetsuya Takeda

O―153 15：15 海のフォッサマグナ富山トラフと北部糸魚川-

静岡構造線………………………………竹内　章

O―154 15：30 岩手県胆沢扇状地で見出された出店断層露頭

………………………………茂庭隆彦・照井一明

O―155 15：45 有馬－高槻構造線断層帯沿いに発達する断層岩

の分布特性とそのテクトニクスにおける意義

………………………………丸山　正・林　愛明

O―156 16：00 東北日本，福島県会津地方の時計回り回転運

動：古第三紀火砕岩の古地磁気………星　博幸

O―157 16：15 四国海盆拡大後期に準備されていた日本海拡大

と外帯火成活動…………………………新妻信明

O―158 16：30 関東平野の岩槻観測井および松伏坑井基盤岩の

帰属と中央構造線の位置…高木秀雄・鈴木宏芳

濱本拓志・高橋雅紀・林　広樹

O―159 16：45 広島県吉和地域の舞鶴帯中に見いだされた異地

性変成岩レンズ

…………………藤井正博・早坂康隆・山部照幸

O―160 17：00 中国山地東部の先白亜紀構造発達史－岡山県真

庭地域の構造解析から－

………………………………青山正嗣・大藤　茂

O―161 17：15 飛騨外縁帯九頭竜地域の剪断帯群……大藤　茂

丹羽正和・束田和弘・青山正嗣

9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―158 The Nature of Normal Faults under Variable Boundary

Conditions：Results from Sandbox Modeling

……………………Than Tin Aung・Ming Zhang

P―159 応力テンソルインバージョンの新しい理論的基礎と精度

の向上 ………………………………佐藤活志・山路　敦

P―160 四国北部－瀬戸内海下，中央構造線の全地下構造

……伊藤谷生・堤　浩之・児島悠司・宮内崇裕

津村紀子・佐藤比呂志・大西正純・井川　猛

P―161 統合的地震探査による四国・瀬戸内海深部地殻構造の解

明 ……児島悠司・伊藤谷生・田中　環・津村紀子

宮内崇裕・佐藤比呂志・村田明広・長谷川修一

小松正幸・山北　聡・於保幸正・竹下　徹

宮田隆夫・大西正純・小澤岳史

P―162 GIS解析を用いた東北日本における地震波速度および震

源分布と地殻水平歪みの関係………西本壮志・石川正弘

P―163 GISとDEMによるマダガスカルのデジタル構造モデル

……………………………………………石川正弘

P―164 伊豆衝突帯における地殻物性値の検討

………………………………塩川晃司・林大五郎

P―165 アパタイトのフィッション・トラック法から推定される

野島断層の活動史…………………………………伊藤久敏

P―166 トレンチ発掘で現れた山形盆地南部の上山断層について

……川辺孝幸・阿子島功・八木浩司・山野井徹

P―167 跡津川断層東端付近における断層形態と変位量

………………………………中村典之・町田隆史

P―168 能登半島南部 宝達山周辺における新第三紀地質構造発

達史 ………………………………道家涼介・竹内　章

P―169 嶺岡帯の深成岩と変成岩の変形構造

……………………………森　良太・小川勇二郎

P―170 山形県，神室山南部の花崗岩類変成岩類の地質構造・変

形構造 …………………大友幸子・奥山　拓・後藤晋介

P―171 奈良県明日香地域に分布する領家変成帯中の苦鉄質岩の

定置機構……………………………………………西脇　仁

P―172 秋田県太平山地における畑川構造線の北方延長問題（予

報） ………………………………坂　秀憲・高木秀雄

P―173 九州中軸部花崗岩類のSHRIMP U-Pb年代

………………戸邉恵里・高木秀雄・寺田健太郎

世話人：永田秀尚（nagatah@concerto.plala.or.jp），山田泰広，

柏木健司

9月19日（日）14：30－16：00 H11会場
座長：162―164 加藤靖郎，165―167 柏木健司

O―162 14：30 ノンテクトニック構造形成の地形的位置

…永田秀尚・横田修一郎・原口　強・横山俊治

野崎　保・田近　淳・大平寛人・井村隆介

O―163 14：45 活動的逆断層に沿って分布する正断層群の特

徴：石狩低地東縁断層帯の例

……田近　淳・大津　直・廣瀬　亘・岡　孝雄

O―164 15：00 地震で生じたすべり面とその上位に発達する小

断層群－2003年７月26日宮城県北部地震震源域

にて－……………………………………橋本修一

O―165 15：15 中部日本，赤石山脈西麓の御荷鉾緑色岩中に産

出する泥質岩と斜面変状機構…………斉藤　聡

O―166 15：30 古第三系神戸層群における凝灰岩の地すべり変

形…………………………………………加藤靖郎

O―167 15：45 四国北部秩父帯に発達する打木地すべりの構造

規制……………山田知成・森田達之・横山俊治

9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―174 新潟県東頚城郡松代町に分布する泥火山の地質学的研究

………………………………新谷俊一・田中和広

P―175 赤石山地南部，大井川上流域（井川湖～畑薙湖）の四万

十帯に分布する岩盤クリープ…徳嶺庄一郎・久田健一郎

P―176 ワイオミング州Sheep Mountain背斜構造の南西翼にみ

られる石灰岩の流れ盤地すべり構造……………藤井幸泰

世話人：近藤康生（ykondo@cc.kochi-u.ac.）・入月俊明

9月20日（月）14：00－16：30 F31会場
座長：168―172 根本直樹，173―177 入月俊明

21．新生代古生物

20．ノンテクトニック構造
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O―168 14：00 宗谷海峡南東域における現生C i b i c i d e s

lobatulus（Walker and Jacob）の生息域－よ

り正確な底生有孔虫の生息域の推定法－

……………………………内田淳一・長谷川四郎

O―169 14：15 阿蘇海の柱状試料ASC2におけるVirgulinella

fragilisの産状 ……………高田裕行・瀬戸浩二

坂井三郎・田中里志・高安克己

O―170 14：30 房総半島館山市の完新統津波堆積物中の貝形虫

群集…………佐々木裕美・入月俊明・藤原　治

O―171 14：45 兵庫県更新統”高塚山粘土層”産貝形虫化石と

古大阪湾の海況変動との関連

…………………入月俊明・松原尚志・村松博美

O―172 15：00 本州中部における上部中新統～鮮新統の渦鞭毛

藻化石層序…………………片桐　啓・栗田裕司

O―173 15：15 日本とその周辺の始新世～漸新世渦鞭毛藻化石

群集と古環境変化に関する予察………栗田裕司

O―174 15：30 長崎県高島地域に分布する古第三系伊王島層群

の微化石層序

………………山口龍彦・田中裕一郎・西　弘嗣

O―175 15：45 瀬戸内海東部沿岸地域における古第三紀貝類化

石群の分布と群集特性…………………松原尚志

O―176 16：00 地殻のレオロジー変形が古生態系に及ぼす影

響：喜界島第四紀陸産貝類の例

……山崎和仁・千葉　聡・奥野淳一・丸井康成

O―177 16：15 常磐地域北部の富岡層から産した貝化石

………………………………大原　隆・根本修行

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―177 青森県むつ湾北東縁での底生有孔虫群集の季節変化

……………………………根本直樹・三谷多恵子

P―178 大阪湾表層コアから明らかにされた過去約150年間の底

生有孔虫群集の変化……辻本　彰・野村律夫・安原盛明

山崎秀夫・吉川周作

P―179 有孔虫殻の高感度個別安定同位体比測定による有孔虫生

態情報解析………………石村豊穂・角皆　潤・蒲生俊敬

P―180 仙台市南西部の中新統名取層群から産出するフジツボ化

石の産状……………………………………………野村真一

P―181 ボルネオ島北岸丘陵地の熱帯雨林下における植物珪酸体

の運搬・堆積……………井上　淳・江口誠一・山倉拓夫

P―182 生痕化石Schaubcylindrichnusの古生態学

……………………………………………奈良正和

世話人：長谷川　卓（jh7ujr@kenroku.kanazawa-u.ac.jp），鈴木

雄太郎

9月19日（日）14：00－16：15 F31会場
座長：178―180 長谷川　卓，181―183 田沢純一，184―186 永

広昌之

O―178 14：00 北海道北西部小平地域におけるセノマニアン／

チューロニアン階境界前後の渦鞭毛藻シストの

産出特性……………………金子麿耶・平野弘道

O―179 14：15 手取層群の対比─動植物化石の生層序学的評価

………………松川正樹・西田尚央・小荒井千人

O―180 14：30 下部ジュラ系来馬層群から産出する初期のシジ

ミ貝類の群集構造と適応戦略

………………白井亮久・小荒井千人・松川正樹

O―181 14：45 エネルギー流モデルに基づいた恐竜時代初期の

陸域生態系－北米コロラド高原を例として－

………柴田健一郎・松川正樹・M. G. Lockley

O―182 15：00 南部北上帯におけるペルム紀アンモノイド研究

の最近の進展－年代対比および古生物地理への

貢献－………………………永広昌之・御前明洋

O―183 15：15 中国広西来賓のペルム紀放散虫（その２）

……………桑原希世子・八尾　昭・｠姚　建新

李　家驤

O―184 15：30 山口県秋吉台，帰り水より産出したペルム紀の

フズリナ：Maklaya属の１種の系統的位置につ

いて………………………………………太田泰弘

O―185 15：45 青海土倉沢産前期石炭紀腕足類：秋吉テレーン

の付加した場所に関する１つの化石証拠

……………………………………………田沢純一

O―186 16：00 下部オルドビス系放散虫チャートの生痕化石－

オーストラリア南東部，Seal Creek Chertの例

…………………………角和善隆・John Webb

9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―183 福井―滋賀県境のおにゅう峠に分布する中生層の産状と

放散虫化石について………………梅田美由紀・田賀秀子

世話人：仲谷英夫（nakaya@eng.kagawa-u.ac.jp），平山　廉

9月19日（日）16：15－17：30 F31会場
座長：187―188 仲谷英夫，189―191 三枝春生

O―187 16：15 関東地方のサメ歯化石に関する資料…後藤仁敏

O―188 16：30 日本本土における第四紀カメ類動物相とその古

生物地理学的・古環境学的意義

………………平山　廉・高橋亮雄・安川雄一郎

O―189 16：45 千葉県袖ヶ浦市吉野田に分布する下総層群清川

層（中部更新統）からニホンジカ化石の産出

…高桑祐司・兼子尚知・伊左治鎭司・平山　廉

樽　創・岡崎浩子・鵜飼宏明・加藤久佳

百原　新・中里裕臣

O―190 17：00 ヤマガタダイカイギュウとアイヅタカサトカイ

ギュウ（Sirenia：Hydrodamalinae）の顎・

頚・脊柱の機能形態……………………小林昭二

O―191 17：15 タイにおける新第三紀哺乳類生層序の再検討

……仲谷英夫・三枝春生・國松　豊・田中里志

菅沼悠介・福地　亮・浜田　毅・長岡信治

Martin PICKFORD・Benjavun RATANASTHIEN

Pratueng CHINTASKUL

9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―184 恐竜骨格の仮組上げ用サポートシステム………松本幸英

P―185 和泉層群西淡層からのアズダルコ科翼竜頚椎化石の発見

23．脊椎動物化石

22．中・古生代古生物
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………………………………三枝春生・古谷　裕

P―186 穂別町，日高町とその周辺地域で新たに確認された脊椎

動物化石－特にクジラとモササウルスについて－

………………………………櫻井和彦・小野昌子

世話人：津久井雅志（tsukui@faculty.chiba-u.jp），吉本充宏・古

川竜太

9月20日（月）14：00－15：15 F51会場
座長：192―194 津久井雅志，195―196 工藤　崇

O―192 14：00 八甲田－十和田火山地域における後期中新世～

鮮新世火山岩のK-Ar年代とマグマ組成の時間

変遷……………工藤　崇・西村　健・佐々木実

藤原大祐

O―193 14：15 八幡平火山群起源のテフラとその層序

………………………………照井一明・茂庭隆彦

O―194 14：30 岩脈群の成長はマグマ供給をどのように制御で

きるか……………………………………高田　亮

O―195 14：45 山腹割れ目噴火の開始と終了の条件－三宅島の

最近500年間の噴火から ……………津久井雅志

O―196 15：00 島根半島桂島の中新世水中溶岩ドームの縞状構

造の形成過程再考 …三宅康幸・John V. Smith

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―187 堆積相および帯磁率異方性による火砕流堆積物の形成メ

カニズムの推定－栃木県茂木町周辺に分布する中新世火

砕流堆積物を例として－……………國井絢子・天野一男

松原典孝・浜田　毅・岡田　誠

P―188 浅海に流入した大規模火砕流の堆積機構：八甲田第１期

火砕流堆積物……………宝田晋治・長森英明・佐々木寿

P―189 南八丈海底火山－海底カルデラ形成活動の初期ステー

ジ－ ………………………………石田光男・坂本　泉

P―190 箱根新期軽石流の堆積構造～伊勢原市から横浜市西部に

分布する成層堆積物～……………………………笠間友博

P―191 一枚の厚い流紋岩溶岩流は多様な構造を残す

………………………………古川邦之・鎌田浩毅

P―192 仙台市西方，鮮新世深野・天神カルデラの地質

……高橋友啓・長橋良隆・吉田武義・柳沢幸夫

P―193 樽前火山先史時代活動の噴火年代…古川竜太・吉本充宏

P―194 単成火山群における火山体の分布特性－阿武・横田単成

火山群を例として－…………………清杉孝司・田中和広

世話人：三浦大助（dmiura@criepi.denken.or.jp）・荒川洋二

9月19日（日）14：00－17：45 F51会場
座長：197―201 土谷信高，202―206 宮下純夫，

207―211 木村純一

O―197 14：00 中部地方領家帯，加々須累帯火成岩体中の変輝

緑岩質マグマの役割……………………手塚恒人

O―198 14：15 愛知県岡崎地域のSr/Y・K2O含白雲母花崗岩

…………………鈴木和博・鍵山未明・仲井　豊

ダニエル　ダンクリー

O―199 14：30 リソスフェアの厚さ及び，Sr，Nd同位対比の

差異に基づくキンバーライトとカーボナタイト

親マグマの形成モデル…………………森清寿郎

O―200 14：45 北部フォッサマグナ地域に分布する鮮新世火山

岩類のK-Ar年代および岩石化学的研究

……大場孝信・廣野達也・佐藤徹也・遠藤　聡

O―201 15：00 北部フォッサマグナ中央隆起帯北縁，関田山脈

～鳥甲火山地域の火山岩類～Sr・Nd同位体比

からの検討～………………五十嵐聡・有馬　眞

O―202 15：15 北部フォッサマグナ清津峡半深成岩の岩石化学

的研究………………………広野達也・大場孝信

O―203 15：30 ヒリナベンチ海底域の初期キラウエア，アルカ

リ質マグマの高精度Pb-Sr-Nd同位体地球化学

…………木村純一・中野菜都子・T.W. シソン

M.L. クームズ・P.W. リップマン

O―204 15：45 雲仙火山噴出物の時間変化から推測する地殻内

珪長質マグマ溜りの進化

……下司信夫・星住英夫・松本哲一・宇都浩三

O―205 16：00 八丈島東山火山から西山火山へのマグマ供給系

の変化………奥　直樹・津久井雅志・中野　俊

O―206 16：15 北上山地の前期白亜紀アダカイト質花崗岩類の

鉱物組成から見積もった固結深度について

……………………………………………土谷信高

O―207 16：30 GM管サーベイメータを用いた島弧地殻起源夜

久野オフィオライト朝来岩体の放射能マッピン

グ………………早坂康隆・藤永紀仁・隅田祥光

O―208 16：45 Chilled marginはマグマの初期状態を凍結して

いるか？－室戸岬斑れい岩体での検討－

…………………星出隆志・小畑正明・村上淑子

O―209 17：00 ガブロノーライト貫入シルの結晶作用：過冷却

結晶作用とソレット分別作用

………………………………宮下純夫・足立佳子

O―210 17：15 オマーンオフィオライトの北部フィズ岩体マン

トルセクションにおける枯渇度の変化について

………………………………菅家奈未・高澤栄一

O―211 17：30 信頼度の高いRb-Sr全岩アイソクロン年代測定

法；花崗岩体形成解明のためのアプローチ

………………加々美寛雄・川野良信・石岡　純

志村俊昭・大和田正明・柚原雅樹

9月20日（月）13：00－14：00 ポスター会場
P―195 北部九州白亜紀未分化安山岩岩脈の形成モデルからみた

沈み込むスラブの地温勾配

………………大和田正明・亀井淳志・矢田　純

P―196 北上山地，綾里地域における前期白亜紀火成活動史－５

万分の１地質図幅｢綾里」－ ………西岡芳晴・吉川敏之

P―197 Petrology and Geochemistry of the Bikilal-Ghimbi

Gabbro，Ethiopia

…………Binyam W. Woldemichael・木村純一

P―198 アパタイトSr同位体組成からみた伊奈川花崗岩のマグマ

プロセス……………………………………………壷井基裕

P―199 北八ヶ岳火山の前期更新世火山岩類の岩石学的特徴

25．深成岩・火山岩とマグマプロセス

24．噴火と火山発達史
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……………………………………………西来邦章

P―200 北部北海道における中期中新世～第四紀の未分化玄武岩

―特にその部分溶融度と分離深度―

…………………石本博之・周藤賢治・後藤芳彦

P―201 東北日本弧に産する前期中新世玄武岩類の地球化学的特

徴 …………………佐藤　誠・周藤賢治・八木正彦

P―202 北八ヶ岳火山の岩石学的研究………加藤雅泰・周藤賢治

P―203 珪長質マグマ溜まりにおける分別結晶作用と再平衡化の

熱物質輸送モデル…………………………………西村光史

P―204 濃飛流紋岩，瀬戸川溶結凝灰岩層（火砕流堆積物）の本

質岩片とマトリックスの組成の比較

……………………………曽根原崇文・原山　智

P―205 南西インド洋アトランティスバンクにおけるマグマシス

テム ………………………………根尾夏紀・宮下純夫

P―206 海洋性島弧地殻起源夜久野オフィオライト朝来岩体おけ

る島弧花崗岩類の成因……………………………隅田祥光

P―207 アルカリ玄武岩質マグマにおける液体不混和の進行プロ

セス ……榊原正幸・佐野　栄・辻　智大・東村美香

P―208 付加体緑色岩にみられる玄武岩質岩石中の大規模液体不

混和現象－地球化学的アプローチ－

…………………佐野　栄・榊原正幸・東村美香

P―209 幌満かんらん岩体ダナイト脈のSr-Nd同位体組成： 通過

メルトの起源………………………芳川雅子・新井田清信

P―210 オマーンオフィオライト北部スクバ地域の斜長花崗岩の

岩相分布と全岩組成……竹内一将・宮下純夫・足立佳子

P―211 ODP Leg 209，Hole 1271Bの掘削コアからえられたダナ

イトとガブロ質部からなる混成岩とその成因

………………高澤栄一・阿部なつ江・木川栄一

P―212 丹波帯小浜地域に産する鉄ピクライトの発見

………………………………市山祐司・石渡　明

P―213 福井県三方五湖周辺，丹波帯緑色岩の単斜輝石微量元素

組成から推定される海洋底マグマ・テクトニックプロセ

ス ………………………………小泉一人・石渡　明

P―214 ニカンベツ岩体の温度履歴……………………高橋奈津子

世話人：本吉洋一（motoyosi@nipr.ac.jp），外田智千

9月18日（土）13：00－15：30 G20会場
座長：212―214 本吉洋一，215―217 中村大輔，

218―221 外田智千

O―212 13：00 石墨を含む泥質片麻岩の岩石チップを用いた部

分融解実験……森田秀彦・古川　登・廣井美邦

O―213 13：15 ザクロ石ー単斜輝石温度計の実験的評価と新た

なキャリブレーション

…………………中村大輔・平島崇男・高橋栄一

O―214 13：30 石英地質温度計

………………川嵜智佑・高野洋輔・小山内康人

O―215 13：45 珪酸塩鉱物中のルチル離溶組織からみた超高温

変成作用……小山内康人・川嵜智佑・高野洋輔

中野伸彦・大和田正明

O―216 14：00 ベトナム・コンツム地塊に分布する低温・中圧

変成岩類の変成作用とその意義………中野伸彦

小山内康人・大和田正明・T.N. Nam.

豊島剛志・角替敏昭・P. Binh

O―217 14：15 スリランカ産超高温グラニュライトのU-Th-Pb

モナザイト年代（予報）…本吉洋一・外田智千

廣井美邦・B. Prame・白石和行

O―218 14：30 ボヘミア山地南部プレソビッチェかんらん岩の

斜方輝石に見られるFe-MgとAlのディカップ

リング………………………苗村康輔・平島崇男

マルティン　スフォイッカ

O―219 14：45 西アルプス・セシア帯Eclogitic Micaschist

Complex南部に産するローソン石の岩石学的な

意味…………………………松本啓作・平島崇男

O―220 15：00 中国新彊・西部天山地域に産する含ヒスイ輝石

エクロジャイトのP-T経路 …榎並正樹・林　偉

O―221 15：15 中国，東海産超高圧変成岩にともなう石英脈中

で，藍晶石を置換して成長するコランダム：部

分融解の証拠？

…………………廣井美邦・サイモン・ウォリス

9月19日（日）14：00－16：45 G20会場
座長：222―224 乾　睦子，225―228 岡本　敦，

229―232 山口はるか

O―222 14：00 鳥取県溝口地域に産するざくろ石－黒雲母片麻

岩中の高Mnざくろ石の産状と形態 …増成寛文

O―223 14：15 塩基性片岩の後退変成反応の進行度…岡本　敦

O―224 14：30 別子地域の藍晶石石英エクロジャイトの流体包

有物－ざくろ石累帯構造から推定した流体包有

物形成時期－………………大塚和彦・平島崇男

O―225 14：45 四国三波川変成岩のシールドクラック：微細組

織と化学組成……………山口はるか・鳥海光弘

O―226 15：00 前進モデルによるザクロ石成長シミュレーショ

ンの感度分析……………………………乾　睦子

O―227 15：15 ざくろ石の異方成長と歪み速度履歴…鳥海光弘

O―228 15：30 三波川変成帯の鉱物帯順序　Pseudosectionに

よる検討………坂野昇平・松本啓作・平島崇夫

O―229 15：45 四国中央部三波川帯の変形史に関する若干の考

察……………………………原　郁夫・塩田次男

O―230 16：00 三波川変成岩を構成する石英の微細構造と変形

条件：上昇時温度－変形－時間履歴の組み立て

とテクトニクス

…………………竹下　徹・Renee Heilbronner

O-231 16：15 ダナイト・ウェーライトの粒成長実験

……………………………大内智博・中村美千彦

O-232 16：30 オリビンの格子選択配向に対する水と温度の影

響……片山郁夫・Zhenting Jiang・唐戸俊一郎

9月18日（土）12：00－13：00 ポスター会場
P―215 海洋地殻の沈み込みに伴う脱水変成作用の熱力学フォー

ワードモデルを用いた定量化

…………………桑谷　立・岡本　敦・鳥海光弘

P―216 ヒューム石族鉱物の熱力学的モデル……………谷内勇介

P―217 日高変成帯の最下部地殻構成岩石：デラミネートした岩

石の推定……………………………………………志村俊昭

P―218 ポロシリオフィオライト北部・チロロ川流域における変

26．変成岩とテクトニクス
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成作用 ………………………………田中真二・宮下純夫

P―219 日立変成岩地域東部の地質と変成作用

…………………………横須賀　歩・田切美智雄

P―220 関東山地下仁田地域ヒスイ輝石岩体の地質構造と岩石学

……田辺克幸・新井宏嘉・宮下　敦・板谷徹丸

P―221 三波川変成帯高越地域の多様なタルクの産状：特にアル

カリ輝石とタルクについて………鵜生川太郎・平島崇男

P―222 別子銅山（１：25,000地形図）地域の三波川変成岩の地

質構造，変形石英の微細構造および角閃石・緑簾石の組

成累帯構造－特に低温化の上昇時後期の変形について－

……………………Abdel-Hamid El-Fakharani

Toru Takeshita

P―223 四国西部・高月山花崗岩体中の変成岩ゼノリスに記録さ

れた高度変成作用

……吉村康隆・高居恵美・山倉敦子・保科高志

P―224 山口県東部笠戸島における領家変成帯の広域変成作用と

接触変成作用…………………………別府裕樹・奥平敬元

P―225 Clarifying the western extension of the

MedianTectonic Line through Kyushu， with

specialreference to the Amakusa mylonite

……………………James Hunt・Hideo Takagi

P―226 中国雲南省哀牢山－紅河剪断帯の歪集中………佐藤暢史

高木秀雄・島田耕史・正路徹也

金田博彰・丁　俊・胡　長寿

P―227 Comparison of isotopic characters of porphyroblastic

gneiss from the Ryeongnam Massif and those of the

Sangun metasediments： possibility of common

protolith and contributions of Mesozoic igneous

emplacement ………………………………………宮本知治

P―228 中国・蘇魯超高圧変成帯におけるコース石エクロジャイ

トの最高変成条件の広域比較：……平島崇男・中村大輔

P―229 キルギス共和国マクバル地域に産するコース石を含む

Grt-cld-tlc schistについて …………石田千佳・高須　晃

櫻井　剛・赤星勝則・田切美智雄

P―230 キルギス・南部天山アトバシ地域のエクロジャイト

…………………高須　晃・バキロフ，アパス B.

サキエフ，K.S・櫻井　剛・石田千佳

赤星勝則・ノブゴロゼフ，O.S.

オロズバエフ，R.T.・バキロフ，A.A.

田切美智雄

P―231 南インド・Madurai岩体のグラニュライトから発見され

たサフィリン＋石英組み合わせの意義…………角替敏昭

立石恵子・M. Santosh・A.S. Janardhan

P―232 モザンビーク北部，ルリオ帯前地の先カンブリア紀基盤

岩類のSr同位体組成………………加々島慎一・白石和行

Geoff H. Grantham・Bernard Ingram

P―233 含サフィリン－ザクロ－石斜方輝石グラニュライトは海

嶺熱水変質玄武岩の化石か？…………………馬場壮太郎

P―234 ザクロ石-黒雲母地質温度計による高温変成岩の後退変成

条件の推定…………………………………………池田　剛

世話人：高橋直樹（takahashin@chiba-muse.or.jp），角替敏昭

9月18日（土）12：00－13：00 ポスター会場
P―235 ペントランダイト，Tiファッサイト，Ol-Cpx-Af±Opx

シンプレクタイトを含む隠岐島後の更新世玄武岩

…………………沢田順弘・田山良一・松本一郎

P―236 走査型蛍光Ｘ線分析顕微鏡（XGT-2700V）を用いた層状

はんれい岩の組織解析の試み

………………針金由美子・道林克禎・戸上昭司

P―237 高温変成岩および火成岩中の希土類鉱物の挙動：電子線

マイクロプローブ分析によるアプローチ………外田智千

P―238 高温高圧下におけるSiO2鉱物－ルチルの相関係

………………高野洋輔・小山内康人・川嵜智佑

P―239 透過型電子顕微鏡によるかんらん石の転位密度測定方法

に関する研究…………阪本志津枝・山崎大輔・入舩徹男

P―240 愛媛県西条市における市之川礫岩とＦ含有量からみたア

ンチモン鉱床の形成過程……………平岡良崇・堀　利栄

P―241 ロシア・カムチャツカ半島の高砒素温泉沈殿物から産出

した Ca-Fe3＋-As鉱物：ユーコナイトの電子顕微鏡観察

…………西川　治・Victor Okrugin・白木康一

田崎和江

世話人　坂本正徳（cigma@kokugakuin.ac.jp）

9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―242 重力異常解析による四国北西部における南北系断層の解

明 …………………市原　寛・榊原正幸・大野一郎

P―243 地すべり地の三次元地質モデルの構築－地質構造の論理

モデルを基礎にして－

……梶山敦司・塩野清治・升本眞二・藤田　崇

P―244 駿河湾の底質……………金子純二・梶　　琢・弘松峰男

吉河秀郎・横山心一郎・根元謙次

P―245 20万分の１日本数値地質図データベース（シームレス地

質図）詳細版の構築とその意義……井川敏恵・脇田浩二

P―246 東日本シームレス地質図（20万分の１日本数値地質図デ

ータベース）……………脇田浩二・鹿野和彦・柳沢幸夫

尾崎正紀・竹内圭史・中野　俊・宝田晋治・井川敏恵

P―247 地層名検索データベースの構築－その３………巌谷敏光

鹿野和彦・中野　俊・松浦浩久・高橋　浩

西岡芳晴・宮崎一博・尾崎正紀

P―248 火成岩に占める火山岩の面積比の減少が示す日本列島の

隆起と削剥過程……………………………………松浦浩久

P―249 CCOP DCGM-IV プロジェクト「アジア地熱データベー

ス」 ………………佐脇貴幸・村岡洋文・大久保泰邦

世話人：田村嘉之（tamura-yoshiyuki@pop07.odn.ne.jp）・風岡

修・三田村宗樹

9月19日（日）15：30－17：15 F20会場
座長：233―236 香川　淳　237―239 藤崎克博

O―233 15：30 震度階分布の異方性と地質構造－茨城県南部地

震の例－………楠田　隆・酒井　豊・加藤晶子

29．環境地質

28．情報地質

27．岩石鉱物一般
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竹之内耕・岩井久美子

O―234 15：45 千葉県地域を中心とした長周期地震動に関する

検討……………酒井　豊・楠田　隆・加藤晶子

O―235 16：00 「白色蛇紋石」の常温・常圧下における沈殿

……加藤孝幸・水落幸広・二ノ宮淳・斉藤晃生

O―236 16：15 石灰岩洞窟における物質移動：福岡県北九州市

平尾台，千仏鍾乳洞の場合

…………………鮎沢　潤・藤木道雄・吉村和久

O―237 16：30 近年の関東地下水盆の地下水位………笠原　豊

古野邦雄・香川　淳・楠田　隆

根本久美子・楡井　久

O―238 16：45 地下水シュミレーションの事後監査（その４）

……………………………………………藤崎克博

O―239 17：00 比抵抗モニタリングを用いた廃棄物層安定化把

握の試み……香村一夫・原　雄・Bulent Inanc

井上雄三・小野雄策

9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―250 孔井中のウラン含有地下水の挙動－山形県金丸地区の

