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第111年日本地質学会年会（千葉大会）
優秀講演賞受賞ポスター

※著者・表題等ポスターは発表の詳細は講演要旨および，
本誌年会記事p.13をご参照下さい．
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前号「第19回HKTワークショップ報告」記事で関係者の所属や
名前に間違いがありました．
以下に正しい氏名，所属を記述します．ご関係，ご関心の皆様に
謹んでお詫びします． （吉田　勝）

誤＞
S.A. Rashid（トリブバン大学）
酒井哲弥（九州大学大学院）
岩野秀樹

正＞
S.A. Rashid（インド，アリガー・ムスリム大学）
酒井哲弥（島根大学大学院）
岩野英樹
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会則改正などについて

＜委員会等の開催＞

議事内容，報告等については，随時ニュ

ース誌に掲載

・理事会（17回）

・定例評議員会（５回）

・理事会に属する委員会：地質学雑誌編

集委員会，行事委員会，総務委員会，

広報委員会，学校教育委員会（→地学

教育委員会），支部長連絡会議，地質

災害委員会，地質工学分野の技術教育

に関する委員会（JABEE委員会），術

者継続教育委員会，各専門部会などを，

メールによる会議を含めて随時開催し

た．

・その他委員会：会計監査，選挙管理委

員会を，会則・細則に基づき開催した．

・評議員会に属する委員会：各賞選考委

員会，地質基準委員会，科学研究費委

員会，名誉会員推薦委員会，女性地科

学者の未来を考える委員会，オンライ

ン化委員会などを，メールによる会議

を含め，随時開催した．また，法人化

準備委員会，法務委員会，倫理規策定

委員会においては，たびたび委員会を

開催し，活発な討議を行った．

３）行事の開催

＜第110年年会＞

会期：2003年９月19日-21日

会場：静岡大学（主会場）

参加者：974名

一般発表：617件（申込み630件）：口頭407

件（申込み415件），ポスター210件（申

込み215件）

見学旅行：９コース（10コースのうち１コ

ースは台風で中止）

優秀講演賞の授与：11件（ポスター発表の

み）

ランチョン：専門部会を中心に11件

夜間小集会：15件

＜年会関連行事＞

地質情報展2003 しずおか（共催：（独）

産業技術総合研究所）2003年９月19日～

21日

市民向け講演会　2003年９月20日：講演２

題，岩田孝仁会員，平　朝彦会長

第２回地学普及のための巡検　2003年９月

21日（学校教育委員会）

高校地学クラブ発表会　2003年９月19日～

21日：参加校4校（学校教育委員会）

＜地球惑星関連学会2004年合同大会＞

会期：2004年５月９日～13日

会場：幕張メッセ国際会議場

１．開会宣言：徐行事委員長

２．議長等選出

１）会場からの提案，立候補がなかったた

め徐行事委員長より以下の提案があり，

拍手で承認された．

議長＝増田俊明（静岡大学），

副議長＝伊藤　慎（千葉大学）

書記＝岡田　誠（茨城大学）

・阿部なつえ（JAMSTEC）

２）議事は議長へ引き継がれ，配布資料確

認と式次第の修正があった．

５．審議事項として，２）2004年度決算

見込み案，６）「倫理綱領を盛り込ん

だ会則の変更について」を追加

３．報告事項

配布された総会資料を訂正の後，渡部常務