例－ …………………内藤一樹・亀井淳志・塚本　斉

渡部芳夫・関　陽児

P―251 地下水物質移行現象の浅層地質モデル：山形県金丸地区

の例 ………渡部芳夫・関　陽児・張　銘・内藤一樹

鈴木正哉・竹田幹郎・亀井淳志

P―252 孔内微流速検層による難透水性岩盤中のみずみちの補

足－山形県金丸地区の例－

…………………関　陽児・内藤一樹・渡部芳夫

P―253 堆積岩の圧密に伴う地層厚・間隙率変化のシミュレーシ

ョン－高レベル放射性廃棄物の地層処分研究に向けて－

……亀井淳志・渡部芳夫・竹田幹郎・関　陽児

張　銘・竹野直人

P―254 中海底泥および農業集落廃水処理場の汚泥の高温処理腐

植化による有効利用……石賀裕明・横井絵美・増永二之

松本真悟・木茂侑子・羽山　究・若月利之

小村洋司・藤田直樹

P―255 北海道北部新第三紀声問層および稚内層中の深部地下水

中の微生物培養分析……青木和弘・濱克　宏・國丸貴紀

福島龍朗・帆秋利洋・田崎和江

P―256 関東平野及び大阪平野の温泉開発とその泉質と年代の比

較研究 ………………道前香緒里・石賀裕明・丸岡幹男

P―257 北九州市小倉南区の間欠冷泉，満干の潮にみられる地球

潮汐の影響…………………………………………藤井厚志

P―258 非火山性温泉の泉質特性－東北地方の例－

………………………………阪口圭一・玉生志郎

P―259 河川堆積物の化学組成の季節変動－室見川および祓川の

例－ ………………………………柚原雅樹・古川直道

伊藤裕之・高本のぞみ・柚原美恵

P―260 岩盤の風化と第四紀環境変遷の関係…………大河内　誠

P―261 モエジマシダによる自然由来のAsを高濃度に含む土砂の

浄化に関する基礎的実験－ファイトレメディエーション

技術の実用化への展開－……………渡邉　彩・高木　梢

榊原正幸・井上雅弘・堀　利栄・佐野　栄・久保田領志

P―262 海底堆積物における生物由来の有機態ヒ素の挙動

……寺田亜紀・竹内美緒・難波謙二・金井　豊

高橋あすか・黒岩貴芳・駒井　武・楡井　久

P―263 愛媛県砥部町のAsに富む変質安山岩における熱水変質作

用および環境岩石学的研究…………千葉悦子・中井芳恵

近石沙知子・榊原正幸・堀　利栄・佐野　栄

P―264 愛媛県南西部御荘湾における過去約150年間の底質環境

変遷 ……天野敦子・岩本直哉・井上卓彦・井内美郎

P―265 美保湾日野川河口域における過去約200年間の堆積史

…………………奥村　学・井上卓彦・米田明徳

五十嵐厚夫・原口　強・井内美郎

P―266 海砂採取後海域における海底地形と粒度組成から見た底

質の回復過程……………原田英明・岩本直哉・井上卓彦

中條喜友・布川裕也・奥村　学・井内美郎

P―267 オマーンオフィオライト超苦鉄質岩に伴う炭酸塩－大気

CO2固定技術開発の観点から－

…………………二ノ宮淳・加藤孝幸・水落幸広

P―268 蛇紋岩体へのCO2固定の可能性について ………水落幸広

二ノ宮淳・加藤孝幸・矢島達哉・岡本征雄

P―269 幌延地域の新第三紀珪質岩に認められる水－岩石反応

……石井英一・濱　克宏・國丸貴紀・加藤孝幸

P―270 阿武隈地域の河川堆積物におけるウランの存在形態につ

いて …………………鈴木正哉・鈴木　覚・福士圭介

世話人：上野将司（ueno-shouji@oyonet.oyo.co.jp）

9月19日（日）13：00－14：15 H11会場
座長　前半　横田修一郎・後半　西山賢一

O―240 13：00 凝灰岩の急崖におけるタフォニの選択的発達と

岩盤崩落……西山賢一・吉田　顕・横田修一郎

O―241 13：15 地すべりによる変状トンネルと設計時の問題

……………………………………………上野将司

O―242 13：30 碓氷峠鉄道施設における煉瓦の塩類風化と凍結

破砕の比較…………………朽津信明・森井順之

O―243 13：45 中新世来待砂岩の風化速度

……………………………横田修一郎・妹尾太輔

O―244 14：00 2003年宮城県北部地震被害域の鳴瀬町田園地帯

で発生した液状化被害とその発生要因

……木村克己・宮地良典・高倉伸一・原口　強

井上卓彦・田辺　晋・植木岳雪・稲崎富士

国松　直・青野道夫・高木俊男・内山美恵子

世話人：紺谷吉弘（kontani@fkc.ritsumei.ac.jp）・阿部国広・嘴

本　挌

9月18日（土）13：00－14：15 F20会場
座長：245―249 紺谷吉弘

O―245 13：00 高大連携は地学教育に何をもたらすか？－サイ

エンス・パートナーシップ・プログラム（SPP）

の経験－…………………………………寺戸　真

O―246 13：15 インターネット上の大気汚染データを利用した

大学教養科目での環境教育ー首都圏の光化学ス

31．地学教育・地学史

30．応用地質学一般
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モッグについてー………………………山縣　毅

O―247 13：30 地学教育の中の工学・物理学・化学・生物学・

農学・医学教育の“めばえ”を育もう

……………………………………………神戸信和

O―248 13：45 「地球科学者の目」になってもらう博物館の開

発と運営……………………石垣　忍・碇　京子

O―249 14：00 日本での地向斜概念の発展とプレート論

……………………………………………泊　次郎

9月18日（土）12：00－13：00 ポスター会場
P―271 教科「地学」の内容は，児童・生徒の興味関心に応えて

いるか？－民話の分析から－………斎木健一・宮橋裕司

P―272 大気の組成と物質の変化をどう教えたか－小学校６年の

授業－ ……………………………………………阿部国広

P―273 理科総合Ｂにおける地学と生物を総合した教科横断的な

学習プログラム…………高橋　修・真山茂樹・湯浅智子

P―274 古環境の推定に関する教材の開発とその実践…三次徳二

P―275 千葉県地学教育研究会の活動………米澤正弘・山本和彦

P―276 地球を理解するための博物館ネットワーク構築と地球誌

学習システムの開発を目指して…平田大二・新井田秀一

山下浩之・田口公則・笠間友博・小出良幸・高橋　司

P―277 明治～大正期における蓮華鉱山の開発と立山信仰－元神

職・佐伯宗則をめぐる鉱山経営－

………………竹之内　耕・木島　勉・水島則義

P―278 Lymanの野帳に貼付された道南地質図…………金　光男

世話人：吉川周作（yoshi@sci.osaka-cu.ac.jp），岡崎浩子，嵯峨

山積

9月19日（日）14：00－17：45 B会場
座長：250―253 公文富士夫，254―257 輿水達司，

258―261 福沢仁之，262―264 牧野内猛

O―250 14：00 珪藻化石群集変化が示す北浦の人為的水質変化

…………………納谷友規・谷村好洋・金井　豊

公文富士夫・天野一男

O―251 14：15 東京湾岸の埋立地で得られる浚渫土中の化石群

集の年代および産出層準…加藤晶子・加藤久佳

伊左治鎭司・田中裕一郎

O―252 14：30 富士山北西麓本栖湖周辺のボーリングコアおよ

び水中映像からみた富士山起源溶岩類の活動史

…………………輿水達司・山本玄珠・松田泰治

内山　高・渋谷　誠

O―253 14：45 新潟県魚沼丘陵にみられる更新世中期～後期の

赤色風化－赤色土の高度分布と丘陵の形成史に

ついて－…………………………………仲川隆夫

O―254 15：00 河成段丘から考察する山形県西部および新潟県

北部，荒川流域の変動………………藤平秀一郎

O―255 15：15 信濃川流域の後期更新世の河成段丘堆積物の層

序…………………………………………渡辺秀男

O―256 15：30 長野市信更町高野に分布する湖沼堆積物に基づ

く最終間氷期の古気候復元の意義

…公文富士夫・田原敬治・角田尚子・野末泰宏

O―257 15：45 立山みくりが池年縞堆積物による過去2850年間

の環境変動………………………………福澤仁之

O―258 16：00 静岡県牧ノ原台地における第四系の分布と隆起

の特性………………………山下　真・柴　正博

横山謙二・根元謙次

O―259 16：15 愛知県安城市の地下地質…牧野内猛・加藤麻衣

大石康雄・塚本将康・武邑圭司・大島　武

O―260 16：30 濃尾平野東縁部の地下地質……………塚本将康

牧野内猛・内園立男・濃尾地盤研究委員会

O―261 16：45 京都盆地南部八幡市内里で掘削した沖積層コア

（GS-KYH）の堆積相 ……宮地良典・田中里志

河角龍典

O―262 17：00 ため池堆積物の多環芳香族炭化水素濃度からみ

た大阪市における人為汚染の歴史……石竹美帆

森脇　洋・加田平賢史・山本　攻

鶴保謙四郎・吉川周作

O―263 17：15 島根大学における極低レベル放射能分析装置の

導入と沿岸環境の層位・古生物学的評価への応

用………………野村律夫・蜷川清隆・平木雄太

安井　稔・小村和久

O―264 17：30 ケニア・リフト帯に分布する塩湖と淡水湖の特

徴………瀬戸浩二・田中里志・stephen Mathai

沢田順弘

9月19日（日）13：00－14：00 ポスター会場
P―279 オホーツク海南西部における最終氷期最寒冷期以降の古

海洋変動…………………小森次郎・福澤仁之・池原　研

P―280 北海道オホーツク沿岸で確認されたイベント砂層

………………仁科健二・高清水康博・嵯峨山積

P―281 現在の地熱活動によるESR年代のリセット ……水垣桂子

P―282 茨城県中部霞ヶ浦周辺地域における更新統下総層群の層

序と年代…………………横山芳春・大井信三・安藤寿男

P―283 国指定天然記念物「木下貝層」の層相と貝化石およびそ

の文化財的意義…………岡崎浩子・黒住耐二・大原　隆

桂　雄三・大野康男・伊藤哲之

P―284 東京湾沿岸部および周辺低地の沖積層と古環境

…………………村田泰輔・武川貴之・西嶋優一

石綿しげ子・遠藤邦彦

P―285 長野県小諸～東御地域における下部更新統中の花粉化石

群集 ……………………………………………高塚哉子

P―286 能登半島，輪島市曽々木海岸のビーチロック

………………吉冨健一・次重克敏・小笠原　洋

P―287 岐阜県揖斐郡谷汲村深坂湿原における花粉および微粒炭

分析による後期更新世から完新世の古環境変遷

……此松昌彦・神崎英記・井上　淳・吉川周作

P―288 琵琶湖高島沖コアの粒径変動にみる過去約25万年間の環

境変遷 ………………………………齋藤笑子・井内美郎

P―289 球状炭化粒子を用いた堆積物の年代推定法－大阪市内の

堀・溜池堆積物を例にして－

…………………村上晶子・井上　淳・吉川周作

P―290 山口県宇部市から更新統火山灰層の発見とその意義

…………………松尾征二・木原礼智・表川義一

P―291 徳島県東部，板野町のジョガマル池湖底堆積物からみた

過去約1000年間の環境変遷史………多田恭子・岩本直哉

32．第四紀地質
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井上卓彦・天野敦子・川口優美

齋藤笑子・布川裕也・井内美郎

P―292 熊本市西部金峰山地域芳野層の珪藻・花粉化石に基づく

古環境変遷……………打越山詩子・長谷義隆・岩内明子

P―293 バイカル湖湖底堆積物の粒子密度からみた環境変遷史

…………………川口優美・岩本直哉・井内美郎

P―294 中国内モンゴル自治区「岱海」の湖底堆積物に記録され

た中国内陸部における過去約３万年間の環境変遷

………………………………岩本直哉・井内美郎

P―295 南部ベトナムメコン堆積盆東縁における更新世段丘堆積

物の分布とOSL年代 ………………………………北沢俊幸

P―296 古カトマンズ湖堆積物中の珪藻化石群集の分析に基づく

中央ヒマラヤの第四紀後期の古気候・古環境変動史

…………………林　辰弥・酒井治孝・谷村好洋

矢作　亘・酒井英男

P―297 カトマンズ盆地の後期更新世の気候変動とヒマラヤの山

岳氷河の消長－花粉分析によるアプローチ……藤井理恵

酒井治孝・矢作　亘・酒井英男・内田昌男・三好教夫

P―298 Stratigraphy and depositional environments of the

basin-fill sediments in the southern part of the

Kathmandu Valley，Central Nepal

………Paudel Mukunda Raj・Harutaka Sakai
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主催：独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター・日本地質学会
後援：千葉県・千葉県教育委員会・千葉市教育委員会・関東地質調査業協会・千葉大学理学部

お問い合せは，地質調査総合センター事務局までどうぞ．
http://www.gsj.jp/  e-mail:gevent@m.aist.go.jp
電話：029-861-3603 Fax：029-861-3602

今年も，日本地質学会年会にあわせ，「地質情報展」が開催されます．

深海堆積物からなり現在も隆起している千葉県を，サブテーマ「海から生まれた大地」と表し，千葉県に関係ある様々なテーマのポスター
展示と，その内容について地質調査総合センターの研究者が直接説明ことにより，「地質」への関心へと導きます．

さらに，「地質標本館」から，珍しい化石や鉱物の標本を展示するとともに，あなたの疑問に答える地質相談コーナー，化石レプリカ作成や
地質現象の体験コーナー，顕微鏡観察，砂の不思議（鳴り砂・砂変幻）など，お子さんにも楽しく学べる「体験コーナー」を用意しています．

ぜひ，皆さんの周りの方々へPRをお願いします．

日時：９月18日（土）
～20日（月）

９：00～16：30

会場：千葉県立中央博物館
２F企画展示室ほか
（千葉市中央区青葉町955-2）

入場無料（ただし，博物館に入るのに
入館料が必要です）

展示テーマ（予定）

海から生まれた千葉の大地－その歴史をひも解く・海岸段丘
が語る過去の巨大地震・房総半島南端の陸上で深海底探検?!・
タービダイトの話・木更津付近の地質－関東平野の地盤を観
察できるところ・関東平野の深部地下地質を探る　ほか

体験コーナー（予定）

いろんな石に触ってみよう割ってみよう！・自分だけの化石
の模型を作ろう！・パソコンで地学クイズにチャレンジ！・
砂で遊ぼう砂で学ぼう！・水槽実験で地形を再現！・不思議
なメガネで立体的に見る海や山！・ペットボトルで地盤の液
状化を再現！・グラブ採泥器でマンガン団塊を採ろう！



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



ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140－8－28067
No. 38以前の論集 : 院生・学生は４割引，正会員は２割引　No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

地　質　学　論　集
第 21 号　続・日本列島の基盤．加納　博ほか編，331pp., 1982年４月刊，会員頒価 2,400円，〒340円
第 26 号　白亜系の国際対比―現状と問題．平野弘道編，172pp., 1985年３月刊，会員頒価2,000円，〒290円
第 30 号　日本の第四紀層の層序区分とその国際対比．市原　実ほか編，221pp., 1988年４月刊，会員頒価2,000円，〒340円
第 33 号　西南日本内帯高圧変成帯とテクトニクス．西村祐二郎ほか編，357pp., 1989年４月刊，会員頒価3,000円，〒340円
第 34 号　堆積盆地と褶曲構造―形成機構とその実験的研究―．三梨　ほか編， 209pp., 1990年３月刊，会員頒価2,500円，

〒340円
第 37 号　古日本海東縁の新第三系―層序・古地理・古環境．小林巌雄ほか編， 326pp., 1992年３月刊，会員頒価3,000円，

〒340円
第 38 号　変動帯における砕岩類の組成と起源―日本列島を例として―．君波和雄ほか編，401pp., 1992年３月刊，会員頒価

3,500円，〒340円
第 40 号　中央構造線のネオテクトニクス―その意義と問題点―．岡田篤正ほか編，250pp., 1992年12月刊，会員頒価3,200円，

〒340円
第 41 号　中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒290円
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒340円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒340円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒340円
第 45 号　シーケンス層序学―新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，249pp., 1995年８月刊，会員頒価2,500円，〒340

円（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒290円
第 47 号　日高地殻―マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒340円
第 48 号　Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan―　岡田博有

ほか編，188pp.，1997年６月刊，会員頒価 2,100円，〒340円
第 49 号　21世紀を担う地質学．新妻信明ほか編，232pp.，1998年３月刊，会員頒価 2,500円，〒340円
第 50 号　構造地質　特別号―21世紀の構造地質学にむけて―．狩野謙一ほか編， 263pp.，1998年７月刊，会員頒価2,500円，

〒340円
第 51 号　地震と地盤災害―1995年兵庫県南部地震の教訓―．岡田博有ほか編， 162pp.，1998年３月刊，会員頒価3,000円，

〒340円
第 52 号　オフィオライトと付加体テクトニクス．宮下純夫ほか編，316pp.，カラー 10pp.，1999年９月刊，会員頒価3,000円，

〒340円
第 53 号　本州弧下部地殻と珪長質マグマの生成・活動システム．加々美寛雄ほか編，401pp.，1999年11月刊，会員頒価3,900

円，〒450円．
第 54 号　タフォノミーと堆積過程―化石層からの情報解読―小笠原憲四郎ほか編，197pp.，1999年12月刊，会員頒価2,900

円，〒340円．（入荷しました）
第 55 号　ジュラ紀付加体の起源と形成過程．木村克己ほか編，221pp.，2000年１月刊，会員頒価2,800円，〒340円．

（売り切れました）
第 56 号　古領家帯と黒瀬川帯の構成要素と改変過程．高木秀雄ほか編，253pp., 2000年３月刊，会員頒価2,900円，〒340円．
第 57 号　砕砕岩組成と堆積・造構環境．公文富士夫ほか編，240pp., 2000年９月刊，会員頒価2,800円，〒340円．

リーフレットシリーズ
大地の動きを知ろう―地震・活断層・地震災害―　1995年４月発行　会員価格200円（非会員300円）
大地のいたみを感じよう―地質汚染Geo－Poollututions 1997年２月発行　会員価格 200円（非会員300円）
大地をめぐる水―水環境と地質環境―　2001年５月発行　会員価格300円（非会員400円）

下敷き : 「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」（英語版）１枚200円（非会員300円）

講演要旨集ほか
第109年学術大会講演要旨集（2002年９月刊，新潟）会員頒価3,500円，〒500円
第110年学術大会講演要旨集（2003年９月刊，静岡）会員頒価3,500円，〒500円
第110年見学旅行案内書（2003年９月刊，静岡） 会員頒価1,500円，〒350円

（静岡大会セット購入の場合送料実費請求）

クリアファイル：学会オリジナル．A４版透明タイプ　会員頒価　１枚100円
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千葉県君津市久留里大谷付近で観察される
上総層群上部の万田野層

伊藤　慎（千葉大学理学部地球科学科）

房総半島中央部には砂礫層が広く分布し，首都圏の建設用資材と

して古くから土砂採取の対象となってきた．このような砂礫層の１

つが上総層群上部の万田野層である．万田野層はおよそ60万年前に

形成された地層で，構成堆積相の特徴から下部と上部に大きく区分

される．下部は下位より砂礫質の外浜堆積物，礫質の前浜堆積物と

後浜堆積物，ならびに泥質の塩水湿地堆積物などで構成される．こ

れに対し，上部は大規模な斜交層理の発達する砂礫質の陸棚サンド

リッジ堆積物で特徴づけられる．一般に，下部と上部の境界には顕

著な侵食面が認められる．この露頭では，下部の最上部に発達して

いた塩水湿地堆積物が完全に侵食され，その一部が泥質岩礫として

上部の陸棚サンドリッジ堆積物の最下部に取り込まれている様子が

観察される．シーケンス層序学的には，下部は高海水準期堆積体，

上部は海進期堆積体に区分され，下部と上部の境界はシーケンス境

界であるとともに，海進面に対応している．したがって，万田野層

はシーケンス層序学的に見た場合，２つの堆積シーケンスに区分さ

れることになる．このような堆積シーケンスの発達は，氷河性海水

準変動に大きく支配されていたと考えられている．

表紙紹介
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９月18日，千葉大学において日本地質学会第111年定例総会を開催いたします．今総会は，新会則への移行措置として，旧会則（2004年９月
19日以前）の第10条により正会員・準（学生）会員の1/15以上（委任状を含む）の参加をもって成立し，議決は旧運営細則第１条の５項によ
って，委任状を含まない出席者の多数決により行います．重要な審議事項について，あらかじめ審議内容のご説明をいたします．

（日本地質学会理事会）

審議事項 １）事業年度，総会開催月の変更をともなう会則の変更について
理事会ならびに評議員会は，現在の事業年度と総会開催の時期（＝役員の交替時期）について検討し，総会開催時期の変更と現在１月～12

月までとしている事業年度（＝会計年度）を，４月～翌年３月までに改めることにいたしました．また，事業年度（＝会計年度）の変更に合
わせて，会費の年度も現在１月～12月までを１年としているのを，４月～翌年３月までを１年として変更することにいたしました．
以上のことから関係の会則を，下記のように改めることを提案いたします．また，運営細則の変更については総会の議決事項ではなく，報

告，承認事項ですが，会則変更と大きく関わる部分ですので合わせてご説明いたします．

・会則の改正案および運営細則の変更
現行の下線部分を変更後は太字下線のように改めます．
＜会則の変更案＞
第30条　通常総会は，毎年９月に会長が招集する．
変更後＞　通常総会は，毎年事業年度終了後，３ヶ月以内に会長が招集する　

＜運営細則の変更案＞
第44条　この学会の事業年度は，毎年１月１日に始まり，12月末日に終わる．
変更後＞　この学会の事業年度は，毎年４月１日に始まり，翌年３月末日に終わる．
第12条　本会会費の年額（１月-12月分）を次のように定める．
変更後＞本会会費の年額（４月～翌年３月）を次のように定める．

審議事項 ２）2005年度事業計画案，および予算案について
・事業年度変更にともない，2005年度は2005年１月～2006年３月までを１年度といたします．2005年１月～112年総会（2005年５月）までは，
前年度の予算に準じた暫定的な事業計画および予算とします．112年総会において2005年度予算案,事業計画案をはかります．
・補足：事業年度変更にともなう会費の徴収について
事業年度変更にともない会費年度も４月１日～翌年３月31日に変更されますので，2005年１月～３月分までの会費（会費額の1/4）を新しい
2005年度の会費に加えて，今年の12月に請求させていただきます．会費額の変更ではありませんが，2005年度に限り，会員種別ごとの請求額
は次のようになります．

正会員：
2005年１月～３月＝3,000円，2005年４月～2006年３月＝12,000円，合計　15,000円
院生割引会員：
2005年１月～３月＝2,000円，2005年４月～2006年３月＝8,000円，合計　10,000円
準会員：
2005年１月～３月＝1,250円，2005年４月～2006年３月＝5,000円，合計　6,250円

審議事項 ３）名誉会員の推薦
例年どおり行います．

審議事項 ４）法人化についての「決議」
日本地質学会が法人となることに対する最終的な意思決定の議決を，全会員が議決権を行使する最後の本総会において行います．
109年新潟総会で学会の法人化を進めるための準備委員会の設置が認められ，翌110年静岡総会においては，法人化へ向けた会則の改正なら

びにそれらに沿った移行措置が認められました．その後，法人化準備委員会としては，千葉総会を目標として文部科学省と随時折衝を行って
おります．会員をはじめとする皆様のご支援による基本財産の確保も，継続して進めております．
法人化の許可がおりた時には，任意団体の解散，法人の設立とも，全会員の意思を基に，新しい会則（＝現行）で代議員による総会を行う

ことになります．
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７月12日夜から13日にかけて新潟県中越（ちゅうえつ）地域から

福島県にかけて，梅雨前線の活発化による記録的な集中豪雨（新潟

県栃尾市で日雨量420mm）にみまわれ，死者15名・行方不明１名，

全・半壊家屋178棟，床上・床下浸水家屋2.6万棟余，避難者２万人

という大きな災害となった．被害はとくに信濃川の支流五十嵐川と

刈谷田川が決壊した三条市と見附市，中之島町で甚大であった．

今回の災害の特徴として，記録的な豪雨であったことはもとより

次の２点，第１に五十嵐川と刈谷田川の堤防が一気に決壊して被害

を急激に拡大したこと，第２に死者の多くが高齢者で，いわゆる

「災害弱者」に属することがあげられる．

現在調査が進められている段階であるが，被害を急激に拡大した

五十嵐川と刈谷田川の２つの破堤を中心に速報する．

まず，五十嵐川では諏訪地内の破堤（写真１，図１）は蛇行した

外側（水衝部：洪水の攻撃部分）ではなく，内側の左岸部で13日の

13時頃に発生した．ここでは堤体の基礎地盤は最大径20cmほどの

礫を含む（旧）河床砂礫層から構成される（図２）．破堤地点から
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特集・平成16年７月新潟豪雨災害の速報
高濱信行・卜部厚志・新潟大学調査団
（新潟大学積雪地域災害研究センター）

写真１　五十嵐川諏訪破堤地周辺の垂直空中写真（朝日航洋（株）提供）．堤防の仮締切が終了．水田・人家への土砂礫の流出．白い部分

は砂．

図１（上） 五十嵐川諏訪（曲渕）破堤地

周辺のレーザー測量による標高計測図（朝

日航洋（株）提供）．破堤地点が深くえぐ

られ，南方へ土砂礫が流出・堆積．

図２（下） 五十嵐川破堤地点の堤体基盤

地盤断面図（新潟県提供）．堤体の基礎地

盤として層厚７mほどの（旧）河床砂礫層

が分布．この断面図の南側・破堤中心部で

は砂礫層が約５mほどの洗堀（写真３の池

の部分）．



長さ260m，幅240mにわたって，この砂礫が流出・分布している

（写真２，３）．今回の洪水流にはほとんど礫が含まれない．また，

破堤地点から100～150m下流側には水が噴出したボイリング跡（写

真４）がいくつか確認された．洪水時の高い水圧で，この砂礫層を

通して水が浸透・噴出し，砂礫も流出したものとみられる．これが

一気に破堤した原因で，堤体を「上部構造」，基礎地盤を「下部構

造」とみれば，ここでの破堤は下部構造に破堤の原因があったとい

えるであろう．堤防でのこのような「下部構造」の問題は，ここに

限られたものでなく，各地に広く存在する問題とみられる．

次に，刈谷田川の中之島町の破堤（12時50分頃）は「下部構造」

としての基礎地盤はやや固結した泥層で薄いピートを挟む．ここで

は下部構造に特別な問題は認められず，越流によって堤防の陸側

（堤内側と呼ぶとのこと）の地盤が２m以上も削られており，ここ

でも堤防が一気に決壊し，1602年に建立したといわれる妙栄寺の本

堂が吹き飛ばされた（写真５，６）．上部構造の問題として，なぜ

ここでも一気に破堤したか，その原因については今後の課題とされ

ている．

新潟大学では文部科学省の特別研究促進費（突発災害）の申請を

行い「平成16年７月新潟・福島，福井豪雨災害に関する調査研究

（代表：高濱信行，分担20名・８大学）」が採択され，洪水と破堤に

ついての気象学・河川工学・地盤工学的検討，被災状況調査，「災

害弱者」の防災対策の検討，山地部での土砂災害調査，穀倉地帯で

の農作物被害調査と今後の対策などについての総合的な調査が開始

された．また，地質屋を中心に独自の「シルバー調査ボランテイア

グループ」がつくられ，猛暑のなかを２週間以上にわたって三条市

の被災状況の調査を進められた．上述した破堤原因，洪水被害につ

いては，災害直後から共同で調査をはじめた新潟大学工学部の大熊

孝教授（河川工学，治水史）から多くの教示をえた．
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写真２　五十嵐川諏訪破堤地点の上流側からの破堤と土砂礫の流出．破堤部分は

深い池（深さ約５m）となった．

写真３　五十嵐川諏訪破堤地点から流出した礫．最大径約20cm．

写真４　五十嵐川諏訪破堤地点下流のボイリング跡．右遠方の白い部分が破堤・

仮締切部．

写真５　刈谷田川中之島破堤の直前と直後（石橋栄治撮影・提供）

上：中央部の屋根が妙栄寺の本堂． 下：破堤直後に妙栄寺本堂が流失．

写真６　妙栄寺本堂流失後の状況．破堤跡の池・吹き飛ばされたコンクリート護

岸．写真右側の↓は裏返しになって破壊した本堂の基礎（破壊前は15.3m×

15.3m）．

2
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本年７月18日未明から福井県嶺北地域の中央部（福井市東南部）

に降り始めた梅雨末期の雨は，次第に激しさを増し，18日午前６時

頃には，美山町で時間雨量88mmの降雨があった．この雨量は，美

山地区では，観測史上２番目の記録であった．積算降水量は

285mmであった．局地的豪雨となった原因は，停滞していた梅雨

前線に沿って強い雨雲が嶺北地域中央部の福井県美山町，池田町，

今立町，鯖江市東南部に次々と送り届けられ，足羽川上流・中流域

に雨を落としていったことにある．足羽川は，これらの地域の中央

を池田町から美山町中央まで北上し，その後西進し，福井市中央を

何度も蛇行をしながら横切っている．足羽川の水位は池田・美山町

地域で降った雨を集水し，急激に上昇した．福井市でも総雨量が

198mmの降雨があり，平野部からの排水も加わった．

足羽川に沿った地域での，この豪雨による被害のタイプは大きく

２つに分けることができる．一つは，池田町・美山町の山間地域で

発生した災害，もう一つは，福井市などの平地部で発生した都市部

での災害である．山間地域では，足羽川に直接流れ込む沢や谷から

の濁流や土石流・鉄砲水と足羽川の蛇行部での側壁浸食による堤防

破壊や，側壁上に存在した道路の崩壊，家屋の倒壊流出が頻発した．

福井平野部での被害は，足羽川のオーバーフローと堤防決壊による

市街化地域の床上・床下浸水である．

山間地での被害の一つにJR鉄橋の落橋がある（写真１）．福井市

一乗谷駅から隣町の美山駅までのJR越美北線は，蛇行する足羽川

を７回横断する．７つの鉄道橋のうち５個が落橋した．橋脚が基礎

から倒れている例が多い．この地域のJR越美北線は1960年に営業

運転を始めており，落橋した鉄道橋は少なくとも44年を経過してい

る．山間地では，鉄道橋だけでなく，道路橋も落橋している．いず

れの橋も建設時期が古いものであり，新しい橋は落橋していない．

豪雨直後にはすべての橋に流木が多量に引掛かっていた（写真２）．

目につく流木は，樹幹の直径が70cm，長さが20mを越え，それら

には根がついたままであった．落橋した鉄道橋や道路橋にも多くの

流木が引掛かり，ダムのような状況を作り出していた可能性がある．

峡谷に沿って敷設されている国道の道路面はコンクリートやアス

ファルトにより舗装されていたが，谷側の側面はコンクリートブロ

ックの壁になっていたり，盛土のままであったりした．今回の濁流

は盛土の部分は当然の事ながら，コンクリートブロックの部分も削

り取り，そのため，コンクリート道路面も崩れ落ち，至る所で道路

が寸断された（写真３）．国道以外の中小道路も同様であり，特に

アスファルト簡易舗装は，完全にまくれ上がったりしている．

山間部でも山地部の被害は少なく，大規模な地すべりや崩落は発

生していない．航空写真から判読しても，見つけるのが困難な，
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写真１：一乗谷駅から

美山駅までの間のJR

越美北線は足羽川に沿

って走り，途中７回足

羽川を鉄道橋で横切

る．今回そのうちの５

個の鉄道橋が落橋し

た．残りの１つも使用

不可能になっている．

（福井市安波賀町）

写真２：足羽川に架かる道路橋に残された流木群．（美山町大久保） 写真３：激流により浸食された足羽川の側壁．国道沿いに存在して

いた建物は宙ぶらりんとなっている．足羽川河床には，従来埋もれ

ていた露頭が出現した．（美山町西天田）

特集・平成16年７月福井豪雨災害の概要
福井大学教育地域科学部地域環境講座　服部　勇
福井大学教育地域科学部理数講座　　　山本博文



「爪のひっかき傷」程度の流出痕が見られるだけである（写真４）．

小規模崩落の大部分も道路側面ののり面で発生した．最大の崩落幅

は20m程度である．崩落部の厚さも１ｍ程度であり，表層部の風化

帯のみが崩れている．岩盤が崩壊している例は見つからなかった．

土石の流出の数時間前から沢水の水位の上昇があり，住民はそれ

を見て，避難した．流出した土石は，家屋の中に入り込み，場所に

よっては，厚さ２m，最大礫のサイズは70cmに及ぶにもかかわら

ず，土石の流出による死亡者は全くなかった（写真５）．沢から落

ちてきた岩石ブロックの最大のものは長径が２mに達する．足羽川

が山地から平野へ出る辺りでは，氾濫した泥流は家屋の倉庫に

50cmを越える厚さの砂層を残した（写真６）．この地域の大部分は

前期中新世の安山岩からできている．風化により，茶褐色土壌がで

き，斜面の沢から茶褐色土壌部が流出したため，濁流は茶褐色であ

り，福井市街地に残された堆積物も茶褐色の砂から泥である．これ

らは乾燥すると，黄褐色になる．

福井市中央部を流れている足羽川では山間部より数時間遅れで水

位が増し，右岸側（福井市中心部側）では，コンクリート製の止水

板の隙間から水漏れがあり，避難勧告が出された．正午頃には左岸

でも数カ所でオーバーフローし，午後１時30分頃にはその中の一つ

が決壊した（写真７）．おそらく堤防外側がオーバーフローしてき

た水により浸食されたのが原因であろう．その場所は足羽川の水流

の攻撃を受ける部分であったが，堤防岸高が最も低い所でもあった．

市街地に溢れ出した水は，北から南へ，東から西へと向かった．途

中にJRの線路（１mほどの盛土になっている）があるが，線路の下

にある地下道を通って西に向かった（写真８）．オーバーフローが

始まってから堤防決壊までに１時間ほどの時間的余裕があり，その

間に避難勧告が出され，高齢者等の移動もほぼ完了した．オーバー

フローした水嵩は，最高で１m50cmを超える（写真９）．水が引い

た後に残された砂・泥の乾燥後の厚さは厚い所で20cm程度である．

今回の局地的集中豪雨は鯖江市河和田地区や今立町にも鉄砲水に

よる大きな被害を残した．また，福井市西部の清水町の中小河川の

護岸が破壊された．全壊住宅65世帯，半壊住宅141世帯と見積もら

れ，半壊住宅の多くは，結局は撤去される場合が多い．５万人を超

えるボランティアや自衛隊による復旧活動への支援などにより，地

区によっては，外見的には，災害の痛手はほとんど消えたように見

える．しかしながら，決壊堤防や寸断道路の完全復旧，冠水田畑の

復旧，災害ごみの完全処理，JR越美北線の再開など復旧への道の

りは平坦ではない．また，過疎化が進んでいる中山間地域での住民

流出に一層拍車が掛かるのではないかと憂慮されている．

補足：今回の豪雨災害の調査は，文部科学省からの科学研究費補助

金を受けて開始したばかりであり，この概要も詳細さ，正確さに欠

ける点があると思われる．後日，調査がまとまった段階でより正確

な報告を行う．
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写真４：土石と樹木を吐き出した小渓

谷．吐き出された土石により護岸ブロッ

クは破壊され，樹木は流木となって，下

流の家屋や橋を破壊した．今回の豪雨で

は，大規模斜面崩壊は発生しなかった．

（池田町金見谷）

写真５：鉄砲水により運搬され，家屋の

中に入り込んだ土石．土石の厚さは２m

を超える．（美山町蔵作）

写真６：足羽川が山地部から平野部に出

る所で氾濫し，家屋の倉庫に残した厚さ

50cm程度の砂層．（福井市前波町）

写真７：足羽川の水位が増し，数カ所で

オーバーフローを始めた頃の空中写真．

オーバーフローが始まって30分後に写真

右下側の堤防が決壊した．（福井市春日

１丁目）（朝日新聞社提供）

写真８：福井市市街地では，場所によっ

ては１ｍ50cm程度の深さに冠水した．

（福井市月見４丁目）

写真９：JR北陸線の下にあった地下道

を通って，泥水は東から西へと移動して

いった．写真は，水が引いた後に残され

た泥とゴミ．（福井市春日町）
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いてのポスターセッションも行いま

す．

なお，プログラム等詳しい内容に

つきましては，下記連絡先までお問

い合わせ下さい．

定　員：500名（先着順）

参加費：無料

申込方法：

ファックスまたははがきで，氏名，住所

（勤務先又は自宅），電話・FAX番号，勤務

先名を明記の上，下記までお送り下さい．

2004年10月８日（金）締め切り．

問い合わせ・申込先：

〒101-0064 東京都千代田区猿楽町1-5-18

千代田ビル５階

（財）地震予知総合研究振興会

地震調査研究センター

活断層・地下構造報告会係

電話：03-3295-1501 FAX：03-3295-1507

「土壌汚染対策法」が施行されて１年半が

経過し，「指定調査機関」も1485機関（2004

年５月現在）にのぼります．しかし，地質汚

染（地層汚染・地下水汚染・地下空気汚染）

の確かな単元調査・浄化技術をもたない技術

者が，法律の土壌汚染調査法に乗っとった無

単元調査をする中で，かえって汚染を拡大さ

せてしまった事例も後をたちません．

表記研修会は，第10回まで日本地質学会関

東支部が開催しその後NPO法人日本地質汚

染審査機構に引き継がれた，わが国における

地質汚染の調査・対策技術の研究開発と発展

と普及に大きく貢献した伝統と権威ある技術

研修会です．高度でたしかな技術力習得の機

会としてぜひ受講されることをお奨めいたし

ます．

なお，この講習会は当NPOが高度な技術

と現場経験を有し，高い環境倫理観をもった

技術者として認証する，地質汚染診断士の受

験資格ともなっております．

NPO法人　日本地質汚染審査機構

理事長　楡井　久

日　時：2004年11月４日（水）～６日（土）

主　催：NPO法人　日本地質汚染審査機構

共　催：日本地質学会環境地質研究委員会

宿　泊：千葉県千倉町スパラダイス夢みさき

（予定）

参加費（消費税込）：会員（地質学会員含む）

67,000円・非会員80,000円・大学院

生52,000円（宿泊費・食費・懇親会

費を含む．個室は10,000円/泊の追

加料金が必要，また，混雑していて

取れない場合もあります）

定　員：50名（定員になり次第閉めきります．

第15回地質汚染調査浄化技術研
修会
―おもに単元調査法を基本とし
たVOC汚染調査を対象―

日　時：2004年11月11日（木）

13：30－16：00

会　場：静岡商工会議所会館５階ホール

（JR静岡駅北口西側）

テーマ：東海地震に備える

座長：静岡大学名誉教授　土　隆一

１．東海地震への企業の必須の対策

静岡県　防災局技監兼防災情報室長

小澤邦雄

２．地震災害時の医療

静岡大学教授・保健管理センター所長

池谷直樹

主　催：東海地震防災研究会

連絡先：〒422-8035 静岡市宮竹1-9-24

土研究事務所

Tel.：054-238-3240

Fax：054-238-3241

（土　隆一）

文部科学省は，地方自治体が平成15年度に

実施した調査及び平成16年度調査継続中の活

断層調査及び堆積平野地下構造調査の成果等

を広く普及するため，2004年活断層調査成果

および堆積平野地下構造調査成果報告会を開

催します．

報告会では発表の他，ポスターの展示など

を行います．参加ご希望の方は下記の申込先

までファックスまたははがきにてお申し込み

下さい．

開催日：2004年10月18日（月）～19日（火）

会　場：こまばエミナースホール

（東京都目黒区大橋2-19-5）

主　催：文部科学省

目　的：地方自治体が実施する活断層調査及

び堆積平野地下構造調査の成果等を

発表し，これを広く普及させるとと

もに，専門家等の意見を今後の調査

へ反映させることを目的として，成

果報告会を開催します．

内　容：地方自治体が実施した活断層調査と

堆積平野地下構造調査のうち，平成

15年度調査の結果及び平成16年度継

続中調査の中間報告について発表し

ます．また，発表を行った調査につ

2004年活断層調査成果および
堆積平野地下構造調査成果報告
会の開催について

大学院生は最大10名まで）

プログラム詳細はhttp://homepage1.nifty.

com/npo-geopol/をご覧下さい．

申込・問合せ先

NPO法人日本地質汚染審査機構

Tel：03-5655-6201 Fax：03-5655-6202

E-mail：npo-geopol@nifty.com

受講希望者は，氏名・所属・連絡先（電話，

FAX，Eメール），性別，年齢，部屋の禁

煙・喫煙，その他希望をお知らせ下さい．

「女性科学者に明るい未来をの会」より猿

橋賞の受賞候補者および研究奨励賞候補者募

集がありました．推薦を希望される方は，理

事会宛に11月15日までにお申し込み下さい．

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2004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2004年11月30日（必着）

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北4-29-2-217
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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．

2004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
募集



１．職種・人員：研究員・１名

２．専門分野：土木・建築［地質，地下水化

学］

３．採用後の当面の研究課題：地下水年代・

地下水化学特性の調査評価

放射性廃棄物地層処分の安全評価精度の向

上等に資するため，地下水年代・地下水化学

特性に関する調査評価の研究を推進する．特

に，地下水年代測定においては，3He／4He，

36Clなどの分析による当所の調査評価技術を

さらに発展させる．

４．専攻学科：地球科学，環境工学，資源工

学，衛生工学，原子力工学等

５．学歴：修士，博士（既卒可）

６．応募書類：

（1）履歴書（市販・大学様式，Eメールアド

レスを記入のこと）

（2）修士・博士論文の概要

７．応募締切：随時（採用が決まった時点で

打ち切らせて頂きますのでご了承下さい）

応募書類は，封筒の表に「職員募集関係」

と朱書きし，書留にて郵送して下さい．

８．採用手順：書類選考の上，必要に応じて

面談による選考を行います．

９．書類の送付および問い合わせ先：

〒270-1194 千葉県我孫子市我孫子1646

財団法人　電力中央研究所

地球工学研究所

稲村洋一

電話：（04）7182-1181（代表） 内線：1095

Fax：（04）7184-1336

電子メール：inamura@criepi.denken.or.jp

なお，詳細については，以下のウェブペー

ジをご参照下さい．

http://criepi.denken.or.jp/jp/recruit/index.h

tml

１．所属：理学部地球科学科地球進化学講座

２．職名及び人員：教授１名

３．研究分野：構造地質学，ことに野外地質

調査に基づく東アジアのプレート運動史の

研究

４．担当授業等：学部および大学院理工学研

究科博士前期課程と博士後期課程での地球

科学に関する専門教育の授業（講義および

実験・実習・演習）や研究指導のほか，教

富山大学理学部地球科学科
地球進化学講座教員公募

電話　03-3330-2455（FAX兼用）

e-mail; saruhashi@mail2.accs.ne

１　趣　旨

「笹川科学研究助成」は，21世紀を迎えて

真に質の高い社会の実現のため萌芽性，新規

性および独創性のある内容をもった研究を奨

励し，振興することを主旨とし，他からの研

究助成が受け難い研究を全国的に掘り起こす

とともに，意欲に満ちた優れた若手研究者の

育成ならびにその研究に対する助成を目的と

します．

２　研究計画および助成額

研究計画は，単年度（平成17年４月１日か

ら平成18年２月10日まで）内で研究が完了し，

成果をとりまとめられるものとします．助成

額は，１研究課題あたり年間100万円を限度

としています．

３　募集の対象者

平成17年４月１日現在，35才以下の者であ

って，次の条件を満たす者

ただし，大学院生，博物館（含む類似施設）

および図書館の学芸員・図書館司書等にあっ

ては，年齢制限はありません．

＜応募条件＞

（1）平成17年４月１日現在，大学院修士課程

ならびに博士（前期・後期）課程に在籍す

る者および進学予定者

（2）大学院生と同等以上の能力を有する者

（3）大学，研究所，研究機関，教育機関等に

おいて研究活動に従事する者

（4）博物館（含む類似施設）および図書館で

研究活動に従事する学芸員・図書館司書等

の職員

４　申請の方法

所定の「平成17年度笹川科学研究助成交付

申請書」を用いて下さい．

なお，申請書の書式はホームページをご覧

ください．

５　募集期間

平成16年９月1日（水）～平成16年10月15日

（金）＜必着＞までとします．

７　申請書の申込方法

申請書のお申し込みは，E-mailもしくは，

FAXにて郵便番号，住所，氏名，電話番号

および希望部数を明記の上，ご連絡下さい．

また，申請書はホームページからも申し込み

およびダウンロードできます．

財団法人日本科学協会　笹川科学研究助成係

〒107-0052 東京都港区赤坂1-2-2

日本財団ビル５Ｆ

TEL 03-6229-5365 FAX 03-6229-5369

E-mail：jss@silver.ocn.ne.jp

URL：http://www.jss.or.jp

平成17年度笹川科学研究助成
募集

養教育関係科目の講義や実験

５．応募資格：博士の学位を有すること．

（平成17年４月１日現在の年齢が45歳位の

方が望ましい．）

６．採用時期：平成17年４月１日

７．応募締切日：平成16年９月30日（木）必

着

８．応募書類：下記の書類を郵送して下さい．

なお，選考状況により面接をお願いするこ

とがあります．

（1）履歴書（写真貼付，高校卒業以降の学歴，

職歴，学位，受賞歴など）

（2）研究業績リスト（①博士論文，②レフェ

リーのある論文，③その他の論文・総説等，

および④著書に分けて下さい．），科学研究

費補助金等外部資金の獲得状況リスト，お

よび研究の概要（Ａ４版２枚以内）

（3）主要論文５編以内の別刷またはコピー

各１部

（4）教育実績の概要（Ａ４版１枚）

（5）今後の教育・研究に対する抱負（Ａ４版

２枚以内）

（6）当方より応募者についてご意見を伺える

方２名のお名前とご連絡先

９．応募提出先：

〒930-8555 富山市五福3190

富山大学理学部地球科学科長　酒井英男

封筒には「地球科学科教員応募書類在中」

と朱書きし，簡易書留で郵送付して下さい．

10．問い合わせ先：（所在地は書類送付先と

同じ）

（1）募集内容について

富山大学理学部地球科学科　氏家　治

Tel：076-445-6653 Fax：076-445-6658

E-mail：ujike@sci.toyama-u.ac.jp

（2）給与等について

富山大学総務部人事労務課任用係

Tel：076-445-6017

なお，選考結果の通知ならびに応募書類の

返却は平成16年11月末までに行う予定です．

日　時：2004年５月28日（月）

13：30～16：30

場　所：日本学術会議第６部会議室（６階）

出席者：山中高光（会員），海老原充（地球

化学），佐野有司（地球化学），清水洋（地

球化学），下山晃（化学），鈴木徳行（地質），

長尾敬介（地球化学）

欠席者：蒲生俊敬（地球化学），留岡和重

（鉱物），中村栄三（岩鉱），平原和郎（地
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平成17年度職員募集について

教官公募等の求人ニュース原

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．

公募

報　告

日本学術会議第19期第3回地球
化学・宇宙化学研究連絡委員会
議事録（案）

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．



え方

（iii）文・理のバランス，基礎・応用のバ

ランス

新しい学術会議の３部のそれぞれに基礎

と応用をおき，６つの選出枠を設ける．地

球科学は基礎に区別されるが，基礎科学の

重要性をアピールできるようにすることが

重要であろう．

（iv）連携学協会の認知

何を認知団体の要件とするかを明確にす

る．

（v）科学者コミュニティー

複数の学協会に所属する科学者に対して

慎重・適切な取り扱いが必要で，各学協会

として「有効科学者数」を算出する必要が

ある．

（vi）６選出枠の有効科学者数

（iii）の６つの各選出枠を合理的に決め

るために，有効科学者数を決める．

（vii）委員会

委員会を領域別委員会と課題別委員会に

分ける．

（vii）領域別委員会

研連に代わる組織で，３部で約80の領域

別委員会を設置する．地球科学系の学協会

の数が30を超えており，また，研連数も９

つを数える．80の委員会に収まるには，地

球科学系は今までより大きなくくりでまと

まる必要がある．

（viii）課題別委員会

会員及び連携会員は，いずれか１つの領

域別委員会に所属する他，１つ以上の課題

別委員会に所属する．

（3）第４部WG（平成16年３月29日）（山中

会員）

いわゆる研究費予算の構造に関して，現状

を確認した．近年の国立研究所，国立大学等

の法人化に伴い，研究者間で競争的資金の重

要性がますます高まっているが，文科省の科

学研究費補助金の額は国の重点分野に対して

支出している予算に比べると一桁以上少な

く，きわめて貧弱であることを強く認識し，

この比率を高めるための予算獲得，配分を目

指す必要がある．

（4）平成17年度科学研究費補助金の審査委員

として適切な研究者の情報提供について

（山中会員）

科研費分科「地球惑星科学」の２段審査員

の推薦を行った．８人（４名継続，４名新規）

の審査員のうち新規4名（地球物理系，地球

科学系各２名）分に対して，候補者20名を学

術振興会に推薦した．

（5）SPring-8の課金問題（山中会員）

本年度より，SPring-8での実験に対して，

施設の利用料金が課されることになり，また，

旅費の支払いも停止された．この問題が今後

大型施設の共同利用制度や大学附置研の全国

共同利用制度の見直しに波及する恐れがあ

り，学術会議に小委員会を設置し，問題解決

に向けて方策を検討することになった．

（6）総会への研究連絡委員会報告の提出（清

球物理研連）

報告事項

１．学術会議関係

（1）第142回総会（平成16年４月19～21日開

催）（山中会員）

日本学術会議法の一部を改正する法律の概

要についての報告があった．

（i）会員制度の改革

（a）会員選考方法の変更

登録学術研究団体を基礎とした推薦制

から，日本学術会議が会員候補者（210

人程度）を選考する方法に変更する．初

回会員のみ，日本学術会議会員候補者選

考委員会が選考する．

（b）定年制の導入・再任の禁止

70歳定年制を導入し，任期を６年とし

て再任を禁止する．

（c）半数改選制の導入

３年ごとに半数の会員を改選する．

（ii）内部組織の改革

（a）部の大括り化

現行の７部制から，「人文科学」，「生

命科学」，「理学及び工学」の３部制とす

る．

（b）連携会員の新設

研連を廃止し，連携会員を新設する．

連携会員は会員と連携して日本学術会議

の職務の１部を行う．定年を75歳前後と

する．（定員は決めないが，2300人程度）

（c）幹事会の設置

総会主義を排除するために，運営審議

会を幹事会に改組し，職務・権限の一部

の委任を可能とする．

（d）副会長の増員

会長の補佐機能を強化するために副会

長１人を増員し，国際交流・協力に対応

する．

（iii）内閣府への移管

内閣総理大臣の下，総合科学技術会議と

連携し，我が国の科学技術の推進に寄与す

ることが求められる．総合科学技術会議は

top-down的に科学技術政策を形成するの

に対し，日本学術会議は従来通り科学者の

意見を幅広く集約し，いわばbottom-up的

に政策提言することが期待される．

（iv）施行日

平成17年10月1日を施行日とする．但し，

初回会員の選考に係る部分は交付の日（平

成16年４月14日），内閣府への移管に係る

部分は平成17年４月１日．今19期研連は，

平成17年９月30日を持って終了する．

（2）第４部会（山中会員）

第４部として，新しい学術会議のあり方に

関する議論を行い，以下のような項目につい

て様々な意見が出された．今後他の部会から

の意見と摺り合わせて結論を得る予定であ

る．

（i）新しい日本学術会議と学協会との連携

の重要性

（ii）新会員，連携会員の選出にかかわる考

水委員長）

第142回総会において地球化学・宇宙化学

研連の活動を報告するため，過去１年間の活

動をまとめた資料を作成し，事務局宛に提出

した．

２．その他

（1）本研連の国際対応について（清水委員長）

本研連が対応研連となっている国際地球化

学宇宙化学連合（International Association

of Geochemistry and Cosmochemistry,

IAGC）の評議員が本年改選される．日本か

らの候補者が選出される見込みであること報

告された．

（2）Goldschmidt 2004の開催について（清水

委員長）

昨年の倉敷に続いて，本年はコペンハーゲ

ンでゴールドシュミット国際会議2004が開催

される．この会議で日本地球化学会は共催団

体となり，全体会議で地球化学会の英文雑誌

Geochemical Journalの論文賞の表彰が行わ

れる．

審議事項

１．第19期の活動について

19期での活動計画として，次の２つを取り

上げることを了承した．

1）国際対応，特にアジアにおける地球化

学研究者の連携強化

2）地球化学における環境学

さしあたり，1）に関して活動を行うことに

し，まず実態をつかむために日本の地球化学

分野の研究者にアンケート調査を実施するこ

とを決めた．アンケートでは現状を含めた連

携のあり方と，将来模索されうる組織化の２

つの視点を区別して意向を聞く．アンケート

の原案が清水委員長から示され，今後メール

等で意見交換しながら修正版を完成させ，で

きるだけ早く実施に移すことが了承された．

一方，2）の課題に対してどのように取り

組むかに関しては，具体的提案を募りつつ，

順次実施に移すことにした．まず，前18期で

行った「環境学における地球化学」と題する

アンケートを，地球化学会の会員に対して行

うことが了承された．18期でのアンケート対

象は環境学分野に属する地球化学以外の専門

家であったことから，今回のアンケート結果

と前回の結果との間には大きな対比が見られ

ると予想され，有意義な結果が得られるもの

と期待される．

今後この２つの活動方針については地球化

学会の評議員会でも議論し，連携しながら積

極的な活動を展開することを確認した．

２．その他

特になし．

その他

１．次回の委員会の日程について

次回の委員会を11月19日午後１時半より開

催することを決めた．
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な「色」を中心に，視覚的な面から内容の理