理事から下記の2004年度事業経過報告がおこ

なわれた．また，この間に逝去した会員（名

誉会員５名，正会員12名）に対し黙祷をささ

げた．

１）会員の動静

2004年８月末現在の会員は，賛助会員38

社，名誉会員72名，正会員4707名（うち院

生割引257名），準会員43名，会員総数4860

名であり，2003年８月末と比べて138名の

減少であった．その内訳は次の通りである．

入会者　180名（賛助会員１社，正会員157

名（うち院生割引117名），準会員22名）

退会者　199名（賛助会員３社，正会員196

名）

除籍者　102名（正会員102名）

逝去者　17名

名誉会員（５名）：早川正巳，小野寺透，

新井房夫，小林　勇，関根良弘，

正会員（12名）：橋本隆夫，正谷　清，

中原竜二，高畠　彰，木村龍男，日暮

淳，坂本　亨，山崎了一，遠藤　尚，田

中　隆，大島　浩，中沢義明

日本地質学会の発展に貢献された有為な

多数の会員を失ったことは，本会としても

っとも痛恨とするところであり，深く弔意

を表する．

２）学会運営に関する諸集会及び委員会等

の活動

＜第110年総会＞

日時：2003年９月19日，午前10時より12時

会場：静岡大学大学会館ホール

出席者：出席　143名，委任状提出者　418

名，合計　561名

審議事項：１）名誉会員の推薦，２）2004

年度事業計画および予算案について，３）

倫理綱領について，４）法人化に向けた

参加者：2953名

セッション：87件（ユニオン２，レギュラ

ー59，スペシャル25，特別公開１）

＜研究委員会，支部などの行事＞

１．環境地質研究委員会

・第13回環境地質学シンポジウム開催

（2003年12月６－７日）：神戸大学発

達科学部

２．支部関係

北海道支部

・2004年支部総会（2004年５月29日）北

海道教育大旭川校（旭川市）

・シンポジウム「北海道における熱水活

動と鉱物資源の形成」（2004年５月29

日）北海道教育大旭川校

・地質巡検「旭川周辺の地質」（2004年

５月30日）

東北支部

・とくになし

関東支部

・シンポジウム―関東地震から80年―首

都圏大地震を考える（2003年11月22日）

国立科学博物館新宿分館

・構造地質学セミナー（2004年１月22日

～23日）千葉大学

・2004年支部総会（2004年５月15日）北

とぴあ

・講演会：阪神淡路大震災から10年，地

震学地震地質学，耐震工学の到達点

（2004年５月15日）北とぴあ

・フィールド　キャンプ（2004年８月24

日～９月１日）埼玉県秩父郡小鹿野町

中部支部

・2004年支部総会（2004年６月12日）富

山大学理学部

・シンポジウム「日本海と本州弧の形

成・発展」（2004年6月12日）富山大学

理学部

・地質巡検「東海北陸自動車道飛騨トン

ネル」（2004年６月13日）

・7.18福井豪雨災害の予察調査：地質災

害委員野沢　竜二郎氏（2004年８月26

日，31日）

近畿支部

・近畿・四国・西日本支部合同例会

（2004年６月５日）京都大学

・シンポジウム「西南日本の中・古生代

テクトニクス」（2004年６月６日）京

都大学（四国・西日本支部と共催）

四国支部

・支部総会（11月22日）高知大学

・講演会・見学旅行（11月22日）高知大

学

・近畿・四国・西日本支部合同例会
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＜他学協会との共催・後援，協賛行事＞