解が得られやすい内容・構成となっている点

は特執すべきであろう．これは，「色」が解

析の命とされるリモートセンシングにとって

は大変重要なことである．

パソコン上での操作は，わかりやすいアイ

コンが用意されるなど，視覚的にも非常に簡

単な操作性を実現し，何よりも楽しい．これ

は，学校現場の教員を対象に，理科教材とし

て本書を使う場合に，威力が発揮され，その

活用が大いに期待されるところである．

本書は，解説編，実習編，画像判読編，学

習指導案編の大きく４つから構成されてお

り，その内容は次のとおりである．

解説編

１．リモートセンシングとは？

２．リモートセンシングの原理

３．電磁場と物質の相互作用

４．大気の影響

５．地球観測衛星について

６．地球観測システム

７．衛星データと色彩理論

８．衛星データの特徴

９．各波長における物質の特徴

10．地形解析とDEM

付録. 反射率を調べる

実習編

０．はじめにお読みください

１．MIRIN_Kid’sの起動と終了

２．衛星画像の表示

３．明るさの調整

４．ファイルに関する機能

５．表示に関する機能

６．付加情報について

７．フィルタリング

８．植生指数

９．土地被覆分類

10．DEM

画像判読編

１．地質・地形について

２．火山について

３．植生・都市について

学習指導案編

１．学習指導計画・学習指導案の一般例

２．実験授業における学習指導案

以上の構成と内容からも本書が，本格的に

学校現場での教材を目指したものであること

が理解できる．実際，本文においての解説

（特に解説編）では，中学生，高校生のどの

段階を対象にしているかを明示しており，具

体的な生徒への例示や説明の方法についての

コメントがあるなど，大変きめ細かな配慮が

なされ，現場の教師にとっては利用しやすい

ものとなっている．

実 習 編 で は ， 画 像 処 理 ソ フ ト

（MIRIN_Kid’s）の使い方を中心に解説され

ているが，パソコン上のウインドウ画面の画

像を本文中に多用するなど，直感的に理解し

やすい配慮がなされている．

本書は，リモートセンシングという言葉が

持っていた「高度な専門性と知識がないと利

用できない」という概念を払拭し，読者の対

象として教育関係者を主なターゲットとした

点で，大変画期的な内容となっている．しか

も，教育関係者のみならず，地質および環境

に関係する企業や機関に勤めている方にとっ

ても，リモートセンシングの原理，特徴，応

用に至るまでを実に明快に，また簡単に解説

しており，「入門書」としての完成度は非常

に高い．

それにもまして，本書の大きな特徴は，専

用の画像処理ソフト（MIRIN_Kid’s）と衛

星画像データが２枚組のCD（Windows版）

として同封されていることにある．パソコン

にインストールして，簡単に衛星画像を目的

に応じて加工，抽出できることは，あたかも

最先端の科学技術を駆使して，地球の素顔を

解析しているという実感を得ることができ

る．加えて，同ソフトでは３D表示が可能で

あり，イメージ化の訓練が必要な生徒，子ど

も達にとっては特にありがたい機能といえ

る．３D表示のための数値標高データはCD

に同封されており，高度表示画像，陰影表示

画像，および鳥瞰表示画像を選択し様々に表

示させることができる．また，本ソフトと

CDを使うことにより，解説書の内容を多彩

画像判読編では，米国ネバダ州のキュプラ

イト，日本の中央構造線，雲仙普賢岳と三宅

島の火山，千葉県印旛沼周辺の植生・都市情

報が判読例として示されており，画像判読の

練習を行えるようになっている．

学習指導案編では，小学校高学年で２時間

分，中学校で４時間分，高校で６時間分の学

習指導計画・学習指導案が示されている．こ

れらの指導案は特に千葉県を一つの例にした

ものであり，千葉県の学校関係者にとっては，

そのまま本指導案を用いて（参考にして）の

授業展開が可能である．また，その他の地域

の学校関係者にとっても，同指導案は有用な

ものとなることは明白である．

本学習指導案では，学校現場として特に中

学校～高校を主なターゲットとしているが，

地球表面を衛星から眺めた画像は美しく，ま

た感慨深く，小学校低～中学年に対しても補

助教材としての活路を見いだすことが容易に

できる．また，小，中，高校のそれぞれの理

科教科内容の発展的な補助教材としての利用

も可能である．つまり，小学５年理科の「流

れる水のはたらき」，小学６年理科の「大地

のつくりと変化」で，本書を活用することは

子ども達にとって同単元の理解を広げ，深め

るものとして大いに役立つであろう．また，

理科教材にとどまらず，都市部を題材とした

社会科教材としての活用も期待されるところ

である．

地球環境問題が多方面から叫ばれ，グロー

バルな視点がますます求められるようになる

中で，これまで高度な科学技術として一部の

専門家が扱ってきたリモートセンシングの技

術が，本書によってようやく学校現場での教

育教材として実用化の段階に入ったといえ

る．生徒・子ども達を中心に幅広い層の読者

が，本書を通じて，リモートセンシングを学

ぶ中で，自然や地球環境について考える機会

が増えることを期待したい．

（松本一郎）
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なに多くの分野で生かされるのかと，改めて

感心した．ジオロジストにとっての岩石磁気

学のガイド本といった存在といっていいであ

ろう．

本書は次の11章で構成されている．

Ⅰ　岩石磁気学の原理

どの教科書にも必ずある基本的な原理で，

かなり難解な内容であるが，重要な部分を中

心に簡単にまとめてある．この中で，「関東

地方産の岩石の帯磁率の例」は実際に測定さ

れたものと思われ，役立つデータである．

Ⅱ 古地磁気学・岩石磁気学の研究方法・測

定方法

古地磁気学を中心に，試料採取方法とその

後の各種測定の流れが書かれている．

Ⅲ　古地磁気層序学の利用法

層序学としての古地磁気利用法のポイント

が書かれている．

Ⅳ　考古地磁気学の利用法

古地磁気学のうち，遺跡試料を利用する場

合に考古地磁気学という．応用面として埋め

戻し層の判定について書かれているが，人工

地層の判定にも使えるものである．考古学で

は磁気探査を導入するケースが増えている．

これについて触れてほしかった．

Ⅴ　構造地質に用いる古地磁気学

古くは大陸移動説の実証などで用いられ

た．

今でも，地塊ブロックの回転・構造復元に

よく利用されている．さらに古緯度を求める

ことで，より詳細な議論が可能となる．古地

磁気の信頼度テストについてもまとめてあ

る．

Ⅵ　異質物発見に有効な帯磁率

帯磁率は一番手軽な手法で，深成岩類の予

察的調査や，火山灰鍵層の検出，地層対比な

どに利用されている．残留磁気と帯磁率は全

くの別物であり，河川堆積物の帯磁率の測定

例を紹介している．また初期帯磁率と高磁場

の帯磁率の違いに注目している．

Ⅶ テフラ・火成岩の熱解析に使う岩石磁気

学

テフラの同定・対比には，キュリー温度で

代表される熱磁化分析が役立つ．古地磁気は

火砕流や溶岩の堆積時の温度推定や深成岩の

冷却過程の解析に利用できる．

Ⅷ 変質・変成作用の解析を手伝う岩石磁気

学

変質岩や変成岩は岩石磁気学の対象外であ

ったが，使い方によっては対象となりえる．

変質作用の解析や岩帯の構造解析に利用可能

である．

Ⅸ　粒子配列を表すAMS（帯磁率異方性）

AMSは最近注目されている領域である．

AMSの解析方法を概説し，具体的に地質構

造解析，古流向解析，付加体の圧密作用の解

析等の例を紹介している．AMSは他のテク

ニックと組み合わせると，応用範囲がさらに

広がる．

Ⅹ　環境磁気学は大量のデータを供給する

磁気特性は環境問題にも対応する．15のパ

ジオロジストのための○○学という類の書

籍は洋書では目にしたことがあるが，日本語

によるものとしてはおそらく最初ではないだ

ろうか．地質学にどのように応用し，役立て

られるか，に当然ながら力点が置かれている．

岩石磁気学はRock Magnetismの訳であ

り，地球物理学の一領域である．Rock

Magnetismは永田　武氏（1913－1991）が

最初に使い始めた用語（造語）だと何かに書

いてあった．永田の著書「Rock Magnetism」

は1953年に出版された岩石磁気学最初の教科

書（英文）であり，私自身も第２版（1961年）

を古書店で買い求めたものである．鉱物や岩

石を対象としてはいるものの，物理学的計測

に基づいた内容がほとんどで，難しいという

第一印象をもったことを覚えている．その後

小嶋　稔・小嶋美都子夫妻の「岩石磁気学」

が出版され，さらに河野　長氏の「岩石磁気

学入門」が出された．この2冊はジオロジス

ト（地質屋）の立場で書かれたものではない

が，私を含めて岩石磁気学（古地磁気学）を

これらの本で学んだ人が多いと思う．今では

ともに絶版となって手に入らない．1999年に

小玉一人氏が「古地磁気学」を出版した．こ

れは日本語による唯一の古地磁気学の専門書

（教科書）であろう｡

このような状況の中で，本書は出版された．

178ページとコンパクトにまとめられており，

古地磁気学は岩石磁気学の一分野として扱っ

ている．本書の性格としては，岩石磁気学の

教科書でも，普及書でもなく，またマニュア

ル本でもないといってよいだろう．岩石磁気

学のデータが地質学にどのように生かされ，

利用できるかを，実例をあげて紹介している．

すべての領域をカバーしてはいないが，こん

ラメーターを併用して示されることが多い．

レスと古土壌，湖底や沿岸海洋底コアでの研

究例が知られている．さらに現在の環境汚染

に対してもデータを提供する．

XI 岩石磁気の語る地球惑星の歴史

海洋地殻の磁気異常，古地球磁場強度測定，

地磁気の変動，走磁性バクテリアなどについ

ての情報を提供する．

付録として岩石磁気に用いる単位系，よく

用いる計算式，参考図書のリストがまとめら

れている．岩石磁気学では単位や記号がかな

り多く使われるのが特徴のひとつであり，表

紙裏にまとめられているのがよい．

全体として地質学のさまざまな分野で岩石

磁気学の手法が取り入れ可能であることがわ

かる．しかし中には問題点も含まれる．私自

身に関わるところで，たとえば，熱磁化分析

によるテフラの対比において，粘土化した火

山灰質シルトを常磁性鉱物の熱磁化曲線の類

似性から対比可能としている部分がある．熱

磁化曲線はキュリー温度が得られる場合でも

併用するとよいが，強磁性鉱物が消失したよ

うな場合，常磁性鉱物のみで議論することは

避けたほうがよいと考えている．また測定に

際し，試料処理の方法，測定条件の違いによ

って結果が異なることがある．この点も加え

ておきたいと思う．

書名の通り，ジオロジストにとって，今後

の活動（研究方向）を考える時，十分に役立

つ内容になっていると思う．また手軽にしか

も大量にデータを出せるものもあり，岩石磁

気学を地質学に今以上に生かしてほしいと私

も思う．ぜひ読んでほしい１冊である．

カラーの図を直接使用したことにより一部

判読しづらくなっている図があり，またミス

プリントも少し目立つが，今後修正・更新し

て，版を重ねて出版し続けてもらいたい．

なお本書は会員頒布となっているが，少し

余分があり，希望者には販売していると聞い

ている．地学団体研究会（東京都豊島区南池

袋2-24-1 河合ビル５F，Tel:03-3983-3378,

Fax:03-3983-7525）に直接連絡をとるとよい．

（会田信行）
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在する状態が上工水や農業用水など社会活動

での地下水利用と深い関係にあることを示し

ている．当然なことではあるが，地下水には

資源として利用限度がある．ただ，石炭石油

と違って循環している資源であり，地下水の

利用は地下水盆へ浸透し，下流で湧出する水

量のバランスの上で行われる性質のものであ

る．本書では最初に許容される地下水利用量

の概念を水収支から説明し，利用できる限度

は，公害や不利益を招かずに，地下水収支の

バランスを保ちながら利用できる量であると

の考えを示している．そして，利用できる量

は利用のメリット，デメリットを評価して決

まる社会的な意味を持った量であって，この

意味からも地下水問題を考えるには社会科学

の手法の取り入れる必要性のあることを述べ

ている．

この地域の地下水盆を構成する地質構造は

それまでの開発を通じて次第に詳しく分って

きたが，熊本市周辺の湧水の源となる地下水

の浸透域や流動，その収支は今までに完全に

解明されたわけではない．しかし，この解析

には長い期間の調査資料の積重ねや解析の試

行錯誤の経過をたどるのは普通のことであろ

う．本書ではそれまでの成果から地下水盆の

性状を出きるだけ明らかにして，その成果の

上に地下水の収支についてシミュレーション

技術を駆使して検討した結果，大きな涵養源

として戦国時代加藤清正らが開発した白川の

中流域の水田地帯からの浸透が大きな役割を

持っていることを示したのである．そして，

白川中流域から熊本市にいたる地下水の流を

「白川地下水バイパス」と呼び，これが戦国

時代の水田開発で浸透涵養が増大した結果，

今日の江津湖などの湧水の状態を作ったと結

論つけている．もちろん，地下浸透について

はこの地域の農業分野での水田の水収支から

も裏づけられるのである．言いかえれば，戦

国時代の社会的な必要から行われた開田が今

日の江津湖などの湧水景観を創りだしたとい

うことになる．

しかし，白川中流域の水田も近年の米あま

りの影響を受けて米から他の作物に転換した

り，他の用途に変更されようとしているが，

水収支からみて熊本市の地下水を保全するた

めにはこの地域の土地利用を地下水の浸透で

きる状態にしておかなければならない．熊本

市の地下水を守るためには，まさに本書の表

題のとおり，この白川中流域の農を守って熊

本市の水を守る必要があることを示してい

る．本書では地下へ浸透させるべき農地を守

りながら行う農業経営のありかたについて

も，農民のアイデアを受けて具体的な案をし

めしている．そして，水源を維持するために

必要ならば，その費用は地下水利用に対する

税または水道受益者負担でまかなうべきであ

ると考える．この理解のためには関係する地

域の農民や水道受益者である市民の相互の交

流が必要であることはいうまでもなく，その

ための農民・市民のネットワーク運動も述べ

られている．

表題が「農を守って水を守る」とあるが，

地質学と無縁な内容ではない．この本は地質

学を学んだ著者達が熊本市周辺の地下水開発

調査を始めてからほぼ40年間にわたって行っ

てきた調査研究の記録である．内容に学術的

な意味を持たせながらも，きわめて平易に書

かれていて，地質学分野の人にも読みやすい．

熊本市は周囲に水前寺庭園や江津湖など多く

の湧水があり，美しい景観を呈していて，し

かも，市民の上水道水を全量地下水でまかな

う珍らしい県庁所在地である．だが，その地

下水の性状が解明されてきたのは，必ずしも

上水道水源のためではなかった．地下水の開

発調査は今から40年ほど前の昭和30年代始め

に遡る．当時の日本はまだ食糧難の時代であ

り，熊本市の郊外に広がる台地は麦，芋など

の生産性の低い畑地であった．初期の地下水

開発調査はこの台地の農業を振興するために

実施されたのである．若い日の著者もこの調

査の中心となって参加していた．

地下水の利用に気付いた多くの農民は深井

戸を掘削して畑地を水田に切り替えた．さら

に，その後のバブルの時期にかけて，工場の

進出や熊本市の人口増加に伴なって地下水の

利用は増加し，市街地の拡大などで土地環境

も変わってきた．同時に江津湖などでは湧水

量の減少がみられ，このような状況の中から

熊本市では行政も市民も上水道水源や景観を

守るために地下水の問題を真剣に考えるよう

になり，著者を中心に組織的に調査研究をす

すめたのである．調査には，地質地下水の専

門家だけではなく，水道，農業などの技術分

野，法律，経済など社会科学分野の専門家も

参加し，調査結果は地元の人達にも公開して

きた．

副題に「新しい地下水の社会学」とあるよ

うに，この本では地下水盆の中の地下水の存

本書の中にはこのほかにも調査研究の成果

を生かして，熊本市の上水道水源の保全に影

響を及ぼしかねない住宅団地の建設計画を中

止して，運動公園と上水道水源の増設に変更

するなど，事業の見直しをおこなった例もあ

げられている．しかし，ここにあげたような

個々の問題解決の事例よりも，著者がさらに

強調したいのは環境問題全般についてであろ

う．自己変化をする自然に人の活動がどのよ

うに働きかけ，発生する問題にどのように解

決を見出していくかを問うているのである．

目的が農業用水開発から上水道水源の保全

へと変わったとはいえ，著者が初期の開発調

査から40年以上の永い年月にわたってこの地

域の地下水問題に関わってきて，この間の科

学技術の進歩を取り入れて地下水盆と地下水

の性状を解明し，他分野の多くの専門家の協

力を得て地下水利用に対する考え方を発展さ

せてきたこと自体，稀有な体験であろう．地

質学を学び，社会にその知識を還元する立場

にある人にとっては，仕事をすすめる上で他

分野の専門家の協力が必要であることが多

い．そして，事業の実施に当たっては広く関

係者の理解と協力が必要なのである．その意

味でもこの図書は大変参考になるといえる．

巻末には参考資料として熊本市が策定した

「熊本市地下水量保全プラン～豊かな水を守

り伝えるために～」が載せられていて，この

調査研究が行政に大きな役割を果たしたこと

を示している．

（宮本　昇）

スイス連邦工科大学名誉教授ケネス・ジン

ファ・シュー氏（Kenneth Jinghwa Hsü，許

靖華）の力作として知られた堆積学教科書
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など，堆積物の岩石学的検討の重要性を説い

ている.

“3 Grains Settle”は砕屑粒子の沈積の問

題が中心で，ストークスの法則，レイノルズ

数の解説が中心になっている．ストークスの

法則に関連した話題として，最後の項目の

“Lacustrine Varves”（湖底年層）では，混

濁流概念の起源の一つともなったスイスのチ

ューリッヒ湖やグリムゼル湖の湖底堆積物の

掘削資料について，初版では白黒写真であっ

たが，第２版ではカラーで湖底年層に関する

最新情報を提供している.

“4 Sediments Are Moved”では混濁流を

初めとして，セージーの法則，シールズ関数，

ヒューストレーム曲線，などの解説が続く.

“5 Rocks Fall”は，堆積物重力流，エル

ム（Elm）地滑り（1881年スイスのエルムで

発生した大地滑り），グランドバンクス海底

地滑り，土石流，砂雪崩，泥地滑り，オリス

トストローム，崩壊流（sturzstrom）などの

詳細な解説である．印象深いのは，著者シュ

ー教授自信による再定義の用語“mélange”

は堆積過程でないためか，全く使われていな

い.

“6 Suspensions Flow”は浮流（懸濁流），

自動浮遊，バグノールド効果，セージー・キ

ューネンの式，キューレガンの法則，高濃度

密度流などの話題となっている.

“7 Sand Waves Migrate”はリチャード

ソン数，フルード数，モデル理論，突州堆積，

砂床形，岩相モデルと続く.

“8 Oceans Are Ventilated”は海洋の底

層流の挙動が中心で，ベルヌーイの原理，ダ

ルシー・ヴァスバッハの式，コンターライト

などを論じている.

“9 Groundwater Circulates”はダルシー

の式，ポアズイユの式，水理ポテンシャル，

浸透率，圧密作用，拡散などを解説してい

る.

“10 Components Equilibrate”はギブス

の自由エネルギー，ルーイスの化学理論，炭

酸塩平衡，方解石の溶融（とくにCCD問題），

などを扱っている.

“11 Evaporation Pumps”では蒸発作用

に伴うドロマイト化作用などが中心テーマと

なっている.

“12 Isotopes Fractionate”では同位体に

よる古気温測定，同位体による古生産量の認

定など，堆積物中の同位体の役割を論じてい

る.

“Physical Principles of Sedimentology”

（1989）の第２版が2004年の春刊行された．

第２版の書名は“Physics of Sedimentology”

と改題されている．これは，堆積過程を理解

するには物理学の基礎を学ぶ必要があるとい

うシュー教授の堆積学の理念によるもので，

地質学を専攻する学生は物理学的な理解を深

めておかないと地質学そのものを複雑化して

しまう，と彼は考えている．このすっきりし

たタイトルで，本書はこれまで以上に百家の

新たな関心を呼ぶに違いない.

初版に比べて第２版は次のように改善され

ている．（１）全部で14章からなる各章立て

が鮮明になった．さらに細項目の記述も整然

としてきた.（２）初版にもあることはあっ

たが，各章の最後の「参考論文」の項目を大

きくして，注意を引くようにした.（３）本

文の字体が１ポイント大きくなるとともに，

すべての図も拡大され，数式表示も見やすく

なった.（４）本の体裁も初版の13.5cm×20

cm，233p. から第２版の16cm×24cm，240p.

と大型化し，読み易くなった．

本書の章構成とそれぞれの主な内容は次の通

りである.

１ Introduction, 2 Sorting Out and Mixing,

3 Grains Settle, 4 Sediments Are Moved, 5

Rocks Fall, 6 Suspensions Flow, 7 Sand

Waves Migrate, 8 Oceans Are Ventilated, 9

Groundwater Circulates, 10 Components

Equilibrate, 11 Evaporation Pumps, 12

Isotopes Fractionate, 13 Basins Subside, 14

Why Creativity in Geology. Appendix I,

Appendix II, References, Index. 

“１ Introduction”では，シュー教授の個

性的な科学観あるいは哲学が論じられてお

り，興味深い．例えば,「堆積学」は美術史

の手法に似ているとか，読める教科書

（readable textbook）とはどんな本かを述べ

る．それは，本来，ダーウィンの名著「種の

起源」のように説明に図を使わず，言葉で記

述すべきものである．その言葉は一音節語を

多く使って，どこから読んでも面白い，そう

いう本である，と．そして，地球上の諸現象

は主に物理現象であるから，物理学の基礎が

必要になるのだ.

“2 Sorting Out and Mixing”では，砕屑

粒子はどこから来たかという問題を中心に，

鉱物組成（とくに重鉱物），粒径と粒度分布

“13 Basins Subside”はアイソスタシー，

エアリーの仮説，地殻の薄層の意味，などを

中心に地殻における堆積盆地の形成を論じて

いる.

“14 Why Creativity in Geology”．この本

の最後を飾る本章は再びシュー教授の科学論

が中心になっている．地質学は科学である．

科学は創造性によって生まれる．では，創造

性とは何か，科学とは何か．この議論は読者

をさらに深く引きつける．この議論の中で，

シュー教授は満州国を統治していた当時の軍

国日本はなぜ松遼盆地（Songliao Basin）の

大慶油田（Daqing Oil Field）を発見できな

かったのか，もしこのとき日本が大慶油田を

見つけていれば，現在の世界は全く変わって

いただろう，とこの話題を地質学の科学論と

関連づけて広げている.

以上に取り上げた各テーマはほとんどシュ

ー教授自身の体験談から話を広げ，深めてお

り，どの項目も追随を許さない内容となって

いる．引用文献も他の本には見られない特異

性がある．ただ，問題もある．第２版にして

は追加記述や改定がごく僅かなことである．

追加記述は第５章の“sturzstrom”（崩壊流）

に関する１項目（約１ページ）と第６章の

“hyperconcentrated density flows”（高濃度

密度流）に関する１項目（1.5ページ）だけ

であり，引用文献は初版では115編，第２版

では118編で，2001年の論文２編と古い自著

１編の合計３編の追加にすぎない．また，初

版のときから感じていたことであるが，英文

が難しく，われわれには不慣れな英単語が多

用されていることを指摘しておきたい.

ともあれ，最初に述べたように本書は著者

の強烈な個性と批判精神ならびに哲学観に基

づいて執筆されている．したがって，堆積学

に関心のある人たちだけでなく，地質学，さ

らに広く科学論に関心のある人に是非本書の

一読をお薦めしたい.

（岡田博有）
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お知らせ
本会名誉会員，元日本地質学会会長の

黒田吉益氏が「中国とJICAと私」という
タイトルの本を自費出版されました．（A
５，326ページ）．残部が少々あるとのこ
とです．希望者は黒田氏に直接ご連絡下
さい．
自宅住所　〒390-0804，松本市横田4-2-2，
e-mail：YQX00105@nifty.ne.jp



コのBoris Natalin, ドイツのCees Passchier,

中国のLi Xianhuaであった．地元台湾からは

海外帰国組を含む若手研究者ら多数が参加し

た．付加型造山論のいわば本家本元である日

本からは丸山茂徳，木村　学および磯uが参

加した．

各々30分の講演に対して活発な議論が交さ

れた．その中で気付いた点は，欧米の研究者

達はまだ狭義の付加体の実態を理解しないま

まに付加（accretionary）という語を極めて

ブロードに用いていることである．例えば，

大陸縁に島弧が衝突して大陸地殻の総量が増

えることこそが付加だと盲信する例はその典

型である．同様の誤解は北米西岸や日本にも

あった（いわゆるテレーン・ブーム）ので，

理解が浅い段階で常に起きうる誤解と判断さ

れる．いずれにせよ，日本の付加体の地質学

が世界の標準となり得ることが改めて確認さ

れ，世界各地の多様な年代の地質体について

の研究展望が議論された．

５日間におよぶ巡検では主に台湾東部の海

岸山地と南端の恒春半島を訪れた．ルソン島

弧の衝突が今まさに起きている場で，急激な

隆起や断層／地震活動などのアクティブ・テ

クトニクスの証拠を多地点で見学した．とく

に，若い堆積物があまりに伊豆弧の衝突帯の

ものに類似することから，あたかも三浦半島

にいるような錯覚をしばしば覚えた．案内者

のリーダーであるChu Hao-tsu（朱　傚祖）

博士は，我が儘な外国からのビジターを相手

にまさに獅子奮迅の働きをしてくれた．記し

て感謝したい．

今回のERAS会議は，地球科学総合学術検

2004年５月18-23日の１週間，「加積造山作

用および大陸地殻増成」に関する国際ワーク

ショップが台湾において開かれた．中国語表

記での加積造山とは英語のaccret ionary

orogenyの訳語で，日本語での付加型造山に

あたる．このワークショップは，もともと英

国 の Brian Windley, ド イ ツ の Alfred

Kroener, 豪州のPeter Cawoodらが立ち上げ

た国際ワーキンググループERAS（Earth

Accretionary Systems）の第一回目の集会

として計画されたものである．最近フランス

から国立台湾大学へ戻ったBor-Ming Jahn

（江　博明）博士が実際の企画を担った．日

本では1980年代にほぼ完結した観があるこの

テーマがなぜ今2000年代にあえて選ばれたの

だろうか？おそらく先カンブリア時代を含む

古い時代の造山帯の研究者達は，これまで付

加体にほとんど注目してこなかったが，大陸

衝突に先行した付加型造山作用の重要性によ

うやく気付いたからであろう．そのきっかけ

は1998-1999年にWindleyが東京工業大学に１

年間サバティカルを利用して滞在し，その間

に日本の付加体地質学の成果および先カンブ

リア時代の地質体への応用の具体例を学んだ

ことにあった．帰国後，彼はあたかも宣教師

のように欧米の研究者達にその重要性を説い

てまわり，日本でつくられた概念が20年経っ

てようやく世界にひろがるようになったとい

える．

台湾での集会は２日間の講演／討論と５日

間の巡検から構成された．上記以外の外国か

らの招待講演者は，米国のKent Condie,

Tim Kusky, Walter Mooney, J.G. Liou, トル

討会（2004 Joint Geosciences Assembly；台

湾で最大規模の地球科学関係の合同学会）の

開催に合わせて開かれたため，現在の台湾の

状況も垣間見ることができた．全体として，

学生，大学院生，若手研究者達の参加と活気

が印象に残った．学会員の総数は地質学／地

球物理学をあわせても1000名前後とのことで

あったが，とくに会議に参加した若手の中に，

米国で博士号を取って帰国した者が多く含ま

れ，会員の学術的活動度の平均は日本のそれ

を上回っているかもしれないと感じた．巡検

中も，熱心な若手研究者が夕食後に私の部屋

を訪問し，いろいろな質問／議論を挑んだり，

将来の研究展望を相談したりした．そういっ

た彼等の熱意はまぶしく，またある意味で懐

かしく思われた．

ERAS会議は始まったばかりである．今後，

あちこちの国で本会議を継続開催し，付加型

造山運動の研究を進めて行くことになる．中

でも日本列島はその教科書となるべき材料な

ので，海外の多くの研究者達が是非訪れたい

と切望している．その期待に答えるためにも，

日本での開催を至急準備せねばならない．
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ERAS集会（2004年5月；台湾）報告

磯l行雄（東京大学大学院総合文化研究科広域科学専攻）

学協会・研究会報告

台東市Lichi melangeの露頭の前で

前列左から３人目，４人目がChu博士とJahn教授．

Continental Collision, Ultrahigh-pressure

Metamorphism and Crustal Recycling（SE）

Deep Geological Disposal of Radioactive

Waste: State-of-the-Art and Perspectives

（SE）

Deformation of Continental Regions（SE）

Earthquake Modeling and Physics（SE）

Evolution of Westren Pacific Marginal

Basins: New Observations and Syntheses

（SE）

Flood Basalts, Mantle Plumes, Continental

Rifting and Mass Extinctions（SE）

Geodynamics of the Indian Ocean - Past

and Present（SE）

AOGS第１回年会が７月５-９日にシンガ

ポールで開催されました．産業技術総合研究

所の佐竹健治さんのレポートを以下に掲載し

ます．今回開催されたセッションのなかで，

地質学会に関連するものとしては以下のよう

なものがありました．

Accretionary Orogens: Their Composition,

Structure and Evolution（SE: Solid Earth）

Adakites abd Subduction: pros and cons

（SE）

The Changing Face of Asia and Oceania:

High-Resolution Ion Microprobe

Geochronology as a tool in understanding

Crustal Evolution（SE）

Historical Earthquake Studies and

Paleoseismology in Asia（SE）

Integrated Studies of the Tethyian -

Himalayan Orogenic Belt. Natural

Laboratories from Europe to SE Asia（SE）

Open Session on Paleo, Rock and

Environmental Magnetism（SE）

The Origin and Growth History of the Asia

continent: Paleomag and Geological

Constraints（SE）

Probing the Continental Margins of

Gondwanaland: The Deep Crust of

アジア・大洋州地球科学会（AOGS）第1回年会報告

吉田武義（東北大学理学部地球物質科学科）



Low-latitude and high-latitude climates and

linkages in the Asia Oceania sector in the

late Quaternary（OA）

Assessment fo Natural Hazard in Asia-

Pacific Region（NH: Natural Hazards）

Landslide Instrumentation and Monitoring

（NH）

Modelling and Simulation of Volcanic

Surface Flows, Floods, Debris Flows and

Other Fast-Moving Flow-Type Landslides

for Hazard Migitation（NH）

River-Sea Interaction: Dynamics and

Environmental Impacts（NH）

Fractals and Chaotic Dynamics in

Geosciences（NL: Nonlinear Geophysics）

Marine Archaeology（BG: Biogeoscience）

Active Geosphere: A New Interdisciplinary

Approach to Earth Science（ IWG:

Interdisciplinary Working Group）

Southern India and Sri-Lanka - a key to

Evolution of the Lower Continental Crust

（SE）

Seismic Hazard, Risk and Ground-Shaking

Scenarios（SE）

Seismicity and Earthquake Prediction（SE）

Stresses in the Earth’s Crust（SE）

Structure, Dynamics, and Evolution of the

Lithosphere（SE）

Understanding Oceanic Lithospheres: Ideas,

Trends and Future Directions（SE）

Volcano-Tectonics（SE）

Waste Management and Biosphere（SE）

Weathering, Tectonics and Climate

Coupling in the Himalaya（SE）

Asian Dust（Yellow Sand）: Observations

and Modeling（OA: Ocean & Atmosphere）

Biogeochemical Cycling in Estuarine and

Coastal Waters（OA）

The Asian Monsoon since the last

interglacial: Paleorecords, Modern trends

and Future Scenarios（IWG）

Crustal Dynamics and Natural Hazards in

Asia-Pacific Region（IWG）

Earthquake Prediction, Earthquake and

Volcanic Eruption, Electromagnetic

Phenomena, Lithosphere-Atomosphere-

Ionsphere Coupling（IWG）

Land-Ocean Interactions in Asia and

Oceania（IWG）

現在，来年度（2005年６月20～23日開催）

のセッション提案を９月１日締めきりで公募

中です．地質学会会員各位，各グループの研

究成果をアピールし，アジア・オセアニア地

域での研究推進の場として，ぜひ，AOGSを

積極的に活用していただきたいと思います．
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７名の方による一般向けの公開講演もありま

した．

中国からは科学院の院士（Academician）

が10名，インド科学技術庁からも行政官が3

名視察に訪れるなど，AOGSの今後に期待し

ている様子が伺えました．

役員も選出されました

学会中に総会及びセクションごとのビジネ

ス・ミーティングも開催され，役員

（Council Members）が以下の通り選出され

ました．

会長（President）：Wing-Huen Ip（台湾

国立中央大学）

副会長（Vide President）：Ian Axford

（名古屋大学）

庶務（Secretary）：佐竹　健治（産業技術

総合研究所）

会計（Treasurer）：Shie-Yui Liong（シン

ガポール国立大学）

Hydrological Sciences（HS）president :

Yong-Nam Yoon（韓国　高麗大学）

Oceans and Atmosphere（AO）president :

Satish R Shetye（インド国立海洋研究所）

Planetary Science（PS）president：齋藤

義文　（宇宙航空研究開発機構）

Solid Earth（SE）president：Yuntai

Chen（中国地震局　地球物理研究所）

Solar Terrestrial（ST）president：Iver

Cairns（豪　シドニー大学）

第２回年会へ向けて

AOGSの第２回年会は同じくシンガポール

Suntec会議場で2005年６月20－23日に開催

されます（2006年も同会場で７月10－14日に

開催予定）．同じ会場で同じスタッフにより

会議を運営しますので，第１回年会で明らか

になったさまざまな問題点は改善していく予

定です．

現在，第２回年会のセッションを募集中で

す．（９月１日締切としていますが，それ以

AOGSとは？

Asia Oceania Geosciences Societyとして，

シンガポール政府に団体登録されています．

アジア・大洋州地域において地球科学関係の

学会を組織し，年会を開催，将来的にはジャ

ーナルも出そう，という動きは数年前に始ま

りました．そして，記念すべき第１回年会が

この７月にシンガポールで開かれ，役員など

も正式に決まりました．

第１回年会が開催されました

2004年７月５－９日にシンガポールの

Suntec会議場で第１回年会が開催されまし

た ． 今 回 は ， APHW（ Asia Pacific

Association of Hydrology and Water

Resources）の第２回年会と合同で行われま

した．AOGSへ登録した参加者は約760名で

すが，APHWや公開講演への参加者も含め

ると1000名を越えました．登録参加者は大ま

かに言って，日本から４分の１，中国・イン

ドから８分の１ずつ，他のアジア・大洋州の

国・地域から４分の１，残りの４分の１はヨ

ーロッパや南北アメリカからでした．

AOGSでは約100のセッションが提案され，

合計で約900件の発表がありました．また，

上 田 誠 也 氏 （ 東 海 大 学 ）， Robert E

Dickinson氏（AGU前会長），Peter Fabian

氏（独・EGU会長），Robert P Lin氏（米）

の４氏が特別講演をされたほか，日置幸介氏

（北大），余田成男氏（京大）をはじめとする

降でも考慮される見込み）．今のところ，予

稿の締切は１月末で，プログラム編成は３月

の予定です．詳細についてはAOGSのウエブ

サイトで随時お知らせします．

積極的なセッション提案をお待ちしており

ます．特にアジア・大洋州地域の国際共同研

究プロジェクトをお持ちの方は，その打ち合

わせや成果発表の場として， AOGS年会の

利用をご検討ください．

積極的な参加をお待ちしてます

第１回の年会は，参加者の内訳からもわか

るように，特定の国が過半数を占めるという

ことがなく，真に国際的な学会でした．

AGUなどに比べると比較的に発表数が少な

いので，口頭・ポスター発表の希望が通りや

すいです．従って大学院生や若手研究者でも

口頭発表ができ，よい経験を積めると思われ

ます．また，シンガポールは英語が通じ，と

ても安全・清潔な都市であり，日本や他の国

からの参加者に好評でした．

アジア・大洋州地域は世界最大の人口を持

ち，急速に発展中です．また，地域特有の地

球科学的課題が多い一方，地域内の格差（経

済・科学）が大きいなどの特徴があります．

このような地域では，アジア・大洋州の科学

者による，アジア・大洋州の科学者のための

国際的な学会が必要であると考えます．

AOGSは研究者個人から成り立つ組織で，

メンバーは国や地域あるいは学会を代表する

ものではありません．年会に参加して登録料

を払った方は，その後3年間は自動的に会員

となります．ただ，AOGSの広報・宣伝のた

めには各学会のご協力が不可欠ですし，年会

についても学会との共催・後援は大歓迎で

す．

AGOSに関する全ての情報は，以下のウエブ

サイトにあります

http://www.asiaoceania.org/

アジア・大洋州地球科学会
（AOGS）第1回年会が開催され
ました

佐竹健治

（産業技術総合研究所：

kenji.satake@aist.go.jp）
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った． ・・・　会議の開催はEGUの活動

の柱であるが，雑誌の刊行も大きな活動であ

る．商業誌は高価で見たい人全てが買えるわ

けではない．EGUはインターネットを通じ

て，誰でも無料でアクセスできる雑誌を既に

数種類発行している．いずれも大成功で，２

年目にはインパクトファクターも３くらいに

上昇した． ・・・・　」

今回のAOGS会議では，セッション数は非

常に多かったにも関わらず，個別のセッショ

ンの発表数もそれほど多くはなく，聴衆も20

～40名程度でした．しかし，アジア・大洋州

の会議を始めるのだという活気がありまし

た．レベルは予想したほど低くはなく，私は

４日間，様々な分野の発表を楽しんで聴きま

した．AOGSの発足人の一人である佐竹さん

が言われていたのですが，単一の国からの参

加者が大勢を占めることもなく，文字通り国

際会議になりました．私も，アジアというと

「東アジア」をイメージしていたのですが，

アジアにはこんなに多数の民族があることを

改めて認識しました．第３回AOGS会議まで

はシンガポールで開催されることが決まって

います．多民族国家であるシンガポールは，

このような会議にふさわしい国だと感じまし

た（高い参加料は問題ですが）．

構造地質研究会（構造地質部会）では，東

アジアにおける研究者の交流を促進するため

7月５～９日にシンガポールで開催された

第１回アジア・大洋州地球科学会（以下，

AOGSと略称）に出席してきました．固体地

球科学だけでなく，大気・気象・海洋・水理

学などを含む総合的な会議です．AOGSとは，

10数名余りの有志の人たちが，欧州のEGU

（ European Geosciences Union; www.

copernicus.org）をモデルにして発足した団

体で，会費もなく，インターネットと会議を

通じて交流を深めようとしています．将来は，

春のEGU会議，12月のAGUに相当するアジ

ア・オセアニアの会議に育ってほしいと願っ

ているそうです．AOGSの経過と体制，第１

回会議でのセッションなどについては，吉田

武義氏のニュース記事を参照して下さい（本

誌14p）．

第１回会議で非常に印象に残ったのは，開

会式におけるEGU代表の挨拶でした．とく

に，以下の言葉が大変心に残りました．「第

１回AOGS会議には1000名近い参加者があ

り，大成功だと思う．E G Uの前身の

European Geophysical Unionの会議は1970

年代に始まったが，最初の会議の参加者は

100名くらいで，1,000名を超えるのに10年以

上かかった．しかし，（グラフを見せて），参

加者は会議ごとに増え続けて，2002年Niceの

EGU/AGU合同会議では1万人を超える参加

者があり，これは地球科学で最大の学会にな

に，韓国構造地質研究会と共同で日韓合同構

造地質学会議を過去３回開催してきました．

また昨年は，この流れを東アジアに拡大する

ために，第１回　東アジア構造地質学会議の

準備を進めておりました．しかし，SARS騒

ぎでこの会議が１年延期したところで上記の

AOGS会議が始まりました．AOGS会議では

地球惑星科学全分野のセッションが開催させ

ること，会議をアレンジする労力もないこと

（主催者は別ですが），欧州・北米に対する第

３の極に発展するポテンシャルを有している

ことなど，多くの魅力を秘めております．東

アジア構造地質学会議の運営委員（日・韓・

中・台の15名で構成）と急遽相談して，新た

な会議を始める代わりに，AOGS会議の中で

構造地質・テクトニクス関係のセッションを

申し込むことを決めました．幻に終わった東

アジアの会議への熱意がAOGS会議に生き続

けるよう，東アジアの会議を企画した京都大

学で現在セッションの企画と調整をおこなっ

ております．ご意見・希望などがありました

ら嶋本までお知らせ下さい（shima@kueps.

kyoto-u.ac.jp）．無論，この会議への申し込

みは自由ですので，個別にどんどん申し込ま

れるとよいと思います．地質学会の他の部会

でも積極的に関わるべきではないかと思いま

す．

来年度のAOGSにセッションを申し込みましょう！
嶋本利彦（京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻）

今年からアジア・大洋州地球科学会（AOGS；Asia Oceania Geosciences Society）が始まりました．大気・海洋から固体地球科学まで含

めた総合的な会議です．来年もシンガポールで第２回会議が開催される予定で（2005年６月20-24日），セッション申し込みの締め切りは

2004年９月１日です（www.asiaoceania.or）．時間がありませんが，地質学会会員からもぜひセッションを申し込んで下さい．構造地質・テ

クトニクス関係では，いくつかのセッションを申し込む予定です．

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）



しかし問題なのは，現状のような状況がつ

づきますと，会員が地質学会そのものを自ら

社会的な不信任状況に追い込むことになり，

結果的に会員の意志に反して，地質学と地質

学会，そして関連分野・関連学会の諸活動の

大きな社会的地盤沈下を引き起こしかねない

ということです．5000人規模の学会が社会的

な存在として認められ，より積極的に活動し

ていくためには，サークルと同じレベルの任

意団体ではなく，法的に認められたきちんと

した団体になること，すなわち法人化しなけ

ればならないこと，法人化したほうが望まし

いことはこれまでの長い期間の議論と説明か

らも，また常識や直感からも十分ご理解いた

だけることではないでしょうか．そのための

条件整備のひとつとして基金集めがあるわけ

です．

ところで，これまでに募金された方のお名

前をみてみますと，研究活動や学会活動など

で大なり小なり名前の知れた方が多く，そう

いった方々が大部分を占めているといったほ

うがいいかもしれません．しかしこれは裏を

返せば，一般の会員からの参加が非常に限ら

れているということを物語っているといえる

でしょう．しかしこういった重要なときこそ，

全国に散らばり多数を占める一般の会員の積

極的な参加が求められるのではないでしょう

か．地質学会の活動の多くが，役員を初めと

日本地質学会News誌の７月号に募金委員

会委員長名で，法人化のための基本財産確保

に向けた基金2000万円の募金期間延長と醵金

のお願いの文章が掲載されました．それによ

ると当初の締め切りとしていた６月末現在の

募金額は約1176万円で，400名強の会員から

募金があったということです．もともとあっ

た基本財産を含めると，あと400万円ほど足

りないので，当面９月の千葉大会までにこの

額を募金で達成したいということです．私は，

評議員を三期務め，その後健康（体力）上の

理由と役員交替の観点から辞退しましたが，

評議員時代に法人化の必要性を強調したもの

の一人として，僭越ながらこの件に関してひ

とことアピールさせていただきます（あくま

で自発的意志による個人的なコメントです）．

募金目標としては一定額達成が課題となり

ますが，ここで特に問題にしたいのは，拠出

した人が当初の募金締切期限の６月末では

400名強と会員の１割にも達していないとい

うことです．学会の顔ともいうべき会長や副

会長が，これまで何度も法人化の必要性・重

要性と募金への協力をニュース誌等でよびか

けてきたにもかかわらず，募金者が未だ会員

の１割にも達していないということで，まず

その影響力・波及力の少なさに驚かざるをえ

ません．関係者はこのような事態を深刻に受

け止め，根本的な打開策を検討する必要があ

るかと思います．

する一部の会員の熱心なあるいは献身的な活

動，貢献あるいは犠牲の上になりたっている

といっても過言ではないでしょう．たとえば，

私が評議員であった頃のことですが，地方の

会員が執行委員や評議員などをやっておられ

た場合には，交通費や宿泊費等で年間に相当

額の自己出費をされていましたし，周辺の同

僚，学生，家族等へのしわよせ・犠牲にも大

変大きなものがあったと思います．また，こ

のほか各種委員会活動ではたらく会員や学会

が開催される場合の開催大学等の会員の負担

も相当大きなものがあると思います．良し悪

しは別として，学会活動の維持が一部の熱心

な会員の献身的な活動，貢献に拠っていると

ころが大であることは，自明の理であるとい

えます．こうした会員の日頃の貢献に報いる

ためにも，法人化のための基金集めといった

一生に一度あるかないかの大変重要でかつ誰

でも参加できる活動にこそ，日頃いろんな事

情から学会活動に積極的に参加できていない

全国の一般会員こそが積極的に参加し，貢献

するのが求められているのではないでしょう

か．多数派を占める全国の一般会員がこのよ

うな重要な募金に積極的に参加してこそ，地

質学と地質学会の今後の発展があるといえる

でしょう．決して一部の人の名誉や面子のた

めに募金をお願いしているものではありませ

ん．

まだ募金をされていない全国の一般会員の

みなさん，地質学会は今大変重要な時期にあ

り，あなたの理解と協力を特に必要としてい

るときであると考えます．大勢の会員による

積極的な参加によって募金目標を早期に達成

し，地質学会の地盤をゆるぎないものにし，

地質学の社会への貢献を一層強化しましょ

う．
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会員の声

全国の一般会員のみなさん，学会法人化基金募金に参加し，
学会の将来の発展に寄与しましょう！

正会員　徳橋秀一（元評議員）

学会法人化基金の募金状況を（2004年７月30日現在）ご報告いたします．現在のところ，目標額2,000万円に対し

12,127,850円の醵金をいただいております（醵金者445名）．今後とも会員の皆様からの一層のご協力をお願いいたします．

2004年８月10日

法人化準備委員会　募金委員会委員長　加藤碵一

銀行口座：みずほ銀行　神田駅前支店　普通預金　2058646

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

（日本地質学会募金委員会　加藤碵一）

郵便振替口座：00160-3-776921 日本地質学会募金委員会

募金委員会からのお願い



「地球・資源　および　その関連分野」では，2002年までに試行

審査が終わり，2003年には正式の審査が実施されました．その結果，

次の４プログラムが認定されました．島根大学総合理工学部・地球

資源環境学科，東京都立大学理学部・地理学科，日本大学文理学

部・地球システム科学科，北海道大学工学部・資源開発工学科．大

変な努力をされ，認定を受けられたことに対し，関係者に敬意を表

します．

地質技術者教育についても，国際化の嵐の中で根本的に見直しを

計っていくことが必要になっています．このような流れの中で，地

質学関係の学科では，今後，JABEEへの対応の検討は不可避です．

中でも，国際的な基準に対応するプログラムの構築が必要になって

います．

昨年12月25日に，地質技術者教育プログラムの国際的な水準をさ

ぐるために，日本学術会議においてシンポジウムが開催され，地質

学会会員も多数参加されました．その報告も含め，JABEEおよび

それを取り巻く世界的な状況について千木良雅弘さんが，（財）日

本学術協力財団出版の「学術の動向」に記事を書かれています．多

くの会員に読んでいただき，地質学教育の将来を考える参考にして

いただきたいと考え，転載いたします．

地質学が社会に貢献するための重要な課題の一つが，国際的に通

用する技術者教育を実施することです．会員の皆さんが，この問題

に関心を持ち，議論を深めていただくよう期待します．

（日本地質学会JABEE委員会委員長　天野一男）
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JABEEの最近の動向

地質科学と地質技術者－欧米諸国の現状－
－地質科学総合連絡委員会環境地質学専門委員会の活動から－

千木良雅弘（京都大学防災研究所）

環境地質学とそれを取り巻く状況

環境地質学は，われわれの足元の地質学であり，理学であるとと

もに，工学に近い性格も持っている．内閣府が平成15年に実施した

「科学技術と社会に関する世論調査」では，国や公的機関が取り組

むべき科学技術分野のトップ６のうち５項目は，すべて環境地質学

と密接に関係する内容で占められていた．すなわち，地球環境や自

然環境の保全，資源の開発やリサイクル，エネルギーの開発や有効

利用，廃棄物の処理・処分，防災や安全対策である．

環境地質学は，まさにわれわれの環境を形作る地質現象に関する

学問分野であり，成果を科学技術として社会に還元すべき責務を負

う面も持っていると言える．この「成果を科学技術として社会に還

元する」ことは，大学などの研究者とともに，主に理学部で教育を

受けた「地質技術者」によって行われてきたのであるが，それを取

り巻く内外の状況が急激に変化してきているのである．近年技術者

のグローバリゼーションが進み，ワシントンアコード参加国の工学

技術者教育プログラム認定とその相互承認が進み，わが国でも1999

年に日本技術者教育認定機構（JABEE）が設立され，いくつかの

地球科学関係教育プログラムが認定審査を受けつつあるところであ

る．

「諸外国における地質技術者と教育の実情と我が国におけるあり方」

シンポジウム

当専門委員会では，地質技術者の資格と教育の最適なあり方を検

討し，実現することが，地質科学の発展と持続可能な社会の実現に

不可欠であると認識し，それを重点課題の１つと位置づけている．

その活動の一環として，平成15年12月25日には，「諸外国における

地質技術者資格と教育の実情と我が国におけるあり方」と題したシ

ンポジウムを開催し，討論を行った．主催者には，地質学研究連絡

委員会，資源開発工学研究連絡委貞会，日本応用地質学会，日本地

質学会，日本地下水学会，資源・素材学会にも加わっていただいた．

約60名の参加を得て，1）JABEE（日本技術者教育認定機構）の

状況，2）技術者資格（欧米，米国，カナダ，英国，オーストラリ

ア），3）地質技術者教育（米国，英国，カナダ，オーストラリア，

ニュージーランド），4）我が国の地質技術者教育のありかたについ

て，報告・討論を行った．

欧米における地質技術者の資格と教育

地質技術者の教育と技術者資格の調査の結果，色々な科学技術の

分野の中にあって地質関連の分野はかなり特殊なものであることが

浮かび上がってきた．すなわち，大学のプログラムを見ると，化学

や物理，生物には，それぞれ工学の分野の中に工業化学，応用物理，

生物工学などのプログラムがあるが，地質工学といったプログラム

はかなり限られた数になってしまう．米国で17プログラム，カナダ

で13プログラム，英国では実質０，オーストラリアで１プログラム

である．わが国では，今のところ１-２のプログラムといったとこ

ろであろうか．

技術者資格について見ると，調査対象としたすべての国で工学技

術者（いわゆるProfessional Engineer）のほかに地質技術（あるい

は地球科学技術）に特化した技術者資格（Professional Geologistな

ど）を有していることが明確になった．工学技術者と狭義の地質技

術者との違いは，大まかに言えば，前者はエンジニアリングを行う

ことに法的根拠が与えられた技術者資格であり，後者は，地下の状

況を調査したり，地球科学の原理を技術的に適用したりすることに

法的根拠が与えられた技術者資格である．色々な科学分野がある中

で，特定技術者資格として多くの国に認められている分野としての

資格は，この地質技術者だけであろう．わが国の場合，地質技術者

として明示はされていないが，技術士の中の応用理学部門（地質）

がそれに相当する．４万人の技術士の中で約2000人の地質技術者が

活躍している．このような独立した地質技術者資格の存在は，おそ

らく地質学あるいは地球科学の特殊性－つまり，国土の基本的な科

学であること－と関係あるのではないかと思える．

地質技術者の相互認定の流れ

上述したように，地質技術者資格を多くの国が有しているが，さ

らに，これらの資格認定機関同士が相互に認定しあう流れが進んで

いる．European Federation of Geologists，Canadian Council of

Professional Geoscientists（CCPG/CCGP），American Institute of

Professional Geologists（AIPG），National Association of State

Boards of Geology（ ASBOG）， Australian Institute of

Geoscientists（AIG）などの組織が，急速に相互認定のための覚書

を交わし始めていることが明確になってきた．これらの覚書は，ま

だ，相互の組織を認める，といった程度のものであり，強い拘束力

はないが，前述した工学技術者資格の相互認定の動きに追随するも

のとも考えられる．先進国の中で最も地殻変動が激しく，地質構造

も複雑な日本がこうした技術者資格の認定，さらには，技術者教育

認定のリーダーシップをとるべき時だと考えられる．

（「学術の動向」第９巻７号（2004年７月号）より全面転載）

千木良雅弘（ちぎら　まさひろ　1955年生）

日本学術会議地質科学総合研究連絡委員会，環境地質学専門委員

会委員長，京都大学教授（防災研究所）

専門：応用地質学



Vol. 13  Issue 3（September）

1. Thrust geometries in unconsolidated Quaternary sediments

and evolution of the Eupchon fault, SE Korea

Young-Seog Kim, Joon Young Park , Jeong Hwan Kim Hyeon Cho

Shin and David J. Sanderson

韓国南東部の未固結堆積層中の低角逆断層とユプチョン断層の発達

韓半島は，アジア大陸の東端の比較的安定した地域に位置すると

長い間信じられてきた．しかし，その南東部から最近10以上の第四

紀断層が知られて来た．それらの一つであるユプチョン断層は，小

学校の建設中に発見されたものである．しかも，それは原子力発電

所に近接している．この第四紀断層の性質と特性を理解するために，

２箇所でトレンチ調査を実施した．本断層は，主断層（走向N20E，

傾斜40SE），変位約４mを示し，副断層は，未固結の第四紀層を切

っている．調査の結果，この断層系には，シンセティックとアンテ

ィセティックの断層，上盤に背斜構造，引きずり褶曲，バックスラ

スト，ポップアップ構造，フラットランプ構造，デュープレックス

などが見出された．これらは，固結した低角逆断層システムに普通

に伴うものに非常に類似している．断層系の上部には，いくつかの

破砕部が観察され，断層が上方に伝播して，上部で止まったことを

示している．主断層に沿う礫は，断層に沿って長軸方向をそろえて

いる．第四紀層と下位の第三紀安山岩または白亜紀堆積岩との間の

不整合面は，逆断層センスの本断層で変位している．断層の下部で

は，センスは正断層であるので，もともと正断層だったものが，第

四紀に逆断層に転化したものであることを示している．断層の長さ

と変位の関係から推定された第四紀の断層の延長は200-2000 mに及

ぶ．この地域の現在の水平最大主応力軸の方向は，ユプチョン断層

の斜めずれから期待されるごとくENE-WSWであり，それにより本

断層は逆断層成分をもつ右ずれ走向断層であると考えられる．

2. Metamorphism and metamorphic K-Ar ages of the

Mesozoic accretionary complex in Northland, New Zealand

Yujiro Nishimaru, Philippa M. Black and Tetsumaru Itaya

ニュージーランド，ノースランドにおける中生代付加コンプレック

スの変成作用と変成K-Ar年代

ニュージーランド北島北方に露出するWaipapa Terraneの中生代

付加コンプレックスは，沈み込みに伴う弱変成作用をうけ，北東か

ら南西に向かって沸石相，ぶどう石－パンペリー石相，パンペリー

石－アクチノ閃石相低温部に分帯される．泥質変成岩中の炭質物

d
002
値が3.642－3.564Åを示すことから，その変成温度は300℃以下

とみなされる．泥質変成岩27試料中の再結晶白雲母のK-Ar年代は，

180-130 Maを示す北部ユニットと150-130 Maの南部ユニットとに

区分される．前者はOtago南東海岸のCaples Terraneの年代群に，

また後者はウエリントン付近のYounger Torlesse Subterraneの年

代群よりやや古いが，ネルソン付近のCaples・Waipapa Terranes

の年代群に対応する．

キーワード；付加コンプレックス，沈み込み変成作用，石墨化作用，

K-Ar年代，変成作用のピーク年代，ノースランド，ワイパパテレ

ーン，ケープラステレーン，トーレステレーン

3. Character of sediment entering the Costa Rica subduction

zone: Implications for partitioning of water along the plate

interface

Glenn A. Spinelli and Michael B . Underwood

コスタリカ沈み込み帯に持ち込まれる堆積物の性質：プレート境界

に沿う海水の区分に関する解釈

ニコヤ半島沖の堆積物からは，それがコスタリカ沈み込み帯に持

ち込まれることによって大量の水分が搾り出される．地震反射デー

タと深海掘削計画Leg 170の結果から，堆積物の上部約135m（0-

210mにおよぶ）が半遠洋性堆積物であり，下部の約215m（0-470

mにおよぶ）は遠洋性炭酸塩軟泥である．我々はコスタリカプレー

ト上の，各７m以下の長さの60本のピストンコアサンプルの地域的

な組成を差異を調べた．半遠洋性堆積物は平均すると，10wt％以

下がオパール，60wt％程度がスメクタイトであり，海溝に平行方

向の違いはなかった．遠洋性チョークは２wt％程度のオパール，

１wt％以下のスメクタイトであった．沈み込む堆積物のうちの大

半（96wt％程度）は，最初間隙に蓄えられるが，沈み込み過程の

初期のうちに間隙水は，圧密とテクトニックな圧縮によって排出さ

れる．スメクタイトの層間水として蓄えられた約3.6体積％が沈み

込み帯に入る．そして，たったの0.4％がオパールに閉じ込められ

る．沈み込みフロントから30km入ったところの，６kmより深いと

ころまで沈み込んだ堆積物は，間隙率が15％以下となり，温度は

60℃以上となる．このような条件では，オパールとスメクタイトの

間歇的に生じる脱水反応が局所的な流体過剰圧力を作り出す．それ

によって，流体の流れのパタンに影響が現れ，プレート境界の断層

に沿う有効応力が減少する．

キーワード：コスタリカ，沈み込み，スメクタイト，生物源シリカ，

オパール，地震発生帯

4. Evidence for high-Ca boninite magmatism from Paleogene

primitive low-K tholeiite, Mukoojima, Hahajima Island

Group, southern Bonin（Ogasawara）forearc, Japan

Kosuke Maeharai and Jinichiro Maeda

小笠原諸島母島周辺の向島に分布する未分化な低Kソレアイトの

中の高Caボニナイト活動を示す根拠小笠原諸島，母島周辺の向島

に分布する未分化な低Kソレアイトから高Caボニナイト質包有物を

発見した．母島から約50km北に位置する父島はボニナイトの模式

地であるが，母島周辺ではボニナイトの産出はこれまで報告されて

いない．この高Caボニナイト質包有物は非顕晶質であり，かんら

ん石，Caに富む単斜輝石，斜長石，クロムスピネル，不透明鉱物
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The Islands Arcは，年４回発行されます．最新

号のVol. 13 Issue３が2004年９月に発行されます．

日本語要旨をニュース誌と学会ホームページ

（http://www.geosociety.jp）にも掲載しています．

全文はオンライン（http://www.blackwell-synergy.com）

で無料閲覧できますので，是非ご覧下さい．

（The Island Arc連絡調整委員会）

Vol.13, Issue 3 要旨



と濃褐色のガラスからなる．包有物とホストの鏡下の産状から２つ

のマグマの混合が示され，そのことからボニナイト質マグマと未分

化なソレアイト質マグマが古第三紀の母島周辺で時空的に密接な関

係をもって活動したことが示唆される．これら２つのマグマは未分

化であり，わずかに異なったSr・Nd同位体を示すことから，それ

ぞれ異なった起源マントルに由来したものと考えられる．これら２

つの起源マントルは母島周辺に同時に存在し，高Caボニナイトの

起源マントルは未分化ソレアイトの起源マントルに比べ，高い含水

量と浅い深度の内の１つ，あるいは両方の特徴をもっていたと考え

られる．

キーワード：小笠原前弧，母島，高Caボニナイト，マグマ混合，

向島，小笠原諸島，未分化ソレアイト

5. K-Ar geochronology on the temporal change of eruptive

style in the eastern Izu peninsula, central Japan

Ayako Ozawa, Takahiro Tagami and Masafumi Sudo

中部日本，伊豆半島東部における火山活動形態の変化時期のK-Ar

年代学

最近のK-Ar年代測定により，伊豆半島東部における火山の活動

形態が0.3-0.2Maのあいだに複成火山から単成火山へと変化したこ

とが明らかとなった．変化の時期をより精度よく決めることを目的

として，最も若い複成火山である天城火山の遠笠山安山岩と，最も

古い単成火山のひとつで，部分的に遠笠山安山岩を覆っている遠笠

山火山からあわせて10試料を採取し，K-Ar年代測定を行った．測

定の結果，遠笠山安山岩は少なくとも0.34 Maから0.20 Maまで噴出

したのに対し，遠笠山火山は0.26-0.29 Maの間に噴火したことがわ

かった．これは，遠笠山安山岩の北部は遠笠山火山の噴火の後で噴

出したことを示唆する．過去のデータとあわせると，伊豆半島東部

における火山の活動形態の変化は0.29-0.20 Maの間におき，その間

単成火山，複成火山両方の活動が重なっておきていたと考えられる．

キーワード：東伊豆，K-Ar年代測定，質量分別，単成火山，複成

火山第四紀
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法務委員会委員長　上砂正一

1996年に科学技術基本法が制定され，各学会は「研究者・技

術者の倫理の確立」を求められ，「国民と研究者の双方向コミ

ュニケーションの充実や科学技術活動に伴うリスクを最小限と

するよう適切な管理を行うとともに，組織における倫理の涵養

に努めること」が要請されました．

法人化を目指す本会としては，基礎自然科学分野の知的財産

（文書知見，図表知見，数値知見，発見や仮説）が必ずしも充

分には法的に保護されていない現状があることをも踏まえ，倫

理綱領策定などの諸整備が必要と判断致しました．

2001年８月，評議員会のもとに倫理綱領など検討委員会を設

置し，2002年10月には，同委員会を倫理綱領策定委員会と知的

財産権等検討委員会に分離しました．高木宏行弁護士のご好意

とボランティア精神に甘え，１年ほどの間，さまざまな相談や，

議論に加わっていただき，有益な助言をいただきました．その

後，両委員会は倫理規定策定委員会，知的財産担当，個人情報

保護担当，法人化準備委員会代表を加えた法務委員会に再統合

されました．

高木弁護士とは，本年１月より，たいへん些少な顧問料では

ありますが，正式な顧問契約を結びました．高木弁護士には，

本会の規約・細則の改訂や著作権譲渡等同意書などの作成に参

画していただくとともに，他団体との折衝文書作成につきまし

ても事前に校閲をお願いし，超多忙な中，会議には，毎回ご出

席をいただいております．

先生の論理組み立ての切り口は，我々には，極めて新鮮で，

説得力があります．それは，我々ジオロジストが，日本国憲法

を骨格とする法体系を，あまり意識することなく，日頃，生活

してきたことを意味しており，法人化に向けて，あらためて気

を引き締めるところであります．

高木弁護士には今後ますます，また末永くお世話になること

と思いますので，会員の皆様にご紹介いたします．

来月から新しくコラム欄を設け，高木弁護士に知的財産権な

どの問題や事例を会員の皆様にわかりやすくご説明いただく予

定です．

顧問弁護士
高木宏行氏のご紹介

高木宏行　弁護士（現在35歳）

第二東京弁護士会所属，

キーストーン法律事務所パートナ

ーとして，日夜，活躍される新進気

鋭の若手弁護士であります．

著書：「消費者契約法・金融商品

販売法　完全解説」（日本法令，共

著），「新しい交通賠償論の胎動」

（ぎょうせい，共著），「交通事故の

法律相談」（青林書院，共著），「最新　法律がわかる事典」

（日本実業出版社，共著），「不正アクセス禁止法とプライ

バシー侵害への対処」（コンピュータ＆エデュケーション

Vol.12, p45-51, 2002）など．

1995年

刑事弁護委員会委員，民事介入暴力追放センター委員会

委員，東京弁護士会・第二東京弁護士会合同図書館委員，

東京三会交通事故処理委員会委員・副委員長

1997年４月－1998年３月

常議員（地質学会での評議員にあたる．）

（財）日弁連交通事故相談センター東京支部　支部員・副

委員長などを歴任

現在

東京弁護士会・第二東京弁護士会合同図書館　嘱託

（財）日弁連交通事故相談センター東京支部　副委員長



2004年中部支部総会・シンポジウム・地質巡検

富山県幹事，富山大学理学部　竹内　章

中部支部事務局幹事，名古屋大学環境学研究科　竹内　誠

中部支部では各県持ち回りで支部年会を開催し，県幹事が中心と

なってその県に関係した地質についてシンポジウムや地質巡検を企

画し，開催運営を行っている．今年は富山県が開催県であり，2004

年中部支部総会・シンポジウム・地質巡検を，６月12日（土）と13

日（日）に富山大学理学部にて開催した．

総会（６月12日10：00-11：25）

富山市科学文化センターの赤羽久忠会員の議長のもと，参加者18

名，委任状28名で開催された．報告事項として，2003年支部活動報

告として，岐阜大学での2003年年会報告，朝倉書店日本地方地質誌

「中部地方」の進捗状況，地質学会代議員選挙報告などがなされた．

支部会計の2003年決算が承認され，2005年年会を長野県で開催する

ことが承認された（代表幹事　原山　智会員）．また昨年度より配

分された支部活動補助費の使途について議論し，年会開催にかかる

経費および次年度年会準備の費用に使用することになった．

また支部活動として年会時以外にも巡検を実施してはどうかとの

意見が出され，検討することになった．（竹内　誠）

シンポジウム「日本海と本州弧の形成・発展」（６月12日12：50-

17：30）

本シンポジウムは昨年の支部年会シンポジウムでの飛騨外縁帯に

かかわる議論を引き継ぎつつ，パネル討論形式で行われた．個々の

発表や質疑応答については割愛するが，半日４時間の短いシンポジ

ウムにしては大きなテーマであったが，定員70名の会場は参加者で

ほぼ満席になり盛り上がった．

以下では，内容の濃い議論が行われた部分をかいつまんで紹介す

る．

飛騨ナップ説や衝突型造山帯説などの飛騨帯の構造発達史や日本

海拡大前の西南日本の帯状構造の復元が討論となり，種々のモデル

を制約し当否判別に有効な野外観察事実の提示や第三紀以降の変形

量の算定が課題とされた．一方で，時間スケールが１億年以上を超

える造山論と百万年程度の変形論の相違を意識した議論の咬み合わ

せが必要であることも明らかになった．

北信越地域を中心に議論された日本海拡大期前後の第三紀地史に

ついては，新第三紀の環境変化とテクトニクスの変遷に関する詳細

な研究報告とともに，これまで空白の時代とされていた古第三紀

（白川花崗岩や太美山層群，月長石流紋岩の時代）に海域の富山ト

ラフや富山湾の原形形成を含む飛騨帯の変形が指摘され，本州弧に

占める北陸の時空的位置やテクトニクス上の役割を解明するうえで

新しい視点が加わったといえる．このことに関連して，今回の支部

巡検（東海北陸自動車飛騨トンネル工事現場とその周辺）では白川

花崗岩のカタクレーサイト化の実地検分がなされた．

また，高校教科書などに見られる糸静線プレート境界説への反論

が野外地質データを中心に提起された．総合討論のなかでは，合意

には至らなかったものの，プレート境界を地質学がどのように調査

研究し議論すべきか，新潟－神戸歪集中帯など測地・地球物理の扱

いも含めて意見交換があり，一定の整理がなされた．

なお，今回は年会開催の場所柄，フォッサマグナ地域の問題につ

いて深く立ち入ることは避けたので来年の信州年会での進展に期待

したい．（竹内　章）

参加者の声から「お骨折りご苦労様でした．日本海形成前後の話は

大変興味深いものでした．各研究者の生の声を聞きながら，新しい

日本海形成のプロセスを理解するのに必死でした．博物館にいる時

は学会に出席してこんな話を聞く機会はあるのですが，学校ではま

ず無理です．このような機会をお作りいただき感謝しています．」

（山本茂会員）

懇親会（６月12日18：00-22：00?）

今年は理学部の学生実験室での開催となった．いつも慣れ親しん

だ風景のためか，最初から和んだ雰囲気で始まった．新妻信明支部

長，藤井昭二名誉会員等の挨拶を交えて会は進み，また富山大学の

学生たちも混じり，老若男女うち解けた懇親会となった．会は20時

にていったんお開きとなったが，実験室ということもあり，その後

も歓談は続いた．筆者らはホテルへの終電が近づいたので，22時頃

に失礼したが，さて何時まで続いたのだろうか．参加者は20名超で

大変盛況だった．（竹内　誠）

地質巡検「東海北陸自動車道飛騨トンネル」６月13日（日）

当初の募集定員は20名であったが，最終的には案内者を含めて30

名に達した．参加費は昼食代を含めて2500円．

今回の巡検対象は，跡津川断層と御母衣断層（庄川断層帯）とい

う，中部日本を代表する活断層の交差部を掘削中のトンネル工事現

場であり，通常の野外地質巡検とは趣を異にするタイムリーな企画

であった．案内者は同トンネルの地質屋松原誠氏（地層科学研究所

勤務／富山大学大学院理工学研究科所属）．トンネル内の水路の流

量や盤ぶくれ，H綱支保工の変形などが随所に見られ，断層破砕帯

の粘土帯や硬軟混在ガウジ部と大量出水のために，まさにプロジェ
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写真１　東海北陸自動車道飛騨トンネル作業坑先端部での記念撮影

支部コーナー

☆中部支部
報告

写真２　巡検後，白川村の世界遺産合掌造り集落を展望台より望む



クトXを地で行く難工事であることがひしひしと感じられる．幸運

にも日曜日であったことから作業坑切羽や，本坑の世界最大トンネ

ルボーリングマシンも見学できた．現在掘削している箇所ではみら

れなかった飛騨変成岩については，調査ボーリングによるコア試料

が充分な数用意されており，カタクレーサイト化した部分と飛騨ナ

ップ説との関連などが，ひとしきり議論となった．

トンネル内や周辺で見られた花崗岩類と流紋岩類について，濃飛

流紋岩プロパーとの違いなどを解説していただいた小井土由光会員

の言によれば，「肉眼では何であるかが全くわからない岩石」であ

り，岩石学の面からは最悪の巡検と言わねばならないようである．

それはともかく，原山智会員，小林健太会員などにも適宜解説して

いただいた．また，坑内での移動や安全確保，内部資料の閲覧など，

今回の巡検全体について，大成・西松・佐藤共同企業体の方々にも

準備段階から大変お世話になった．巡検の裏方担当として，この場

をお借りし厚く御礼申し上げます．（竹内　章）

中部支部に関するお問い合わせは，下記中部支部事務局　竹内　誠

まで．

〒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気付

TEL 052-789-2525，E-mail takeuchi@eps.nagoya-u.ac.jp
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支部コーナー

院生コーナー

研究室の概要・特徴

私たちの地域・地球環境変遷学研究室は，愛媛大学理学部生物地

球圏科学科，理工学研究科博士前期課程生物地球圏科学専攻，理工

学研究科博士後期課程環境科学専攻に属しています．また，教官の

井内美郎教授は愛媛大学沿岸環境科学研究センター（CMES）に所

属し，理学部に併任しています．当研究室には現在，井内美郎教授

に，COE研究員２名，博士後期課程５名（うち社会人院生２名），

博士前期過程４名，４回生４名の13名が所属しており大変賑やかな

研究室となっています．

当研究室は地質学を基礎として，全地球的な環境変遷から地域的

な環境変遷，そして最近の人間活動による環境変化や現在の環境評

価など環境変遷史を様々な時間スケールで取り扱います．小さいス

ケールでは，ため池や沿岸湖沼・沿岸海域の数十年間～数万年間の

環境変遷史を解明し，大きなスケールでは，バイカル湖や琵琶湖の

湖底堆積物を対象に数十万年～数百万年間にわたる地球規模の気候

変動を明らかにする研究を行っています．研究対象は湖底や海底の

堆積物です．堆積物には，過去から現在までの環境変化の歴史が

様々な形で保存されています．現在に近いところは「書かれた」歴

史資料があり，比較することが出来ます．そこで確立した手法は，

「書かれた」記録のない過去にも応用できるわけです．『現在は過去

の鍵である』と地質学の先人が言いましたが，『過去は未来の道標

なり』とも言っています．我々はその言葉をモットーに，近未来を

予測するために過去を研究し，望ましい未来環境を求めて研究を続

けていきたいと思います．

研究について

研究グループとしては（1）古気候変遷グループ（PAGESグルー

プ）と（2）海洋グループ（LOICZグループ）の２つに分けられま

す．当研究室では，古気候変遷グループはIGBPのコアプロジェク

トであるPAGESに，海洋グループではLOICZに関連した研究を行

うことが目標となっています．以下にそれぞれのグループの研究内

容と，研究室の構成メンバー（社会人院生を除く）を紹介していき

ます．

研究員

加　三千宣（COE研究員） 沿岸環境科学研究センター（CMES）

では，COEプログラムの重点課題の一つとして「地球環境変動に

よる沿岸域生態系変動機構の解明と将来予測」に関する学際的な研

究が行われています．私はその一環として，黒潮変動と沿岸海洋生

態系変動に関する地質学的研究を始めています．特に注目している

のは，数十年～数百年スケールの黒潮変動です．今後数十年～百年

の日本の沿岸環境・水産資源量の変動メカニズムや長期予測，さら

にグローバルな大気海洋システムの解明にとって，このスケールの

黒潮変動特性，特に周期性を知ることは非常に重要です．しかし，

その周期性は，社会的・科学的重要性にも関わらず，いまだ明らか

にされていません．現在，数十年～数百年スケールの黒潮変動の復

元と沿岸域生態系や水産資源に及ぼしてきた影響を明らかにするた

め，CMESの海洋物理，生態，愛媛県水産試験所など他分野の研究

者との共同研究で，愛媛県沿岸海域における現生の有孔虫・珪藻群

集及びフラックスの季節変化や運搬・堆積プロセスの調査，当海域

及び鹿児島湾，沖縄トラフ，奄美海台の海底コアを用いた高時間分

解能での有孔虫・珪藻殻フラックス分析及び化学分析をベースとし

たコア解析を進めています．

関口智寛（COE研究員） 昨年４月よりCOE研究員としてお世話

になっています．過去に海砂が採取されていない“自然”な海域に

おける海底地形について，流れ場との関係を研究しています．超音

波流速プロファイラーを用いて流れ場を実測し，このデータを，

Seabatによる測深データや粒度分布と比較することで，堆積物の集

積機構と海底地形の発達について検討しています．また，この研究

の一環として，堆積物の挙動特性についての水路実験に取り組んで

います．

◆古気候変遷グループ（PAGESグループ）

バイカル湖や琵琶湖，中国のタイハイ，モンゴルのフブスグル湖

などで得られたコアを用いて研究を行い，過去1000万年間から過去

井上卓彦
（愛媛大学理工学研究科環境科学専攻　D2）

愛媛大学理学部生物地球圏科学科
地域・地球環境変遷学研究室（井内研究室）

井内研究室集合写真：（後列左より）阿部，多田，布川，井上，岩

本，加，奥村，関口．（前列左より）川口，齋藤，井内教授，天野，

中條，原田



１万年間の環境変遷の解明を行なっています．主に密度計や粒度分

析機を用いた分析を行ない，スペクトル解析や他の分析結果などと

の比較検討から環境変遷の解析を行っています．また，比較的小さ

な湖沼などの研究では，ごく最近100年間の地域的な環境変遷に関

して，ガンマ線検出機を用いたPb-210，Cs-137法による堆積速度測

定を用いています．これにより詳細な環境復元がなされることが期

待されます．

岩本直哉（D3） 東アジアの湖沼堆積物からみた気候変動解析を

研究しています．研究フィールドは，バイカル湖（BDP98）や中

国にある内陸湖の岱海（タイハイ）です．ともに連続的で良好な環

境の記録を保存しており，バイカル湖では1000万年，タイハイでは

数万年程度の環境変遷が明らかにできるはずです．これらのデータ

を基に，アジアにおける気候の南北シフトや気候に大きな影響を与

えるアジアモンスーンの影響を明らかにしたいと考えています．

川口優美（M2） バイカル湖Posolskaya Bankの堆積物物性からみ

た気候変遷史を研究しています．BDP99コア試料の粒子密度を測

定することによって気候の復元を試みています．あと１年でできる

だけ深くまで密度分析プラス一部粒度分析をしようと思っていま

す．新発見を目指して頑張ります．

齋藤笑子（M2） 琵琶湖の高島沖コアを用い，主に粒度分析を中

心に，過去約40万年間にわたる環境変遷の復元を目指しています．

他で新しい成果が出されるたびに自分の遅れを実感してしまうので

すが，私のマイペースぶりを苦笑しながらも見守ってくれるメンバ

ーに囲まれ，焦りつつも前向きに研究を続ける日々です．

阿部寛子（B4） モンゴル最大の淡水湖で，バイカル湖に注ぐセ

レンガ川の源流部に位置するフブスグル湖の湖底堆積物の分析を行

っています．フブスグル湖は気候変動に敏感であると考えられ，大

陸内部の古気候変遷を記録していると予想されています．私は，密

度測定と粒度分析の手法を用い研究を行なっています．

多田恭子（B4） 徳島県板野町に位置するジョガマル池は四国で

最も古い池であり，流入河川がないことや池の未固結堆積物が20m

以上確認されていることから，ジョガマル池には比較的連続性のよ

い歴史が記録されていると考えられます．そこで主に堆積物の粒子

密度と粒度に注目して，過去の環境変遷について研究しています．

◆海洋グループ（LOICZグループ）

主に瀬戸内海や，日本沿岸海域を研究フィールドとし，堆積物や

音波探査記録をもとに過去約12万年程度から100年程度の地史や

Human Impactによる環境変遷史の解明を行なっています．主な研

究手法として，柱状採泥や表層採泥によって得られた堆積物の粒度

等の情報による環境推定や，ガンマ線検出機を用いたPb-210，Cs-

137法による堆積速度測定，また音波地層探査装置による堆積層解

析やナローマルチ音響測深機SeaBat8101を用いた精密測深による

海底地形変化の観測などがあります．

天野敦子（D2） 沿岸域の環境変遷，特に人間活動の影響につい

て研究を行っています．具体的には，沿岸域において人間活動が盛

んになった過去約100年ほどの環境変遷を堆積物から解明しようと

しています．人間活動といっても様々あるのですが，現在は愛媛県

宇和海域で養殖漁業の影響を中心に研究しています．今後の抱負

（目標）は，今のところは目の前にあることをこなして，気が付い

たら日本の（世界の？）沿岸域の環境に活かせるような研究ができ

ればいいな…と思います．

井上卓彦（D2） 現在，日本の海岸の約半分が海岸侵食に悩まさ

れていると言われています．そこで海岸浸食対策のモデル地域であ

る鳥取県皆生海岸で，砕屑物がどのように海岸を移動するかを研究

しています．音波探査や柱状試料を用い，河川からの土砂供給量，

海岸沿いでの土砂移動量，沖側への土砂侵食量を解明しようと試み

ています．これにより地質学が海岸工学の分野に参入する（吸収さ

れる？）ことが出来ればと考えています．

中條喜友（M2） 研究テーマは，「猫瀬戸東方海域の底質分布と海

峡形成史」で，海水面の上昇によって７つ以上の大小様々な海峡が

どのような順番で形成されていったかを研究しています．去年は調

査海域で重力落下式コアサンプラー（よしともくん）を用いて柱状

試料を採取しようとトライしましたが，ロープが切れてあえなく断

念．今年はその雪辱を晴らすべく，調査に明け暮れたいと思います．

布川裕也（M2） 愛媛県北条市沖の砂堆，大洲における堆積物の

移動様式について研究を行っています．マルチビーム音響測深機

SeaBat8101を用いた音響探査を3ヶ月ごとに行い海底地形の比較を

することで，大洲の堆積物の移動を追跡しています．

奥村　学（B4） 研究テーマは鳥取県弓ヶ浜半島の堆積過程です．

研究方法は，採取したコアの粒度分析と柱状記載などです．弓ヶ浜

半島は海岸侵食によってかなりの海進がすすんでおり，本研究によ

って，海岸侵食についての基礎資料を提供できるのではないかと考

えています．今年の夏には，調査地でジオスライサーによるコア採

取を行う予定です．採取が順調に進めば現在あるサンプルのデータ

とあわせて，かなり良い研究成果を卒業研究の間に残せるのではな

いかと思います．おそらくこういった研究に本格的に加わることが

出来るのは最後の機会なので，精一杯がんばりたいと思います．

原田英明（B4） 海砂は建設資材などに使われる貴重な資源とし

て，これまで砂堆という限られた海域において採取されてきました．

現在，砂堆の生態系への影響などが注目され，人工改変された海底

地形がどのように回復するかを，測深調査と海底表層採泥の手法を

用いて研究しています．研究フィールドは，かつて海砂採取が行わ

れていた広島県三原市沖と，現在も海砂採取が行われている愛媛県

大三島南方沖です．海底地形測量は，マルチビーム音響測深機

SeaBat8101を用いた測深調査を行い，底質分布については表層採

泥を行い海底の地形と底質の回復過程の解明を目指しています．

興味のある方は研究室のホームページ

http://www.ehime-u.ac.jp/%7Ecmes/kyouin/Inouchi/index.htmに

アクセスしてください．日ごろの井内研究室が垣間見られるかもし

れません．
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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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畏友　遠藤　尚さんの
ご逝去を悼む

本学会50年会員，宮崎大学名誉教

授遠藤　尚さんは平成16年（2004年）

６月12日17時55分，急性心不全で急

逝されました．享年80歳でした．４

年前，解離性大動脈瘤を発症され，

宮崎医科大学（現在宮崎大学医学部）

で緊急手術を受けられ，九死に一生を得られましたが，昨年10月胸

部大動脈瘤を再発されました．年齢や合併症からみて手術は困難か

と考えられましたが，再び宮崎大学で手術を受け，リハビリを続け

ておられました．しかし，肺炎・心不全を繰り返し，食事も摂れな

い状態が続いた結果でした．

遠藤さんは大正13年（1924）４月１日，遠藤孝太郎様・秀美様を

ご両親とし，２男１女の次男として大阪市でお生まれになりました．

因みに，ご令兄故遠藤　弘様は第四高等学校から京都帝国大学理学

部地質学鉱物学科をご卒業され，ご兄弟揃って本学会員でした．

遠藤さんは昭和６年（1931）大阪市鷺州第一尋常高等小学校入学

から大阪府立北野中学校・第三高等学校理科甲類を経て，九州帝国

大学理学部地質学科へと進学されました．第三高等学校時代は古い

伝統を誇るラグビー部の主将でした．

遠藤さんをはじめ私たち九大地質の同級生13名は太平洋戦争敗色

濃い昭和19年（1944）10月に入学し，敗戦間もない昭和22年（1947）

９月に卒業しました．史上最低とも言える学生生活で，講義を筆記

するインク・ペン・ノートを入手するのも容易でなく，野外踏査に

必須のハンマー・クリノメーターも購入できませんでした．或る人

はつてを求めてハンマーだけは入手したり，私は工学部機械学科へ

進学した友人の叔父さんが所有されていたクリノメーターを長期借

用したりしました．ハンマーもクリノメーターも持たない人も居り

ました．特に敗戦後の物不足，とりわけ食糧難はひどいものでした．

こうした状況の中にあって，地質学科の学生は進級論文で３年生へ，

卒業論文がパスして卒業でした．そのためにはそれぞれ1ヶ月また

はそれ以上の日数の野外調査が必要で，その旅費は勿論自費です．

物理・化学の学生は学校設備で実験その他をこなすことができます

が，それに比べて地質学科の学生は父兄に余分な負担をかけたわけ

です．

遠藤さんは不幸にも敗戦前にご尊父を亡くされ，自活しなければ

ならないようになりました．似たような境遇のクラスメートも２・

３居られましたが，やむなく他学科へ転じたり，退学したりした人

もいます．この中にあって遠藤さんは苛酷な進駐軍のアルバイトに

耐えながら勉学を続けられました．当時教室での講義は2年生で終

わり，３年生のときは卒業論文だけに専念することができました．

また「山を歩くことが楽しくてならないようになれば卒業させて良

いんだ」と仰言る教授もおられました．それ程野外調査が重視され

ていました．３年生になると，それぞれ与えられたフィールドへ出

かけました．遠藤さんは故今野円蔵教授のご指導で，山口県清末町

付近の地質がテーマでした．しかし，生活費や調査旅費を稼ぐため

のアルバイトに追われ，なかなかフィールドへは出られません．結

局私達の半分位の日数で卒業論文を仕上げられました．調査はジュ

ラ紀の豊浦・豊西両層群が主な対象で，層序・構造のほか清末植物

化石群の研究―その記載と対比論が重要な内容でした．対比の対象

は国内はもとより，朝鮮半島・シベリヤ・コーカサス・トルキスタ

ン・英国に及び，今後の問題点を指摘するものでした．なお，アン

モナイトを産する海成層もあって，松本達郎教授のご指導も受けら

れたようです．これを卒論の発表会で聞き，大変感銘を受けました．

遠藤さんはどちらかと言えば寡黙な人となりでしたが，たまたま

雑談がご令兄のことに及ぶと，賢兄愚弟と一言だけありました．ま

た興至れば正調？琵琶湖周航歌に後をつけて低唱することもありま

した．ある時私の家を訪れられたことがありました．帰られた後父

が申しました．「遠藤さんは同級生か．お前と随分違うなぁ．物静

かに落ち着いて」と．

昭和22年（1947）９月，入学時は13名でしたが，卒業は９名とな

りました．遠藤さんは直ちに山口県立下関高等女学校へ教諭として

赴任されましたが，１年足らずで宮崎師範学校へ転任されました．

さらに学校制度改革により，昭和24年（1949）６月から宮崎大学学

芸学部講師・助教授としを経て，昭和46年（1971）教授となられま

した．卒業論文をライフワークの出発点とされる地質学者も少なく

なく，遠藤さんは古植物学を究める道を歩まれるのではないかと思

って居りましたが，宮崎へ移られてからは，研究者としてよりも教

育者としての立場へ重点を移されたようでした．勿論研究は続けら

れ，主力は宮崎平野の段丘形成史・霧島火山活動の編年史・加久藤

盆地の地質に注がれ，シラス地帯における斜面崩壊の集中発生につ

いての防災地質にも及んでいます．これらは宮崎大学学芸部時報・

同紀要・松下久道教授記念論文集等に発表されています．研究の集

大成は「Geological Study of the Miyazaki Coastal plain, South-

eastern Kyushu, Japan」にまとめられ，昭和49年（1974）九州大

学で理学博士を取得されました．このほか昭和54年（1979）以降，

土地分類基本調査に携われました．また，宮崎県下の小・中・高校

の理科教員の研究会・巡検や宮崎県ガイドブック作成の指導にも当

たられました．さらに県企業からの依頼を受けて，ダム湖を含むダ

ム予定地域の調査をされたこともあります，県外の調査は，それぞ

れの大学の先生方の仕事として手を出さなかったようです．それだ

け地域社会の教育・文化に集中されたのでしょう．

他方，学生のご指導には熱心で，夏休みになると，脚絆・地下足

袋・リュックサック姿で出かけられました．時には学生さんのバイ

クの後ろに乗って野外調査をされた由，私には一寸ユーモラスな光

景として目に浮かぶようです．私も時として研究室にお邪魔したこ

とがあります．ある時丁度試験の採点中でしたので退出しようとし

ますと，直ぐ済むから待っててとのこと，そのあたりにある書物な

どをめくって居りますと「出来ていないなあ」との嘆息です．「余

りむつかしい問題を出すからでしょう」と茶々を入れると，「僕の

教え方が悪いのかなあ」と呟かれました．

全く飾り気のない人柄で，夏など研究室でステテコ姿で，首にタ

オルを巻きつけて仕事をされる姿も見かけられたとか．また夜にな

ると同僚の先生方がご自宅を訪れ，焼酎の宴でうっ憤晴らしを混じ

えて賑やかな一時を過ごされることもありました．私も宮崎へ行っ

た時には二人して巷に酒を求めたこともありました．しかし，役職

に就かれるにつれ，教え子と好きな山歩きを終えて，宿で一杯飲む

楽しみも次第に出来なくなりました．私もおたずねすることを控え

ました．

昭和56年（1981）10月，教育学部長に就かれ，さらに昭和58年

（1983）12月から平成元年（1989）11月まで，２期６年第11代・第

12代学長を務められました．時恰もキャンバス移転の大事業があり，

大変な気苦労があったようで，奥様からご覧になって，遠藤さんの

体がだんだん細くなっていかれた相です．大学移転の大事業を無事

終えられた退官後は，「これからは晴読雨読だ」と文庫本を山のよ

うに積まれたとか．土地分類基本調査は教え子の先生方と続けられ

ましたが，調査半ばで参加が叶わなくなられました．

晩年の闘病生活には，ラグビーで鍛錬された強靭な精神力が偲ば

れます．葬儀は６月15日12時，宮崎市内みやそう会館で大学葬とし

て厳かに執り行われました．菩提寺は宮崎市内の高野山真言宗香泉

寺です．

遠藤さん，やすらかにおやすみ下さい．

合掌．

なお，ご遺族は一女三男にめぐまれ，それぞれ独立しておられま

すが，奥様の遠藤耀子様は，従前通り下記にお住まいです．
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承諾した．

・「2004年青少年のための科学の祭典松本

大会」（７月31日～８月１日開催，実行

委員長信州大学理学部長）より後援の依

頼があり，承諾した．

・ゼオライト学会より「第20回ゼオライト

研究発表会」（11月30日～12月１日）の

共催依頼があり，例年通り承諾した．

・産業技術総合研究所地質調査総合センタ

ー「2004年地質情報展ちば」（第８回）

（９月18日～９月20日，千葉県立中央博

物館）の共催依頼があり，例年通り承諾

した

・日本科学技術振興財団より，「青少年の

ための科学の祭典2004」の後援依頼があ

り，例年通り承諾した．

・産総研からのCCOP今年度総会への協賛

依頼に対して，承諾することとした．ま

た，委員選出依頼に対しては，会長名を

登録することとした．

JABEE委員会（委員長　天野）

・JABEE総会（６月４日開催）出席報告

１．今年度は地球・資源分野で，４プログラ

ム（島根大，日大，都立大，北大資源）が

認定された．

２．３月以降，技術士試験の１次試験が免除

されることとなった（ただし，資源分野の

み）．応用理学分野としての分野認定はさ

れないため，この分野の技術士補としては

働けない．

３．今年度のJABEEの目標：ワシントン・

アコードに参加すること．認められれば，

非英語圏として，はじめてとなる．

４．国際基準は，日本における理系カリキュ

ラムに比較してデザイン能力を重視してい

るので，その方向での要求があれば，対応

は容易でなさそうである．

５．審査委員，オブザーバーの養成，今年度

の講習会（７月２日締め切り）に多く参加

してもらう．

６．今後毎年，地球・資源分野の受審校（プ

ログラム）を増やす必要がある．

技術者継続教育委員会（委員長　担当理事

公文）

とくになし

関連学会連合（担当理事　天野）

自然史学会連合（運営委員　森田利仁）

とくになし

地質科学関連学協会連合

・国際惑星地球年への対応，学校教育問題

への対応，富士山周辺立ち入りに関する

要望書の作成などについて検討するた

め，世話学会である地質学会から呼びか

けを行うことにしたい．

地理学関連学会連合

日時：2004年６月26日（土）13：00―18：00

場所：北とぴあ　802会議室（東京都北区王

子1-1，JR京浜東北線　王子駅北口下車，

徒歩２分）

出席者：平　朝彦会長　加藤碵一副会長　木

村　学副会長

（03-04評議員　20名）足立勝治　阿部国広

赤羽久忠　石渡　明　井内美郎　今岡照喜

（17：00退出）木村純一　黒田潤一郎　紺

谷吉弘　榊原正幸　佐瀬和義　鈴木徳行

田崎和江　竹内　章　新井田清信　楡井

久（15：30出席）新妻信明　松田博貴　松

本俊幸　矢野孝雄

（理事）渡部芳夫常務理事　玉生志郎副常務

理事　天野一男　伊藤谷生　上砂正一　大

友幸子　狩野謙一　公文富士夫　中井睦美

宮下純夫　吉田武義

（事務局）橋辺菊恵

欠席　評議員（委任状　12名）：荒戸裕之

井龍康文　片山郁夫　斉藤尚人　佐々木和

彦　柴　正博　竹内　誠　仲谷英夫　觜本

格　平野弘道　吉川周作　吉田史郎（委任

状なし　２名）柴u直明　廣井美邦

欠席　理事：会田信行　徐　垣

＊出席20名，委任状12名，欠席２名で成立

条件を充足し，書記に新妻・佐瀬両評議員を

選出し議事に入った．

Ⅰ　理事会報告
１　運営財政部会

１）総務委員会

庶務関係（担当理事　天野）

・共立出版より「地質学調査の基本-地質

基準-」について重版（１回目）1000部

の依頼があり，了承した．

・日本粘土学会より「第48回粘土科学討論

会」の共催依頼があり，例年通り承諾し

た．

・応用地質学会より講習会「付加体地質の

講習会および現地集会」（7/9講習会，

7/10現地）の協賛依頼があり，承諾した．

・（社）計測自動制御学会より「第30回リ

モートセンシングシンポジウム」（11月

１～２日）の協賛依頼があり，例年通り

とくになし

会員関係（担当理事　上砂）

（1）次の３月以降の入会を報告した．

正会員（10名）村田宏治，赤崎広志，阿部信

太郎，池野達雄，高階義大，平松良浩，松

原　誠　宮崎　隆　向井正二郎　横瀬正史

院生割引会員（43名）入佐友弥，近藤大輔，

道家涼介，西尾　格，高山典子，上久保寛，

松尾友太，新藤亮太，佐藤義隆，小林一茂，

相馬伸介，吉山泰樹,秋元　梓，浦本豪一

郎，菅家奈未，窪田和恵，新谷俊一，関根

智之，千葉郁恵，内藤信明，森谷明博，山

浦亮一，鵜生川太郎，森田信幸，野村真一，

大竹奈保，森田秀彦，林　辰弥，大岩根

尚，小牟礼麻依子，森山哲太郎，山本紋子，

横須賀　歩，ポーデル　ムワンダ　ラズ，

石川和明，市川暢子，柴田健一郎，清家弘

治，木戸絵里香，山口直文，石田千佳，

Woldmichael Binyam，EL-Fakharani

Abdel-Hamid Saad

準会員（５名）：山崎秀策，平中伸英，高橋

孝行，荒井祐一郎　荒井優祐

（2）３月以降の退会を報告した．（正会員20

名）

佐々木亮，古城輝夫，窪田開拓，小寺正明，

ロペス・ポアン・カルロス，田村祐治，中

田武士，桑山　龍，益田　稔，太田彩乃，

岩崎仁美，細野高啓，池 蔓，荻原俊行，

井上　基，二ツ川健二，伊計秀明，ザモラ

ス・ローレンス，V.Sharma，中井芳恵

（3）会員５名（名誉会員１名，正会員３名）

が逝去された．

名誉会員：関根良弘（04年５月24日）

正会員：山崎了一（04年４月22日），日暮

淳（04年４月25日），坂本　亨（04年５月

16日），遠藤　尚（04年６月12日）

（4）会費長期滞納による除籍予定者（名簿回

覧）

2001年よりの会費滞納者について，会費

入金がない場合は2004年12月末で除籍予

定．現在109名

（5）会員の動静（2004年２月29日現在）

（6）会員名簿発行に関する会員アンケートに

ついて，ニュース誌６月号の掲載．

本年は名簿発行の年であるので発行する

方針であるが，個人情報の保護などについ

ての９月末〆切のアンケート結果を参照

し，検討する予定である．

会計関係（担当理事　大友，上砂）

・５月までの月例会計報告
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学　会　記　事

2004年度第４回定例評議

員会議事抄録
2004年７月22日

日本地質学会　評議員会議長

井内美郎

賛助会員 名誉会員 正会員（内 院生割引） 準会員 合計

2004. 2.29 38 74 4630（154） 26 4768

2004. 5.31 38 72 4634（177） 30 4774

増・減 0 －2 ＋4（－23） ＋4 ＋6



（3）「地質学と地震」研究委員会（委員長

嶋本利彦）

活動報告：本年の地球惑星科学関連学会合

同大会において，「断層帯のレオロジーと

地震の発生過程」（J078；2004年５月９，

10日）を開催した（地質学会は共催）．断

層帯の研究，断層内プロセスを再現する室

内実験，地震の発生過程のシミュレーショ

ン，地震学・地殻変動の研究分野から，バ

ランスよく41の口頭・ポスター発表がおこ

なわれ，一時は200名部屋で立ち見がでる

ほど盛況であった．摩擦熔融が断層の力学

的性質に与える影響がシミュレーションに

よ っ て 解 か れ た こ と ， t h e r m a l

pressurizationを含めて断層の動的破壊過

程が初めて解かれたこと，沈み込み帯の深

部スロースリップの新しいデータが報告さ

れその起源が論じられたこと，などが注目

を集めた．いずれも断層の研究が重要な貢

献をした．また，昨年と同様に，関連セッ

ションとして「巨大地震発生帯の科学」，

「陸域震源断層の深部すべり過程のモデル

化」，「地震発生の物理」が開催され，いず

れにおいても断層についての研究発表がな

された．断層研究と地震学を融合する流れ

が定着しつつあると改めて感じた．合同学

会全体としても，大きな目標を掲げた学際

的セッションが一層発展しつつあるという

印象を受けた．

（4）南極地質研究委員会（委員長　廣井美邦）

１．本年11月に出発する第46次南極観測隊夏

隊員４名（廣井美邦（千葉大），M. Satish-

Kumar（静岡大），加々島慎一（山形大），

本吉洋一（極地研））は身体検査を終え，

６月16日に開催される南極地域観測統合推

進本部総会（本部長文部科学大臣）で隊員

として発令される予定である．第46次夏期

観測では，おもにリュツオ・ホルム湾沿岸，

プリンスオラフ海岸および西エンダビーラ

ンドの各露岩域の地質精査を行う予定であ

る．

２．総合科学技術会議の勧告を受け，南極観

測のあり方を検討していくことになった．

今後南極地質研究委員会としても，隊員の

推薦や観測テーマの公募も含め，広く意見

を募っていく方針である．

（5）地質環境の長期安定性に関する研究委員

会（委員長　高橋正樹）

旧研究委員会の成果を月刊地球2004年26

巻６号および７号にまとめた．新研究委員

会の活動はまだ開始されていない．

３　編集出版部会

１）地質学雑誌編集委員会（担当理事，委員

長　狩野，副委員長　宮下）

・６月号までの発行ページ数　388ページ

・６月14日現在，投稿論文数45編［論説35

編（和文35）総説１，短報６（和文５

欧文1），ノート２，討論１］口絵８（和

文４　欧文４）

投稿数昨年比＋５　　査読中　54編

・会計処理規則（案）

・アイランドアーク科研費の交付内定通知

570万円，予算より100万円多く採択され

た．

２）広報委員会

News誌編集小委員会（担当理事　大友）

・ニュース誌編集状況：６月号までの発行

ページ数　160ページ

６月号（発行済み）：2005年度理事・評議

員選出結果/会員名簿作成アンケートの実

施について/新制度による日本学術会議/案

内　など．

７月号（編集中）：総会議事次第及び議案

を掲載予定

インターネット運営小委員会（委員長　渡部

直喜，担当理事　大友）

英文のHP開設を検討中である．

２　学術研究部会

１）行事委員会（担当理事　徐（代）伊藤）

・千葉大会予告記事５号News誌に掲載，

大会HPを公開（http://www.geosociety.

jp/より）．オンラインによる発表申込も

受付を開始した．

・行事委員会規約（案）の作成

規約案は承認された．講演要旨等の校閲

などに関する運営細則は次回理事会で議

論することとした．

・普及講演会に対し，科学研究費100万円

が採択された．

・「第１回地球惑星関連学会：連携のあり

かた検討ワーキンググ ループ」報告

（木村委員）

・関東支部第1回フィールドキャンプを計

画している．

２）専門部会連絡委員会（担当理事　伊藤）

３）国際交流委員会（担当理事，委員長　脇

田浩二）

・国際惑星地球年実行委員会には，本学会

から地質研連委員のほか，脇田浩二国際

交流委員長と磯崎行雄会員を推薦するこ

ととした．

４）研究委員会　

（1）環境地質研究委員会（委員会会長　羽田

忍）

（2）ヒマラヤ地質研究委員会（委員長　在田

一則）

第19回Himalaya-Karakorum-Tibet

Workshopを2004年７月10日～12日に北海

道ニセコ町，ニセコ東山プリンスホテルで

開催すべく鋭意準備をすすめている．

６月11日現在で，国内38篇をふくめ，13

ヶ国から計135篇のアブストラクトを受理

している．しかし，参加者は約100名の見

込みである．アブストラクト集は

Himalayan Journal of Sciences誌の特別号

と し て 出 版 す る ． ウ ェ ブ サ イ ト

（http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/̃arita/H

KT/index.html）に暫定プログラムを載せ

てある．ヒマラヤ周辺諸国からの参加者を

中心に37名ほどにグラントを提供する．

・特集号を２号分を準備中

「飛騨外縁帯研究の進展と展望」（世話

人：小嶋　智）：投稿済み,査読中，９月

号に予定

編集委員化からの依頼によるもの（世話

人：多田隆治）：投稿準備中

・ノートのページ上限については，評議員

会での議論を参考に再検討した結果，特

例案件ごとに理事会の承認を得ることと

し，規定・規約の変更は行わないことと

した.

２）企画出版委員会（担当理事　吉田）

・地質学論集編集状況　58号地震イベント

59号沖積層　編集作業中である.

・フィールドジオロジーの1,3,7巻の３冊が

刊行された．News誌４月号に会員向け

注文書（共立扱い）を添付した．来年の

１月までにはシリーズ全9巻の出版を予

定．

３）The Island Arc 連絡調整委員会（担当理

事　会田信行）

・BS社との間で2005年～2007年までの契

約書を取り交わした．

４）The Island Arc編集委員会

５）地質学用語集出版委員会報告（坂　幸恭

委員長，新妻信明）

・「地質学用語集」を2004年９月の千葉大

会に間に合うように出版することを目標

に，各専門部会からの推薦委員との協力

のもとに水野篤行委員が中心となって編

集作業を進めている．出版形式にできる

だけ合わせた書式に改訂し，６月中に印

刷所渡しの計画である．

・本用語集は地質学用語を日本語とそれに

対応する英語と併記し，推奨語・同義

語・死語の区別を行い，それらの相互に

関係が分かるようにし，日本語および英

語の両方から引くことができる．掲載用

語は8000語を越える見込みであり，英語

の検討は河内洋祐氏にお願いしている．

価格は4000円程度で共立出版から出版予

定である．

・地質学用語を常に検討し，その結果を定

常的に用語集として出版することは社団

法人「地質学会」としての重要な役割で

あるので，定常的な改訂を行ってはどう

かとの提案がある．本用語集は，用語の

みを羅列したものであるが，推奨語に

50-100字程度の用語解説を付けた「地質

学用語解説（あるいは辞典）」を出版し

てはどうかとの提案がなされており，今

後検討する予定である．

４．普及教育事業部会

１）学校教育委員会（委員長　阿部国広，担

当理事　中井）

・千葉大会への取り組みについて

・地学教育研究委員会を統合し，今後の名

称は「日本地質学会地学教育委員会」と

する．

・浅野俊夫会員を新委員として加えた．

日本地質学会News ７（８）26



加藤副会長）

・名誉会員候補者として，木村敏雄，久城

育夫，坂野昇平の３会員を選出した．

３　科学研究費委員会（委員長　竹内　章，

担当理事　公文）

４　学術会議連絡委員会（担当　井内）

・学術会議ならびに学術団体との関係など

についての報告をNews誌６月号に掲載

した．

１）地質学研連（井内委員）

・研連議事録（News誌7月号掲載）

２）鉱物学研連・鉱床学専門委員会

３）地球化学・宇宙化学研連

４）海洋科学研連（徐研連委員）

５）国際学術協力事業研連

６）古生物学研連（八尾研連委員）

・研連議事録（News誌７月号掲載）

７）地質科学総合研連

環境地質学専門委員会（田崎委員）

・研連議事録（News誌７月号掲載）

・「地球惑星年」の取り組みについて

報告

８）環境理学研究連絡委員会　

９）IGCP専門委員会（田崎委員）

５　地学教育委員会（委員長　佐瀬和義，担

当理事　中井）

・文科省のパブリックコメントに学校教育

委員会・地学教育委員会の名で“高校地

学の振興”の意見を提出した．

・担当理事の提案にもとづき，活動の現状

や学校教育委員会との関係を検討した．

今まで地学教育委員会は評議員会のもと

におかれていたが，運営体制の変化にと

もない理事会に直接つながる委員会とし

て学校教育委員会と統合するという方向

で，地学教育（研究）委員およびその経

験者にたいし意見収集を行った．現在の

「地学教育の危機」に対応するためによ

り機能的に活動できるようにという積極

的な意見が寄せられた．統合にあたって

の規約の整備や今後の活動などについて

は学校教育委会で検討する．

６　女性地球科学者の未来を考える委員会

（委員長　田崎和江）

2004年４月から国立大学が法人化し，各

事業所で労使協定，就業規則が制定された．

その後の実状をチェックする必要があ

る．例えば，

１）法人側の姿勢

２）就業規則への意見の内容

３）意見の集約方法や内容，当局との交渉

の仕方など

４）４月以降，職場で生じている問題点

５）月当たりの超過勤務時間や１日あたり

の勤務時間，休憩時間，帰宅時間は守ら

れているか，

６）病欠，休職，私傷病の因果関係など，

さまざま．

特に，乳児や介護者をかかえている研究

者の勤務はそれが保証されなければならな

い．これは女性科学者のみならずすべての

＊学校科目「地学」関連学会連絡協議会報告

（委員　佐瀬和義）

６月18日開催会議の報告

＊地球惑星科学関連学会「地学教育委員会」

（委員　阿部国広，担当理事　中井）

センター試験において地学と物理が組み合

わされて実施されるため，地学選択受験生が

文科系に移行しており，組み合わせ変更の要

望書を検討している．

２）生涯教育委員会（委員長　柴　正博，担

当理事　中井）

１．地質学会Webページに博物館のリンク

集の掲載

日本地質学会のWebページの博物館に関

するリンクページを，地域ごとに分けて総計

91の博物館を掲載して更新した．リンクペー

ジは以下のURLである．ht tp : / /www .

geosociety.jp/link/link-muse.html

２．千葉年会における夜間小集会の企画

学校教育委員会と合同で，「博物館の利用

のされ方，利用のしかた」についてのテーマ

で千葉年会における夜間小集会を開催するこ

とを決定し，企画準備を行っている．

３）地質基準委員会（委員長　新妻信明）

2003年９月に「地質学調査の基本」を出版

したが，学校図書館への推薦図書に選定され，

重版中である．「地質学調査の基本」につい

ては読者の便宜を計るために索引を充実する

ことを計画しており，国際対応を目指し英語

版の出版なども検討する予定である．第一次

地質基準については「地質基準」および「地

質学調査の基本」の２つの書籍を出版したが，

今後は，地質基準の役割・国際対応・「第二

次地質基準」の策定をも視野に入れた検討を

行う予定である．

４）地層名委員会（委員長　天野一男）

とくになし

５　その他（理事会関係の委員会等の報告）

支部長連絡会議（担当理事　玉生）

・法人化をにらんだ支部のあり方について

・支部規約のモデル案作成について

法人化に当たって，地質学会に属してい

ない支部会員については，議決権を与え

ないなどの運営上の工夫によってこれま

での支部活動を継続・発展させる方向で

検討している．

地質災害委員会（担当理事　玉生）

・応用地質学会に千葉大会の「地質災害」

シンポジウムの協賛を依頼し，了承され

た．地質災害調査についての組織論のみ

でなく調査結果も盛り込んだシンポジウ

ムにするよう検討している．地質災害の

定義・認定について議論を行った．災害

調査事例集出版についても話題になって

いる．

II 各種委員会報告（評議員会関係）
１　各賞選考委員会（委員長　新井田清信，

担当理事　伊藤）

・2004年度各賞選考結果報告

２　名誉会員推薦委員会（担当理事　委員長

大学職員の問題である．

７　研究企画委員会

８　法人化準備委員会（委員長　木村　学，

担当理事　渡部，玉生）

・募金委員会報告

６月11現在の募金総額11,027,850円，募

金者数387件（これにより基本財産額は

約1,380万円となる）

４月に文科省の新しい担当者と面談し

た．基本財産は現在500万円程度不足し

ている．募金が会員の１割に満たない人

にとどまっている．

９　法務委員会・倫理規定策定委員会（上砂

委員長，松本　良委員長）

・2004年千葉大会講演申込異議申し立てに

関する処理機構規則（案）を作成し，早

急に会員に知らせる必要上，News誌６

月号に掲載した．なお，処理機構規則

（案）については，年会ごとのものとし，

継続規則とはしない．

・支部等の出版物の著作権は，地質学会の

著作物となる．

・学会等の発表，ポスターなどのカメラ，

ビデオによる撮影等について取材申請を

出すとともに，出版物の発表許可も別途

提出が必要．講演中の写真撮影について

は，会場内に撮影にあたっての注意書き

を示すなど，行事委員会と協議して決め

ていく．

10 オンライン化委員会（鈴木徳行　委員

長）

11．地質学雑誌のありかた検討委員会（加

藤碵一　委員長）

・６月号News誌に記事を掲載した．

Ⅲ　選挙管理委員会（手塚裕樹　委員長）
・会長，副会長，代議員および理事選挙，評

議員の選出は，６月４日をもってすべて終

了した．これらの結果については理事会に

報告をするとともに，News誌，ホームペ

ージにて会員に知らせた．

・代議員当選者決定の後，理事選挙に至る過

程で，同姓同名者の混同による通信連絡の

手違いがあったことが判明したが，理事選

挙については有効と判断した．

Ⅳ　その他
「第１回地球惑星関連学会：連携のありか

た検討ワーキンググ ループ」報告（木村委

員）

Ⅴ　理事会審議事項報告
１）法人化関連の状況

２）今年度の50年会員顕彰者名簿（16名）

上絛　静，堀井　篤，青木　斌，小川

誠，後藤博弥，太田正道．片平忠実，熊谷

忍，坂巻幸雄，塩原鉄郎，鈴木養身，奥田

亮二，金子史郎，白井健裕，仲井　豊，松

山　力

３）その他

１．選挙内規10項の文言に細則との齟齬があ
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が，移行処置として本年12月に行われる2005

年度の会費徴収に当たって，2005年1-3月分

に当たる年会費12000円の1/4である3000円を

加えた15000円を徴収することが提案された．

会費値上げと誤解されないように充分な会員

への説明と分割払いの便宜も計るように要請

され，承認された．

２．法人化後の学会事業計画について

法人化申請に当たって５年にわたる具体的

な事業計画の提出が求められているので，理

事会で検討している事業計画が示され検討し

た．

国立公園の地質案内，地質情報の整理，掘

削資料の整理，地方地質誌の刊行，市民・子

供向けの講習会の開催，外国人や市民向けの

日本の地質露頭紹介，などの提案がなされた．

３．各賞受賞者の選考について

選考経過と選考結果が報告され了承した．

評議員会に提出する選考経過報告資料につい

て，選考委員・候補者・推薦者のプライバシ

ーに関することもあるので，どこまで公表し，

どこまで内部資料として取り扱うかを検討す

ることが依頼された．推薦者が少ないのでで

きるだけ多くの分野から多くの候補者を推薦

すべきであるとの意見があった．地質学会賞

候補者については受賞者や名誉会員などから

なる推薦委員会を設けたらどうかとの提案が

あった．

日本地質学会賞（２件）

鈴木和博（名古屋大学）

対象研究テーマ：新しい地質学研究手

段の創生・開拓とその発展

加賀美寛雄（新潟大学）

対象研究テーマ：Rb-SrおよびNd-Sm

同位体地球化学による花崗岩質地殻

形成史の研究

日本地質学会論文賞（２件）

高野　修ほか2002 新潟堆積盆北蒲原地

域における上部中新統-下部更新統の

シーケンス層序と堆積システムの特徴

地質学雑誌　107/9，585-604

Okamura Y. 2003 Fault-related folds

and an imbricate thrust system on

the northwestern margin of the

northern Fossa Magna region,

central Japan」The Island Arc 12/1,

61-73

日本地質学会研究奨励賞（３件）

栗原敏之，2003，飛騨外縁帯九頭竜湖-

伊勢川上流地域における中部古生界の

層序と地質年代．地質学雑誌，109/8，

425-441．

下司信夫，2003，愛知県設楽地域に分布

する中期中新世大峠火山岩体の構造発

ったので，下記のように修正することとし

た．

選挙内規（その他）

10 代議員の定数と補充について

代議員から理事を選出した場合の欠員

は，補充の対象とはしない．また，この

理由以外で欠員が生じた場合でも，会則

に定めた最低定数を割らない場合は補充

しない．

２．準（学生）会員および非会員学生の年会

参加登録費を無料化（講演要旨は有料）す

ることとした．

３．応用地質学会会員が，協賛行事の「地質

災害シンポジウム」のみに参加する場合は，

参加費を無料とする．ただし，年会全体に参

加したい場合は，会員と同等の扱いとする．

４．小・中・高校生の地学研究発表会参加者

に会長名の「参加証」を発行する．また，

参加者全員に参加賞として記念品を贈る．

記念品は学会オリジナルのフィールドノー

トととし，今後の販売も見込んで作成する

こととした．

５．地質学雑誌及び講演要旨のJ-STAGE

（科学技術振興機構）での公開が認められ，

準備を開始した．

Ⅵ　その他の報告
１．今後の評議員会の開催予定，日時・会場

について

04年９月17日（金）13：00～18：00 千葉大

学　決定

04年12月11日（土）13：00～18：00 北とぴ

あ　決定

審議事項

１．第111年総会議事内容について

会則の整備・変更において，事業年度と会

計年度をいずれも３月末までとすることが提

案された．法人は年度決算の総会を年度末か

ら３ヶ月以内に開催しなければならない．現

在の12月末決算の場合には1-3月に総会を開

催しなければならないが，入試や年度末の多

忙な時期に当たり開催が困難である．３月末

決算とすれば，4-6月に総会を開催すればよ

いので地球惑星合同大会などに合わせて開催

可能となる．会費は１年間分前納となってい

るので，身分の変更が起こる３月末に年度を

合わせる利点も補足された．地質学雑誌につ

いては年単位で出版しているので変更せず，

新入会員には入会年度の４月号から翌年の３

月号まで送付する．説明に不明確な部分があ

り，質疑がなされたが，了承された．

事業年度開始時期変更に伴い12月末までの

会費を３月末までに変更しなればならない

達過程とそのマグマ供給系．地質学雑

誌，109/10，580-594．

Y. Moriyama & S. R. Wallis, 2002,

Three dimensional finite strain

analysis in the high-grade part of the

Sanbagawa belt using deformed

meta-conglomerate. The Island Arc

11, 111-121.

小藤賞（１件）

鈴木寿志・桑原希世子，2003，佐渡島小

佐渡地域から産したペルム紀放散虫．

地質学雑誌，109/８，489-492．

日本地質学会表彰（１件）

北海道日高町（日高山脈館）

表彰業績タイトル：日高山脈館による地学

の普及と調査活動の支援

４．名誉会員候補者の推薦について

名誉会員に木村敏雄会員，坂野昇平会員,久

城育夫会員の３名が推薦され了承した．名誉

会員候補者の規準に以前は地質学会役員経験

年数があったが，現在はそれも含めた地質学

会への貢献を規準にしていることが確認され

た．

５．行事委員会規約（最終案）について（本

号別掲）

配布資料の規約に第６条が２つあるので，

後のものを「第７条」に変更して了承した．

６．2004年千葉大会講演申込異議申し立て

に関する処理機構規則（案）（News誌６号

および７号掲載済み）

地質学会の学術大会における発表について

今年度から適否を行事委員会で審査すること

になったことに対応し，その審査に異議申し

立てがあった場合に適用する規則（案）が提

案された．この規則は今回の千葉大会につい

てのみ適用されるものである．審査の規準と

しては，発表が，研究結果の公表以外の目的

を持つもの，他の研究者の先取権を侵害する

もの，他の研究者を誹謗中傷するもの，など

が採択されない．提案の処理機構の構成員と

して評議員が加わることになっているが，選

考は評議員会議長に一任することとした．

７．その他

１）会計処理規則

説明があり，了承された．

２）地質学雑誌のあり方について

ニュース誌６月号に載せ会員に広報する

これまでの検討内容および提案が説明され

た．説明の中ではインターネット環境との

適合や学術研究成果報告と社会公共性への

配慮の必要性が指摘され，ゲスト編集者，

総説やテクニカルノート，書評，自動翻訳

機の使用，内容に合った表紙，などこれま

での枠を超えることの必要も述べられた．
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2004年度第５回定例評議員会開催のお知らせ

標記評議員会を下記のように９月17日（金）に開催いたします．傍聴希望者の会員は９月７日（火）12：00までに理事会宛，氏名・連絡先

を記入した申請書をご提出ください．

2004年度第５回定例評議員会

日時　2004年９月17日（金）13：00より　　場所　千葉大学・総合校舎C号館11（千葉市稲毛区弥生町）



委員長-宮下）

・編集委員交代（旧　本山　功）：新　渡

辺真人（産総研）任期2004年４月１日か

ら２年間

・検討事項：地質学雑誌投稿規定の一部改

訂について：「ノート」の制限ページの

拡大

以下，２つの案を提示する．

１．現行の規定に近く暫定案的ですが，原則

として，という言葉にしたがって，最大限

６ページまでを認める．ただし，４ページ

を超過する分については，印刷費の一部を

著者負担とする．→基本的には超過ページ

負担はなしで認めることとし，最後の文章

を削除する．英文タイトル・英文アブスト

ラクトもつけることとする．

２．より制限を緩和し，ノートを重視する路

線として，刷り上がり８ページ倍増案で，

論説と短報の中間になる．

・上記のいずれかが認められるとすれば，

さらに以下の提案をしたい．現行条文に

以下のように一部付加．

II 日本語の原稿

Ａ　原稿の構成

２．論説および総説には日本語と外

国語の要旨（abstract）をつける．

短報・ノートには外国語の要旨を

つける．日本語要旨の長さは400

字以内とし，外国語要旨の長さは，

論説および総説は原則300語以内，

短報・ノートは原則200語以内と

する．外国語要旨の原稿の書き方

は，III．外国語原稿の規定によ

る，日本語要旨および外国語要旨

の原稿はそれぞれ本文と別の用紙

にする．

３．省略

４．論説・総説・短報・ノートの原

稿には，柱（刷り上がりページ上

部欄外の見出し）の原稿をつける．

ただし，著者名および論文表題は

それぞれ30字以内とする．

関連情報

・地質学会誌の見直し委員会の活動状況．

事務局は宮下委員が担当

・科学新聞に関連情報が多いので，地質学

会として４月から購読することとした．

○その他検討事項

１．法人化をにらんだ事業計画について（平

会長）

提案されたアイディアについて，木村副

会長が取りまとめる．

２．J-STAGEの利用について

地質学会誌や講演要旨は，このシステム

に乗れそうである．Island Arcは著作権の

問題がある．会員のメリットを考え，積極

的に活用する方向で手続きを進める．

３．井桁ビル７階借用の検討，利・活用方法

検討について

2004年度　第９回理事会

議事録

期　日：2004年3月27日（土）

10：00～12：00

場　所：北とぴあ901会議室

出席者：加藤副会長，木村副会長，渡部常務

理事・玉生副常務理事，運営財政部会-天

野・大友・上砂，学研-伊藤，編出-狩野・

宮下・会田，普教-公文，井内評議員会議

長，橋辺（事務局）

欠席者：平会長，徐・脇田，中井，吉田，

○報告・承認・検討事項

庶務関係（担当-天野）

・JABEE委員会04年４月からの委員（下

記）と委員長の交代

委員長は三宅から天野に交代すること

を委員間で了承した．

在田一則・天野一男（新委員長）・福沢

仁之・遠藤邦彦・立石雅昭・中川康一・

高須　晃・榊原正幸・岩松　暉・三宅康

幸（旧委員長）

→委員および委員長の交代を了承した．

・「地質環境の長期安定性研究委員会」高

橋正樹委員長より継続申請があった．

３年の任期が切れるが，積み残した課

題も多くあるのでさらに３年の継続申請

をする．→継続を了承した．

・役員＝監事選任の件

任期１年の竹内監事の後任（９月総会

以降）について，新会則により会員以外

から会長が選任することになる，留任は

石綿しげ子会員．

→総務委員会で検討し，６月までに推薦

できるようにしたい．

・2004年度地球化学研究協会学術賞「三宅

賞」，「奨励賞」の募集案内（８月31日〆

切）→４月号News誌掲載

・2004年度ニッセイ財団・環境問題助成募

集（５月６日〆切）→ホームページに掲

載

・電子図書館著作権使用料（国立情報学図

書館）の取り扱いについて，変更の場合

は申し合わせの変更を行う必要がある．

昨年の年間使用料（収入）１万２千円程

度．→特に変更の必要はないということ

で了解．

・2004土壌・地下水環境展：（社）土壌環

境センター，日刊工業新聞（９月29日～

10月１日）の協賛依頼→例年どおり承諾

会員関係（担当-上砂）

・名誉会員の逝去　小林　勇（３月23日），

弔文を垣見氏に執筆依頼することとし

た．

・賛助会員，㈱アイエヌエーの口数減数

（今年度から２口→１口）の件

→現状に照らし了承することとした．

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副

費用的に年間400万円かかるとなると現

状では難しい．いろいろアイディアを出し

ていただいているので，これらをもとにさ

らに経費と利用の可能性を検討してはどう

か．

４．地質学研究連絡委員会からのアンケート，

国際惑星地球年について

アンケート案を公文さんがまとめる．

５．アイランドアークのオンライン購読を地

質学会ホームページから，年会参加，講演

登録に関しての個別パスワードの設置につ

いて

・e-gakkai 加入　5000人まで

初期費用　10万円，月額　2,000円

・会員認証システム

初期費用　５万円，月額　2,000円

この原案を承認した．

購読会員にはオンライン購読は認めな

い．賛助会員は団体扱いなので，オンライ

ン購読を認めるかいなかは別問題．

７．年会参加費（講演要旨代を含む）につい

て

予算上は昨年にならって，正会員4500円，

学生2500円としている．

オンライン登録など新方式に変わること

もあるので，正会員は5000円（講演要旨込

み）に変更する．

８．選挙内規の一部訂正

地方区において，所属等の変更があった

場合でも，選挙広報発表後の変更は，考慮

しない．このことを内規に１項追加の件は

原案どおり了承した．

９．論集刊行規定の文言修正

論集の刊行について従来は，評議員会で

承認となっていたが，評議員会で報告し，

理事会で決定とする．また，現行組織に合

わせた文言の修正については，原案を了承

した．

10．評議員会の議題追加等について

その他として，ノートのページ数につい

て

11．行事委員会の機能確保

徐委員長が多忙なので，斉藤真氏に代行

をお願いしている

12．地理学連合総会の報告

・2003年度活動報告（連合が後援したシン

ポジウム等）

・国際地理学連合（IGU）および国際地理

学連合グラスゴー大会（IGC）

地理学研連が日本の地理学を世界に紹介す

るためのブースを設置し，地理関連学会連

合の紹介等を行う．

・2004年度～2005年度役員の選出

・「学習指導要領」改訂に対する取り組み

について

日本地理学会は，「学習指導要領」改訂

に向けて，中等教育における地理教育の重

要性を文部学省に対して訴えるための行動

をとる予定．地理関連学会連合および加盟

各学会の協力を得たい．なお，具体的な文

案が出来上がり，そこに地理関連学会連合
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退会（正10名）：佐々木亮，古城輝夫，窪田

開拓，小寺正明，ロペス　ポアン　カルロ

ス，田村祐治，中田武士，桑山　龍，益田

稔，太田彩乃

逝去　日暮　淳（４月25日）

２）３月末現在会員数　賛助38,名誉73，正

4621（内，院割156），学生27，合計4759名

３）会員名簿発行に関する会員アンケートに

ついて

なるべく名簿は継続の方向だが, 正式な

個人情報保護法に対応すると拒否が多くな

り出版が困難な見込みも.次回に向けて，

名簿の用途などの説明をつくして公表を会

員にお願いすることとし,アンケートは実

施することとした．最終文案は次回理事会

に提案.

関連学会連合（担当-天野）

・地質科学関連学協会連合

・自然史学会連合

会計関係（担当-大友・上砂）

・募金等の働きかけに必要な郵送費等につ

いて，加藤副会長からの依頼があり，い

まのところ一般会計の中でまかなうこと

で了承した．

・アイランドアーク科研費の交付内定通知

570万円，予算より100万円多く採択され

た．

・次年度以降の事業予算案は，事業計画案

のとりまとめを待って次回理事会以降に

検討予定．

広報委員会（担当-大友）

ニュース誌編集小委員会（担当-大友）

・ニュース誌編集状況（４月号　4/26発送

予定）

＜４月号＞第111年学術大会（千葉大会）で

のシンポジウム・セッション・申込について

/日本地質学会年会におけるオンライン講演

申込・要旨投稿

特集：新しい風への期待　/特別シンポジウ

ム報告　「グローバルな情報発信機能の強化

に向けて―日本発科学技術誌の強化―」（宮

下）/案内（1）建設技術者のための地質学教

養セミナー/各賞・助成（2）2004年度「三宅

賞」および「奨励賞」候補者募集/トヨタ財

団2004年度研究助成/公募　大阪工業大学/東

洋大学/核燃料サイクル開発機構/博物館紹介

ミュージアムパーク茨城県自然博物館/フィ

ールドジオロジー（全９巻）割引予約販売の

お知らせ/委員会だより/環境地質研究委員会

第14回環境地質学シンポジウムの講演論文募

集のお知らせ/地学教育のページ/支部コーナ

ー　近畿・四国・西日本支部　合同例会・関

東支部　総会/ ほか

＜５月号＞日本地質学会第111年年会・総会

予告記事　ほか

インターネット運営小委員会（委員長　渡部

直喜，担当-大友）

だけでなく加盟学会の名称を書き込む場合

には，事前に各加盟学会に文案を送付し，

了承を取ることになった．

2004年度　第10回理事会

議事録

期　日：2004年４月28日（水）

13：00～17：00

場　所：地質学会事務所

出席者：平会長（４時頃），加藤副会長，木

村副会長，渡部常務理事，運営財政部会-

天野・上砂，学研-伊藤（２時半頃），編出-

狩野・宮下・会田，普教-公文・中井，橋

辺（事務局）

欠席者：玉生副常務理事・大友・徐・吉田・

脇田

○報　告

１．運営財政部会（部会長-天野　副部会長-

大友，上砂）

総務委員会（委員長―天野）

庶務関係（担当-天野）

・科学新聞，４月より購読開始，購読料年

間21,000円

・共立出版より「地質学調査の基本-地質

基準-」について重版（１回目）1000部

の依頼があり，了承した．

・日本粘土学会より「第48回粘土科学討論

会」の共催依頼があり，例年通り了承し

た．

・応用地質学会より講習会「付加体地質の

講習会および現地集会」（7/9講習会，

7/10現地）の協賛依頼があり，了承した．

・トヨタ財団2004年度研究助成の公募

（4/1～5/20）→News誌４月号掲載

・地球化学会「三宅賞」，「研究奨励賞」公

募→News誌４月号掲載

・原子力総合シンポジウム（共催，5/27-

28）講演要旨集および参加証の送付あり．

渡部常務理事が参加予定．

・鉱物学研連より「第19期第２回　鉱物研

連，鉱床学専門委員会の合同会議議事録」

が送付された．→News誌５月号掲載予

定

・第13回ゴールドシュミット会議（後援，

03/9/7-9/12）報告書が送付された．参

加者海外550名，国内620名であった．

・電子図書館サービスの利用統計（03/4～

04/2）が送付された．

会員関係（担当-上砂）

１）入退会の承認

入会　正会員（２名）村田宏治，赤崎広志，

院生割引会員（12名）入佐友弥，近藤大輔，

道家涼介，西尾　格，高山典子，上久保寛，

松尾友太，新藤亮太，佐藤義隆，小林一茂，

相馬伸介，吉山泰樹

学生（２名）山崎秀策，平中伸英

２．学術研究部会（部会長-徐　副部会長-伊

藤，脇田浩二）

行事委員会（徐委員長）

・年会予告記事内容について，４月19日準

備委員会との間で検討し，５月号に掲載

する．

・講演申込のオンライン化については，オ

ンライン化委員会が４月号に掲載．

専門部会連絡委員会

国際交流委員会（委員長-脇田浩二）

環境地質研究委員会（研究委員会長-羽田）

ヒマラヤ地質研究委員会（委員長-在田）

地質学と地震研究委員会（委員長-嶋本）

南極地質研究委員会（委員長-廣井）

地質環境の長期安定性に関する委員会（委

員長-高橋）

３．編集出版部会（部会長-狩野　副部会長-

宮下，会田）

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副

委員長-宮下）

・地質学雑誌編集状況

今月の編集状況は以下の通りです．（４

月22日現在）

110-4：論説４・口絵１・特別寄稿１

（4/26発送予定）

110-5：論説４・短報１・口絵１（校正

中）

本年度投稿論文数37編［論説32編（和文

32）短報３（和文２　欧文１）ノート１

（和文１）総説１］口絵４（和文３　欧

文１）

投稿数昨年比　＋13＋９（特集） 査読

中　50編

・特集号「飛騨外縁帯研究の進展と展望」

（世話人：小嶋智）の投稿があった（資

料①参照）．先に企画の特集号や通常原

稿への影響を考慮し，掲載は９月号

（2004年9月）を予定．担当幹事，査読者

の選定等開始した．

・本特集号企画を了承．編集委員会選定幹

事は中江委員，連絡調整役として小嶋さ

んを選定.特別号編成とする場合に，表

紙を独自にデザインする方向で予算等の

検討を行いつつ，特集号世話人の要望を

聞き取ることとした．年間２－３回の特

集号を将来的に予定する方向で，「あり

かた委員会」で検討中. 

・来年１号の特集号については,担当理事

が宮下副編集長，編集委員会選定幹事は

松田委員.

・ノートのページ上限については，評議員

会での議論を参考に再検討した結果，特

例案件ごとに理事会の承認を得ることと

し,規定・規約の変更は行わないことと

した.

The Island arc 編集委員会（渡部）

企画出版委員会（担当理事　吉田）

・フィールドジオロジーの１，２，７巻の

３冊が刊行された．News誌４月号に会
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一般会計からの手当てなど７月段階で９月

総会の議題とするかどうかを決断する．

・法人事業計画について

年次計画と予算を対応させて,活動内容

については評議員会で議論いただく．

６月号ニュース誌で，法人化のビジュア

ルなプレゼンと事業計画を中心とした説明

記事を掲載する方向で準備する.

法務委員会（委員長　上砂）

倫理規定策定委員会（委員長―松本　良，

担当理事　伊藤）

オンライン化委員会（委員長　鈴木）

ニュース誌４月号に千葉大会オンライン

申込方法についての概要を掲載した．

地質学雑誌のありかた検討委員会

・報告

支部長等を通じて意見の集約を図ること

とした.

選挙管理委員会（委員長　手塚裕樹　担当

理事　天野）

・代議員選挙結果報告

24日に開票終了，代議員当選者に対し，

理事選挙案内送付．

News誌５月号およびホームページに掲

載準備中

○議　題

１．科学技術振興機構，Jステージの利用に

ついて

地質学雑誌と学術大会講演要旨の利用申請

にたいし，決定通知があった．

今後，科学技術振興機構との間で具体的に進

めるために，次の２点について方針が必要．

１）公開日の設定，発行日からどのくらいで

公開するか．

２）フリーアクセスあるいは，制限について．

いずれも会員と非会員との関係で，検討

の余地あり．

雑誌については,会員メリットを考える

とブラインド期間無しではやりにくいが，

基本的に地質学雑誌と年会講演要旨集につ

いてＪデスクを利用することとした．

作業期間が必要なので，準備は開始す

る.ブラインド期間は今後議論を進め，会

員への説明を整える．まずは来年から公開

を開始する方向で進める．

閉じた会員特権を確保するよりは，グロ

ーバルな情報発信サービスの方が会員に貢

献するという見地から，具体的には６月の

評議員会でブラインド期間を決定すること

とした．

２．千葉における総会開催について，開催時

間など．

渡部常務理事からのご意見もいただき，行

事委員会並びに準備委員会等で相談の上，９

月18日，午後４時10分から６時10分までの２

時間を予定している．

員向け注文書（共立扱い）を添付した．

来年の１月までにはシリーズ全９巻の

出版を予定.第２巻は編集が進んでいな

いので,対応が必要．

The Island arc 連絡調整委員会（担当理事

会田）

・アイランドアークの科研費，本年度交付

額は570万円に内定．

・来年から，学会ホームページから

Synergyへの直接リンクが可能な運び

４．普及教育事業部会（部会長-公文　副部

会長-中井睦美，吉田武義）

・東海大附属高校からのスーパーサイエン

スハイスクール講師の依頼があった．

学会から３名を推薦した．スーパーサイ

エンスハイスクールに関連して，地球科

学の教育普及のサポートを学会が高校・

教育委員会・博物館関係へ働きかける．

また，NPOとの協力も検討の対象で，

まずは学会としての対応方針を検討する

こととした．

学校教育委員会（委員長-阿部）

生涯教育委員会（委員長-柴）

地質基準委員会（委員長-新妻）

地層名委員会（委員長-天野）

５．その他―１

支部長連絡会議（担当理事　玉生）

地質災害委員会（担当理事　玉生）

JABEE委員会（委員長―天野）

技術者継続教育委員会（委員長―公文）

【以下，評議員会の下の委員会】

各賞選考委員会（委員長　新井田清信）

名誉会員推薦委員会（委員長―加藤副会長）

科研費委員会（委員長―竹内　章）

学術会議連絡委員会（委員長―井内）

地学教育委員会（委員長―佐瀬）

女性地球科学者の未来を考える委員会（委

員長―田崎）

研究企画委員会（委員長―　）

法人化準備委員会（委員長―木村　学，幹

事委員　立石，担当理事：渡部・玉生）

・募金委員会報告

４月23日，全地連の常任委員会にて募金

のお願いをした．評議員,支部長，発起人

等を通じて会員に個別にはがきを出して働

きかけてもらう予定で準備．

学会出版物著者から印税を募金していた

だくよう働きかける.

・４月27日文科訪問報告

西山係長・山崎学術団体専門官の対応,

中間報告後新たな動きは無い．30-40団体

が順番待ちの中，９月総会法人化議決を目

指すことを再確認．理事会判断としては，

「学会の唯一性，学問分野の唯一性」の説

明と，２千万の基本財産が７月までにそろ

っていることが必要条件．募金状況を見て，

会長講演　15：40-16：10

総　会　　16：10-18：10

懇親会　　18：30-20：30

以上の報告を確認した．

３．年会参加費について

・正会員の登録費について500円アップし

たが，その他会員と非会員についての確

認と決定．

正会員　5000円（5500円）

院生割引，学生，名誉会員，非会員学部

学生　3500円（4000円）

非会員一般・院生　6500円（7,500円）

理事会では7000円としましたが，昨年

と比べて7500円が正しいことが分かりま

した．

＊講演要旨込み，事前予約の場合，（ ）

の中は予約外

・講演要旨販売価格，昨年と同額

会員　3000円（3500円），非会員　4000

円（4500円）

＊事前予約の場合，（ ）の中は予約外

４．年会出版物に関する「保証書と著作権譲

渡同意書」の最終確認，とこれに関する会

員へのアナウンス文書の確認

提案のとおり確認した

５．50年顕彰会員リストの承認

上絛　静，堀井　篤，青木ひとし，小川

誠，後藤博弥，太田正道．片平忠実，熊谷

忍，坂巻幸雄，塩原鉄郎，鈴木養身，奥田

亮二，金子史郎，白井健裕，仲井　豊，松

山　力

提案のとおり承認した

６．国際地球惑星年（IYPE）国内準備委員

会（５月14日開催）の立ち上げについて

IUGS佐藤副会長，町田，小松両学術会

議会員より案内があり，５月10日までに学

会から，委員を２名の推薦依頼があった．

脇田理事（国際交流担当）に加え，磯崎

会員に打診することとした．

７．アイランドアーク，オンラインアクセス

ランキングのニュース誌掲載について

ブラックウエルの出版レポートに掲載さ

れているSynergy上での論文アクセス数の

ランキングを，雑誌ならびにSynergyを含

めたインターネット上での宣伝と投稿促進

のためにニュース誌に解説記事として掲載

することとした．論文自体の個別評価とは

別の数字であることをわかりやすく解説す

る必要がある．出版社と協議の上で,ニュ

ース誌に編集委員会から投稿することとし

た．

８．会計規則の作成について（法人化準備の

ため）

法人化時点で整備されている必要がある

規則について，事務局と会計委員会，学会

会計士が文部科学省の公益法人定款雛形に

日本地質学会News ７（８） 31



らせることとした．

会員関係（担当-上砂）

１）入退会の承認

入会　正会員（５名）：阿部信太郎，池野達

雄，高階義大，平松良浩，松原　誠

院生割引会員（10名）：秋元　梓，浦本豪一

郎，菅家奈未，窪田和恵，新谷俊一，

関根智之，千葉郁恵，内藤信明，森谷明博，

山浦亮一

学生（１名）：高橋孝行

退会（正２名）：岩崎仁美，細野高啓

逝去（１名）：坂本　亨（5/16）

２）4月末現在会員数　賛助38，名誉73，正

4624（内，院割164），学生29，合計4764名

３）会員名簿発行に関する会員アンケートに

ついて，再検討（→議題へ）

４）会員管理用パソコン（大塚商会）のサポ

ートが６月末で終了し，契約は更新されな

い．今年中には会員管理の方針とそれによ

る機器の入れ替え案を固める．

関連学会連合（担当-天野）

・地質科学関連学協会連合

・自然史学会連合

・地理関連学会連合

地理学研連委員長の野上道男学術会議会

員より，「学術会議改革に関する状況」に

ついて報告があり，関係学協会にも配信さ

れた．

会計関係（担当-大友・上砂）

・３月までの月例会計報告

これまでのところ，順調に推移している

とのことが報告された．

広報委員会（担当-大友）

ニュース誌編集小委員会（担当-大友）

・ニュース誌編集状況（5月号　計68p

5/28発送予定）

＜５月号＞表紙：深海掘削船「ちきゅう」/

日本地質学会第111年年会・総会予告記事/会

長・副会長・代議員選挙結果/学術会議研連

報告（４件）/案内　第48回粘土科学討論

会・付加体地質の講習会/公募（２件）国際

地質科学連合IUGSの最近の動向/書評（２件）

/募金委員会からのお願い（醵金者名簿）/特

集：未踏の地球深部への挑戦　-IODPの現状

と展望- /有孔虫研究会の紹介/石油天然ガ

ス・金属鉱物資源機構　金属資源情報センタ

ー　紹介/フィールドジオロジー　会員割引

予約販売のお知らせ/The Island Arc  Vol.13

Issue ２　日本語要旨/2004年編集委員名簿/

地学教育　小さなEarth Scientistのつどい～

第２回小，中，高校生徒「地学研究」発表会

への参加呼びかけ/院生コーナー　研究室紹

介　信州大学理学部地質科学科，岩鉱談話会

/2004年度第３回定例評議員会議事録・2003

年度会計報告ほか

＜6月号＞　４月号で組んだような特集号

「将来構想」を準備するということで，関東

そって準備を始めることとした．

2004年度　第11回理事会

議事録

期　日：2004年５月20日（水）

13：00～17：00

場　所：地質学会事務所

出席者：平会長，加藤副会長，渡部常務理事

（２時頃），玉生副常務理事・運営財政部

会-上砂，学研-徐・伊藤（１時半ころ，３

時半退），編出-，普教-公文・中井・吉田，

橋辺（事務局）

欠席者：議場委任（7），木村副会長，会田・

天野・大友・狩野・宮下・脇田

○報　告

１．運営財政部会（部会長-天野　副部会長-

大友，上砂）

総務委員会（委員長―天野）

庶務関係（担当-天野）

・学術会議主催講演会「科学・技術への理

解と共感を醸成するために」（５月21日）

の開催案内（ポスター，パンフレットな

ど）があり，News誌掲載では間に合わ

ないので，ホームページ，評議員ほかに

Eメールにて通知することで対応した．

・（社）計測自動制御学会より「第30回リ

モートセンシングシンポジウム」（11月

１～２日）の協賛依頼があり，例年通り

承諾した．

・平成16年度「環境の日」および環境月刊

における行事の実施について協力依頼が

あった．

・学術会議（学術と社会調査委員会）より

「学協会の倫理綱領」（ミスコンダクト防

止に関する調査）に関する調査があり，

倫理綱領の有無，ミスコンダクトの有無

についての質問があり，本学会では過去

５年間にミスコンダクトは生じていない

と回答した．

・科学技術振興機構より，「委託開発事業」

の開発課題，開発実施企業の募集があっ

た．→ホームページに掲載

・「2004年青少年のための科学の祭典松本

大会」（７月31日～８月１日開催，実行

委員長信州大学理学部長）より後援の依

頼があり，承諾した．

・猿橋賞授賞式の招待状（５月29日）

・SPP（サイエンスパートナーシップ）事

業に関する調査研究に係わる「研究者招

聘講座」「教育連携講座」「教育研修」の

募集案内（第２次）があった．→ホーム

ページに掲載

・学術会議より，新しい法律の下での今後

の学術会議ならびに学術団体との関係な

どについて報告があった．これらの内容

をNews誌６月号に掲載し，会員にも知

支部の会社関係者に打診中（上砂さん担当）．

インターネット運営小委員会（委員長　渡

部直喜，担当-大友）

特になし

２．学術研究部会（部会長-徐　副部会長-伊

藤，脇田浩二）

行事委員会（徐委員長）

・千葉大会予告記事News誌５号に掲載，

大会HPを公開（http://www.geosociety.

jp/より）．

・行事委員会規約（案）の作成

規約案は承認された．講演要旨等の校閲

などに関する運営細則は次回理事会で議

論することとした．

専門部会連絡委員会

国際交流委員会（委員長-脇田浩二）

・国際惑星地球年準備委員会（第１回）報

告

・前回の理事会において脇田理事のほかに

準備委員として磯崎行雄会員を推薦する

件については，本人海外出張のため連絡

が遅れていたが，引き受け了解の返事を

もらった．

環境地質研究委員会（研究委員会長-羽田）

ヒマラヤ地質研究委員会（委員長-在田）

地質学と地震研究委員会（委員長-嶋本）

南極地質研究委員会（委員長-廣井）

地質環境の長期安定性に関する委員会（委

員長-高橋）

３．編集出版部会（部会長-狩野　副部会長-

宮下，会田）

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副

委員長-宮下）

・110-5：論説４　短報１　口絵１（計

72p・5/19校了）

・110-6：論説４　短報１　口絵１ほか

（計65p 入稿中）

・今月の編集状況．（５月13日現在）

本年度投稿論文数39編［論説32編（和文32）

短報３（和文２　欧文１）ノート２（和文

２）総説１（和文１）討論１（和文１）］

口絵５（和文４　欧文１）

投稿数昨年比　+10

査読中　52編

・特集号「飛騨外縁帯研究の進展と展望」

（世話人：小嶋　智）：表紙問題について

は，デザイン，費用等あわせて検討中．

これまでの特集号では，特別の表紙にし

たことはない．経費的には版下を作るため

数万円かかるが，今回は通常号とは違う表

紙を承認することとした．

The Island arc 編集委員会（渡部）

企画出版委員会（担当理事　吉田）

・地質学論集（藤原治ほか）の最終計画書

は，次回理事会に提出する予定．
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法人化準備委員会（委員長―木村　学，幹

事委員　立石，担当理事：渡部・玉生）

・募金委員会報告

代議員当選者，評議員,支部長，発起人

等を通じて，会員に個別にはがきを出し

て働きかけてもらうことにした．５月18

日現在，募金総額10,335,850円（341件）．

・文科省から要望のあった書類について，

整理準備中で整い次第送付する予定．当

学会が地質学の学問分野での唯一の学会

である旨の説明資料を準備中．概ね必要

資料はとりあえず提出しているが，文科

省のレスポンスは，明確ではない．９月

の千葉大会が，設立総会になりうるか否

かは，現在のところ不明である．

６月の評議員会で，理事会としては法人

化を千葉大会に間に合わせるように提案

するか否か明確にさせる必要がある．９

月の千葉大会で設立総会を行うことを前

提に，付帯条件をつけて評議員会に提案

する．

法務委員会（委員長　上砂）

・法務委員会を開催し（５月15日），講演

要旨リジェクトの異議申し立て処理等に

ついて検討した．（→議題）

倫理規定策定委員会（委員長―松本　良，

担当理事　伊藤）

オンライン化委員会（委員長　鈴木）

・千葉大会オンライン申込について，フォ

ーマットを完成し大会HP上にて公開し

た．

地質学雑誌のありかた検討委員会

・前回の理事会で報告した中間報告につい

て広く意見を聞くため，評議員，専門部

会，支部長等にも送付した．

選挙管理委員会（委員長　手塚裕樹　担当

理事　天野）

・５月14日に委員会を開催し，13日に締め

切られた理事選挙の立候補者について確

認した．

その結果，1.5年任期の理事立候補者は

定数どおり７名のため，全員無投票当選

とした．2.5年任期の立候補者は10名で

あったので，投票によることとし，全代

議員当選者に通知と投票用紙を送付し

た．投票の〆切は６月４日午後５時とし

た．

○議　題

１．会員名簿アンケート実施について

名簿をつくる以上，会員全員の名前と所

属は掲載する必要がある．その旨を冒頭の

文章に明記することとした．また，所属の

ない方は，空欄で結構である旨も明記する

こととした．

６月号のNews誌に掲載するよう準備す

るが，２回程度掲載周知するべき．

The Island arc 連絡調整委員会（担当理事

会田）

・BS社より来年度以降（向こう３年間）

の契約書が送付され，会長，編集長（石

渡，Simon）がサインをして正式書類と

するため，現在回送中である．

４．普及教育事業部会（部会長-公文　副部

会長-中井睦美，吉田武義）

・小中高のクラブ発表会の参加賞につい

て，学校教育委員会から提案があった．

（→議題）

・センター試験の地学と物理の同時間設定

について，合同大会共催・協賛学会学会

長の連名で要望書を緊急に文部科学省，

大学入試センター宛に提出することにな

った．（→議題）

学校教育委員会（委員長-阿部）

・小中高のクラブ発表会の参加賞につい

て，委員会で話し合いの結果を理事会に

提案．（→議題）

生涯教育委員会（委員長-柴）

地質基準委員会（委員長-新妻）

地層名委員会（委員長-天野）

５．その他―１

支部長連絡会議（担当理事　玉生）

・西日本支部長は今年度より山本温彦会員

（鹿児島大）となった．

・上記，西日本支部長より支部会員や支部

の運営等について申し入れがあった．

（→議題）

地質災害委員会（担当理事　玉生）

千葉大会での地質災害シンポについて，

応用地質学会の北川氏から，共催でなく協

賛であれば問題ない旨の回答があったの

で，協賛していただくこととした．

JABEE委員会（委員長―天野）

・JABEE総会開催案内（会長宛）：６月

４日

総会へはこれまでと同様委員長または委

員に参加してもらう．

技術者継続教育委員会（委員長―公文）

【以下，評議員会の下の委員会】

各賞選考委員会（委員長―新井田清信）

名誉会員推薦委員会（委員長―加藤副会長）

・評議員，理事，専門部会長にたいし推薦

を依頼中．あわせて支部に対しても広く

推薦を呼びかけた．５月末まで募集．

科研費委員会（委員長―竹内　章）

学術会議連絡委員会（委員長―井内）

地学教育委員会（委員長―佐瀬）

女性地球科学者の未来を考える委員会（委

員長―田崎）

研究企画委員会（委員長―　）

２．国際地球惑星年（IYPE）国内委員会実

行委員の選出について

６月発足予定の国際惑星地球年実行委員

会には，本学会から地質研連委員のほか，

脇田，磯崎の両氏を推薦することとした．

３．小中高のクラブ発表会の参加賞について

・学校教育委員会から提案された，参加者

全員に贈呈できるもの，また，今後も地

質学会のグッズとして販売できるものと

して，学会のオリジナル野帳を作成する

ことが了承された．

・また，生徒の学習評価の対象ともなるこ

とから，会長名による参加証を出すこと

にした．

４．センター試験について，合同大会関連学

会による緊急要望書の提出について

要望に賛同することとした．

５．法人化に伴う支部の位置づけについて

現在の会則では，「支部をおく，会員は

いずれかの支部に所属する」としか書いて

いない．次回，理事会までに，支部運営の

基本的な部分を盛り込んだ支部規約のモデ

ル案を準備することとした（公文理事担

当）．従来の支部の活動をサポートできる

ように，会則を見直すことはできないか？

法人化に当たって，地質学会会員以外の支

部会員の存在は難しい．西日本支部の状況

について，もう少し詳しく調べることとし

た．

６．講演申込リジェクトにたいする異議申し

立て処理機構について

・2004年千葉大会講演申込異議申し立てに

関する処理機構規則（案）については概

ね了承し，文言の細部を整えた段階で発

効することとした．

・申立人に関する項目，第７条４．の「弁

護士」は削除することとした．

・当処理機構規則（案）については，年会

ごとのものとし，継続規則とはしない．

７．地球惑星科学関連学会間の「連携のあり

方を検討するワーキンググループ」（とり

まとめ役　浜野）への委員の推薦

「地球惑星科学」総体としての意見や情

報を，外部に向かって迅速に発信する体制

作りをするため，上記ワーキンググループ

が作られた．地質学会からの委員として木

村学副会長を推薦．

８．６月の評議員会議題について

・評議員会「議題」は今後「審議事項」と

し，報告事項とは，はっきり区別する．

・審議事項

１）第111年総会議事内容について

法人化の準備が整った場合の最終決

断として，全員総会に法人化を諮る必

要があるため，本総会で議決を得る旨，
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務局長に要望内容・理由等を提出しても

らい，地質科学関連学協会連合への提案

を検討することとした．環境省のみなら

ず，地方自治体，森林組合，自衛隊演習

場など対する要望も検討する必要があ

る．

・第42回原子力シンポジウム「原子力は，

社会への説明責任をいかに果たすべき

か」（5/27,28開催,参加者220名）運営員

会の終了報告があった．東電の事故隠し

に関しても，東電自身や経済産業省から

報告がなされた．

・オーストラリア大使館よりケアンズ・コ

ンベンション・センターのランチミーテ

ィングへの招待（６月29日（火）昼休み）

に関しては，参加できる人がいたら対応

することとした．

・産総研からのCCOP今年度総会への協賛

依頼に対して，承諾することとした．ま

た，委員選出依頼に対しては，会長名を

登録することとした．

会員関係（担当-上砂）

１）入退会の承認

入会　正会員（３名）：宮崎　隆　向井正二

郎　横瀬正史

院生割引会員（21名）：鵜生川太郎　森田信

幸　野村真一　大竹奈保　森田秀彦　林

辰弥　大岩根　尚　小牟礼麻依子　森山哲

太郎　山本紋子　横須賀　歩　ポーデル

ムワンダ　ラズ　石川和明　市川暢子　柴

田健一郎　清家弘治　木戸絵里香　山口直

文　石田千佳　Woldmichael Binyam

EL-Fakharani Abdel-Hamid Saad

学生（２名）：荒井祐一郎　荒井優祐

退会（正８名）：池 蔓　荻原俊行　井上

基　二ツ川健二　伊計秀明　ザモラス　ロ

ーレンス　V.Sharma 中井芳恵

逝去（２名）：関根良弘（5/24）山崎了一

（4/22）

２）５月末現在会員数　賛助38，名誉72，

正4634（内，院割177），学生30，合計

4774名

３）会員名簿発行に関する会員アンケート

について，雑誌６月号の掲載．

会員名簿は基本的に発行する方針であ

ることを再確認した．但し，アンケート

結果の意見を考慮して，最終的な判断を

下すこととした．

４）賛助会員会費口数変更（３口→２口へ

減）核燃料サイクル開発機構東濃地科学

センター

関連学会連合（担当-天野）

・地質科学関連学協会連合

国際惑星地球年への対応，学校教育問題

への対応，富士山周辺立ち入りに関する要

望書の作成などについて検討するため，世

話学会である地質学会から（担当理事：天

野）呼びかけを行うことにしたい．

評議員会で諮る．

２）法人化後の学会事業計画について

３）各賞受賞者の選考について

４）名誉会員の推薦について

５）行事委員会規約について

６）2004年千葉大会講演申込異議申し立

てに関する処理機構規則（案）

７）地質学論集58号（藤原他）の最終計

画案について

・報告

１）法人化関連の状況

２）50年会員顕彰について

３）その他

９．その他

・６月号News誌に掲載の事業案内パンフ

レット（木村副会長提案）について

会長挨拶と組織図，会員構成を追加する

2004年度　第12回理事会

議事録

期　日：2004年６月14日（月）

13：00～19：00

場　所：地質学会事務所

出席者（8）：加藤副会長，木村副会長，渡

部常務理事，玉生副常務理事・運営財政部

会-天野・上砂，学研-伊藤，編出-普教-公

文，橋辺（事務局）

欠席者：（議場委任８）平会長・会田・大

友・狩野・中井・宮下・吉田・脇田，欠席

（1）徐

○報　告

１．運営財政部会（部会長-天野　副部会長-

大友，上砂）

総務委員会（委員長―天野）

庶務関係（担当-天野）

・ゼオライト学会より「第20回ゼオライト

研究発表会」（11月30日～12月１日）の

共催依頼があり，例年通り承諾した．

・産業技術総合研究所地質調査総合センタ

ー「2004年地質情報展ちば」（第８回）

（９月18日～９月20日，千葉県立中央博

物館）の共催依頼があり，例年通り承諾

した

・日本科学技術振興財団より，「青少年の

ための科学の祭典2004」の後援依頼があ

り，例年通り承諾した．

・土木学会（会長　森地　茂），地盤工学

会（会長　太田秀樹）より役員交代通知

・富士山周辺の調査，研究，学生指導等に

おける入山について，NPO法人地質情

報整備活用機構の岩松事務局長から，地

質学会が中心となって，地質科学関連学

協会連合等をつうじて，環境省等に要望

をしてほしいとの依頼があった．岩松事

・自然史学会連合

・地理関連学会連合

会計関係（担当-大友・上砂）

・５月までの月例会計報告

特に問題なく推移している．

・会計処理規則（案）最終確認→評議員会

評議員会でも報告し，意見を伺う．今後

は，会計処理細則も準備する必要がある．

・監事１名の選出を行わなければならな

い．法人化をにらんだ場合，公認会計士

などの立場にある人を選出することを期

待されるが，今回はとりあえず，第３者

の立場にある適当なかたにお願いするこ

とする．上砂理事が心当りの方に伺うこ

とになった．

広報委員会（担当-大友）

ニュース誌編集小委員会（担当-大友）

・ニュース誌編集状況

６月号：（校正中・6/21校了予定）

2005年度理事・評議員選出結果/会員

名簿作成アンケートの実施について/新

制度による日本学術会議/案内（3）/公

募（1）/紹介（2）/阿蘇火山博物館紹

介・阿蘇火山博物館の存続問題（お礼と

報告）/地質学雑誌のあり方について/第

14回環境地質学シンポジウムの講演論文

募集のお知らせ/地球惑星科学関連学会

2004年合同大会「地学教育」委員会報告

/2004年関東支部総会・講演会報告/院生

コーナー/綴じ込み（カラー）事業案内）

７月号：総会議事次第及び議案

インターネット運営小委員会（委員長　渡

部直喜，担当-大友）

２．学術研究部会（部会長-徐　副部会長-伊

藤，脇田浩二）

行事委員会（徐委員長）

・千葉大会準備状況報告

会計概算：体育館を中心に企画を行うた

め，新たな支出が生じて赤字になるリスク

がある．

学校教育：かつてあった地学クラブなどは

崩壊している．文化部のうち理科クラブと

して残っているのは天文ぐらいである．

30-40程度の参加を目指しているが，難し

そう．

・展示等には環境団体などにも声をかけた

らどうか？などの意見がでた．

・千葉大会も含め，今後国際惑星地球年

（IYPE）のロゴを積極的に使用すること

が期待されている．

・学生会員および非会員学生の参加費の無

料化および協賛学会会員の参加費につい

て

６月４日の準備委員会で検討され，理事会

に諮ることが要望された．（→議題へ）

・普及講演会に対し，科学研究費100万円

が採択された．
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The Island arc 連絡調整委員会（担当理事

会田）

・BS社との間で2005年～2007年までの契

約書を取り交わした．

４．普及教育事業部会（部会長-公文　副部

会長-中井睦美，吉田武義）

学校教育委員会（委員長-阿部）

・評議員会報告あり．

生涯教育委員会（委員長-柴）

地質基準委員会（委員長-新妻）

・評議員会報告あり．

地層名委員会（委員長-天野）

５．その他―１

支部長連絡会議（担当理事　玉生）

・西日本支部長とのやり取りに基づく，支

部の問題点

支部会費と支部への交付金について．支部独

自の会員について．

・支部規約のモデル案作成について（公

文：資料参照　7-8）

原案を議論した．支部規定は法人化の定

款，運営細則と整合性をとって，その中に

位置づけることとした．それを受けて，各

支部で原稿の支部規約・細則を見直しいて

もらうこととした．原案を修正して，再度，

理事会や評議員会で議論することとした．

地質災害委員会（担当理事　玉生）

・応用地質学会に千葉大会の「地質災害」

シンポジウムの協賛依頼をし，了承され

た．

・６月26日（土）午前中に地質災害委員会

を開催し，シンポジウムの内容について

検討する予定．

JABEE委員会（委員長―天野）

・JABEE総会（６月４日開催）出席報告

１．今年度は地球・資源分野で，４プロ

グラム（島根大，日大，都立大，北大

資源）が認定された．

２．３月以降，技術士試験の１次試験が

免除されることとなった（ただし，資

源分野のみ）．応用理学分野としての

分野認定はされないため，この分野の

技術士補としては働けない．

３．今年度のJABEEの目標：ワシント

ン・アコードに参加すること．認めら

れれば，非英語圏として，はじめてと

なる．

４．国際基準と比較すると，デザイン能

力のカリキュラムが問題視されてい

る．

５．審査委員，オブザーバーの養成，今

年度の講習会（７月２日締め切り）に

多く参加してもらう．

６．今後毎年，地球・資源分野の受審校

（プログラム）を増やす必要がある．

専門部会連絡委員会

国際交流委員会（委員長-脇田浩二）

・評議員会報告あり．

環境地質研究委員会（研究委員会長-羽田）

ヒマラヤ地質研究委員会（委員長-在田）

地質学と地震研究委員会（委員長-嶋本）

・評議員会報告あり．

南極地質研究委員会（委員長-廣井）

地質環境の長期安定性に関する委員会（委

員長-高橋）

・評議員会報告あり．

３．編集出版部会（部会長-狩野　副部会長-

宮下，会田）

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副

委員長-宮下）

・今月の編集状況は以下の通りです．（６

月10日現在）

110-6：論説４・短報１・口絵１（6/18

校了予定）

110-7：論説４・口絵１・（入稿準備中）

本年度投稿論文数45編［論説35編（和文

35）総説１，短報６（和文５　欧文１），

ノート２，討論１］口絵８（和文４　欧

文４）

投稿数昨年比　＋５

査読中　54編

・地質学雑誌特集号（多田他）も論文数は

４編と少なめだが,動き出している．

・J-STAGE公開申請についての確認

科学技術振興機構との間で公開準備を開

始する．具体的なこととして，公開の時

期（雑誌発行後３ヶ月目），会員，非会

員を問わずフリーアクセスとする，とい

うことで良いか．同系の学会でみた場合，

２ヵ月後（鉱物学会英文）から４ヵ月後

（水文）などがある．

公開に際して学会が負担すべき費用の見

積り，110巻５号の場合，約13万円（６

論文（口絵含む）＋文献数）．

今後，打ち合わせの段階での細かな検討

事項については，編集委員会での対応と

する．

論文投稿者のメリット（安く，早くサー

キュラーさせる）と会員全体のメリット

を，どのようにバランスをとっていくべ

きか，議論した．３ヶ月過ぎたら非会員

にオープンになることでいいか？　アブ

ストラクトは発表直後から公表扱いであ

る．

The Island arc 編集委員会（渡部）

企画出版委員会（担当理事　吉田）

・地質学論集58号（藤原治ほか）について

は，最終計画案が間に合わなかった．６

月評議員会では状況報告のみとする．千

葉大会には間にあわないが，年内のでき

るだけ早い機会に発行したい．現在の状

況は論文16編中８編を受理，査読中７編，

リジェクト１編．

技術者継続教育委員会（委員長―公文）

【以下，評議員会の下の委員会】

各賞選考委員会（委員長―新井田清信）

名誉会員推薦委員会（委員長―加藤副会長）

・名誉会員選考報告（→議題へ）

科研費委員会（委員長―竹内　章）

学術会議連絡委員会（委員長―井内）

・評議員会報告あり（地質学研究連絡委員

会，環境地質学専門委員会）．

地学教育委員会（委員長―佐瀬）

女性地球科学者の未来を考える委員会（委

員長―田崎）

・評議員会報告あり．

研究企画委員会（委員長―　）

法人化準備委員会（委員長―木村　学，幹

事委員　立石，担当理事：渡部・玉生）

・募金委員会報告

６月11現在の募金総額11,027,850円，募

金者数387件（これにより基本財産額は約

1,380万円となる）

評議員会にこれまでの拠金者名簿を回覧

し，各評議員に個別的に募金要請の葉書を

書いてもらう．

法務委員会（委員長　上砂）

・支部等の出版物についての著作権につい

て

費用の出所に関わらず，地質学会という

名前がついていれば，著作権はすべて地質

学会に帰属する．この件については，法務

委員会で検討することになった．

・学会等の発表，ポスターなどのカメラ，

ビデオによる撮影等について

取材申請を出してもらうとともに，出版

物の発表許可も別途提出してもらう．講演

中の写真撮影については，会場内に撮影に

あたっての注意書きを示すなど，行事委員

会と協議して決めていく．

倫理規定策定委員会（委員長―松本　良，

担当理事　伊藤）

オンライン化委員会（委員長　鈴木）

地質学雑誌のありかた検討委員会

・評議員，専門部会等からの意見まとめ報

告

・編集委員会とも意見交換を行いながら進

めている．６月号News誌に記事を掲載

する．

選挙管理委員会（委員長　手塚裕樹　担当

理事　天野）

・理事選挙の開票結果について報告があっ

た．

・選挙内規文言に間違いがあったので修正

を提案，アンダーラインの部分を→の用

に修正．

選挙内規（その他）

10 代議員の定数と補充について

代議員から理事を選出した場合の
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算，決算），事業報告などの定例的なも

のと，法人化関連がある．

・千葉総会においては，新会則ならびに法

人化への移行措置として，「法人化の意

志決定」の議案についてのみ，前回の総

会からの約束のとおり，正会員ならびに

準会員の参加により議決する．

・法人化のスケジュールは千葉大会を目標

にしてきたが，現状は，公益法人改革に

伴う新しい法律の制定とも絡み，相手

（文科省）次第であり，解散，設立につ

いては見通しがたたない．ただし，状況

にかかわらず，上記の意志決定は行うも

のとする．また，次回からの総会を春に

変更することを決定する．

４．その他

代議員総会を2005年３月26-27日または

４月2-3日のいずれかに開催する．どの日

程が良いか代議員にアンケートをとる．代

議員総会時に評議員会またはシンポジウム

をあわせて行うか否かは，今後検討する．

また，地球惑星科学関連学会合同大会（例

年５月）の日程と合わせて行うことも考え

られるが，これは決算期（12月末）の変更

検討を要するので現状では無理である．

2004年度　第13回理事会

議事録

期　日：2004年６月26日（土）

10：00～12：00

場　所：北とぴあ　802会議室

出席者：平会長，加藤副会長，木村副会長，

渡部常務理事・運営財政部会-天野・大

友・上砂，学研-脇田，編出-狩野・宮下・

会田，普教-公文・吉田・中井，井内評議

員会議長（１時間程度遅れ），石渡副議長，

橋辺（事務局）

欠席者：玉生副常務理事（地質災害委員会に

出席），伊藤，徐

○前回議事録の確認をし，決定した．

○評議員会事前検討事項など

１．総会議事内容の検討

・今総会において，会長はじめ代議員ほか

欠員は，補充の対象とはしない．ま

た，この理由以外で欠員が生じた場

合でも，会則に定めた最低定数を割

らない場合は補充しない．

・代議員当選者決定後，理事選挙に至る過

程で，同姓同名による連絡の齟齬があっ

たことが報告された．

○議　題

１．今後の事業計画（案）について

６月号News誌に，今後の事業計画につ

いてのパンフレットを掲載する．各項目に

関連の部会は，さらに具体的な検討を加え，

実現性のある事業計画として詰めていただ

きたい．また，評議員会においても議論す

る．

２．学生会員および非会員学生の参加費の無

料化および協賛学会会員の参加費について

・学部学生（会員，非会員を問わず）につ

いて，参加登録費を無料化（講演要旨は

有料）することについて了解．

・応用地質学会会員が，協賛行事の「地質

災害シンポジウム」のみに参加する場合

は，参加費を無料とする．ただし，年会

全体に参加したい場合は，会員と同等の

扱いとする．その旨を，News誌および

応用地質学会に公表・連絡する．

３．名誉会員候補者の決定

・選考委員会において，木村敏雄，久城育

夫，坂野昇平の３会員を候補者として選

出した．

・書類上報告書の推薦者名を削除すること

とした．

４．評議員会の審議事項ほか内容確認

開催通知に示した審議事項

１．第111年総会議事内容について

２．法人化後の学会事業計画について

３．各賞受賞者の選考について

４．名誉会員の推薦について

５．行事委員会規約（最終案）につい

て

６．2004年千葉大会講演申込異議申し

立てに関する処理機構規則（案）

７．地質学論集58号（藤原他）の最終

計画案について→報告事項へ

８．その他

・総会議事内容については，会計報告（予

の役員の承認を行うことになる．したが

って移行期における総会として，旧会則

による総会を行うこととすることを確

認．

・総会議事内容についての確認を行い，こ

れを７月号News誌に掲載し，議案の説

明については，８月号に掲載する．

２．会計年度変更の必要性と定款変更の総会

審議事項化への対応検討

・木村副会長提案の，現在の事業年度（会

計年度）と役員の任期の不統一について

検討した．その結果，全部の年度を４月

から翌年３月までに統一することとし，

評議員会を経て今総会に諮ることとし

た．

・会計については，今年度会計を12月で終

了した後，来年１月～３月までの分は暫

定的な予算組をし，改めて４月～３月ま

でを本予算として組む．

・会費については，これまで１月～12月ま

でを１年分としていたのを，来年からは

４月～３月までを１年分に改める．移行

時の2005年会費については１月～３月の

会費として会費額の1/4を，４月～３月

までを正規の１年分として徴収する．

３．評議員会議事進行の確認と打ち合わせを

行った．

○その他報告

・学術会議第５部エネルギー・資源工学研

究連絡委員会，地球・資源システム工学

専門委員会より，「大陸棚を考える」シ

ンポジウム共催の依頼があり（あらかじ

め会長にも依頼があった），承諾した．

・IGCP国内委員会（委員長　土隆一）よ

り，第32回IGCP 理事会においてIGCP

の名称が変更されたこと，また，それに

伴い国内の名称も変更したことの報告が

あった．

旧：International Geological Correlation

Programme（略称　IGCP）

新：International Geoscience Programme

（略称は変更なし　IGCP）

国内：（旧）国際地質対比計画

（新）地質科学国際研究計画

（IGCP）
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大学　　　　　　　　　　□　博士課程　　　　　　年修・在学�

大学　研究生・聴講生・その他（　　　　　　　　　　　　　）�

（2004年　　月　　　日届）�

名簿掲載アンケート：会員名簿訂正・変更カード�

□（TEL　　-　　-　　　　．FAX　　-　　　-　　　　）�

〒　　　　　　　　代表・ダイヤルイン�

□（TEL　　-　　-　　　　．FAX　　-　　　-　　　　）�

〒�

自宅または所属先のどちらかを登録してください．�
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