１．「日本・東南アジア・環太平洋のイン

パクトイベントの国際シンポジウム」国

際シンポジウムIEJSAP’03事務局（2003

年11月22日―24日，山口大学）後援

２．「第７回国際土壌・地下水環境ワーク

ショップ」（社）土壌環境センター主催

（2004年１月22日）後援．

３．「サイエンスワールド2004」山口大学

理学部（2004年３月14日，山口スポーツ

文化センター）後援

４．「第42回原子力総合シンポジウム」（社）

日本原子力学会主催（2004年５月）共催

５．「第41回理工学における同位元素・放

射線研究発表会」（社）日本アイソトー

プ協会主催（2004年７月）共催

６．日本学術会議第５部シンポジウム「大

陸棚画定を考える」学術会議資源開発工

学研連ほか（2004年７月20日）共催

７．「付加体地質の講習会および現地集会」

日本応用地質学会主催（2004年７月９日

～7/10）協賛

８．「2004年青少年のための科学の祭典松

本大会」実行委員会：信州大学理学部

（2004年７月31日～８月１日）後援

９．「科学教育研究協議会第51回全国研究

大会」科学教育研究協議会（2004年８月

２日～４日，北海道）後援

10．「青少年のための科学の祭典2004」（財）

日本科学技術振興財団（文部科学省委託

事業）（2004年８月）後援

11．「第２回ジャパン･サイエンス＆エンジ

ニアリング・チャレンジ（JSEC）～高

校生科学技術チャレンジ～」朝日新聞社

主催（応募期間2004年８月30日～９月17

日）後援

12．「シンポジウム　地質災害」（2004年９

月19日）日本地質学会主催・応用地質学

会協賛

13．「2004年情報地質展ちば－プレートの

出会う場所で－」（2004年９月18-20日）

産業技術総合研究所地質調査総合センタ

ー・日本地質学会共催

14．「2004土壌地下水環境展」（社）土壌環

境センター・日本工業新聞社主催（2004

年９月10-12日）協賛

15．「第48回粘土科学討論会」日本粘土学

会主催（2004年９月24-26日）共催

16．「第30回リモートセンシングシンポジ

ウム」（社）計測自動制御学会（11月１

～２日）協賛

17．「2004年世界アスベスト東京会議」

2004年世界アスベスト東京会議組織委員

会（2004年11月19日～21日）後援

18．「国際コンベンション　OCEANS’4

MTS/IEEE/TECHNO-OCEAN’04」

（2004年11月９日～12日，神戸国際展示

場）協賛

19．「第41回CCOP（東・東南アジア地球

科学計画調整委員会）年次総会」産業技

術研究所（2004年11月14日～18日，つく

（2004年６月５日）京都大学

・シンポジウム「西南日本の中・古生代

テクトニクス」（2004年６月６日）京

都大学（近畿・西日本支部と共催）

西日本支部

・2004年度総会（2004年２月14日広島

大学

・第148回例会（2004年２月14日）広島

大学部

・近畿・四国・西日本支部合同例会（日

本地質学会西日本支部第149回例会）

（2004年６月５日）京都大学

・シンポジウム「西南日本の中・古生代

テクトニクス」（2004年６月６日）京

都大学（近畿・四国支部と共催）

４）出版物の刊行

＜地質学雑誌＞

109巻９号（2003年９月）～110巻８号

（2004年８月）を刊行した．総ページ数は

734ページ

＜日本地質学会ニュース＞

６巻９号（2003年９月）～７巻８号

（2004年８月）を発行した．総ページ数は

336ページ．

＜The Island Arc＞

Island Arc編集委員会の編集により，

Blackwell Science 社よりVol.12, Issue 3～

Vol.13，Issue 2を刊行した．日本学術振興

会から2004年度科学研究費補助金（定期刊

行物）の交付を得た．

＜フィールド　ジオロジー＞

フィールド　ジオロジー刊行委員会（秋

山雅彦委員長）の編集で共立出版㈱より，

全９巻のうち1, 3, 7巻を出版し（2004年４

月刊），出版継続中．

＜地学用語集＞

地学用語集出版委員会（坂幸恭委員長）

の編集で共立出版㈱より出版した（2004年

９月刊行）．

５）関連外部委員会への協力

下記の関連外部委員会等に対して本学会

から選出された委員を通じて，これまでに

引き続きそれぞれの活動，関連学界の発展

と連携に協力した．

第19期学術会議の関係研究連絡委員会，

地質科学関連学協会連合，自然史学会連

合・学校科目「地学」関連学会連絡協議会，

地球惑星合同大会地学教育委員会，地球惑

星関連学会連絡会・地球惑星合同大会関連

学会連携のあり方検討ワーキンググルー

プ，地理関連学会連合，地質技術関連学協

会継続教育協議会（CPD），日本技術者教

育認定機構（JABEE），IYPE国際惑星地

球年対応国内実行委員会，第41回CCOP

（東・東南アジア地球科学計画調整委員会）

年次総会開催実行委員会.

６）その他報告事項（以下は主なもの，そ

のほかはNews誌掲載の議事録参照）

ば）協賛

20．「第20回ゼオライト研究発表会」ゼオ

ライト学会主催（2004年11月30日～12月

１日）共催

21．「第17回国際堆積学会議」日本堆積学

会，日本学術会議（2006年８月，福岡）

共催

22．「19th IMA（国際鉱物学連合会議）」

IMA2006－KOBE組織委員会（2006年７

月23日～28日）後援

23．「第４回子供のためのジオカーニバル」

21世紀の地学教育を考える大阪フォーラ

ム（2004年11月）後援

24．「第２回ジャパン・サイエンス＆エン

ジニアリングチャレンジ（JSCE2004）－

高校生科学技術チャレンジ－（ISEF提携

コンテスト）」朝日新聞社（応募期間

2004年8/30-9/17，一次審査会10/2, 二

次審査会2004年11/6，11/7）後援

25．第19回「大学と科学」公開シンポジウ

ム『ここまで進んだ都市防災』（2004年

11月２日）後援

26．「最新のリモートセンシング技術を応

用した防災地質」応用地質学会（2004年

10月18日）協賛

27．「第16回研究成果発表会」海洋調査技

術協会（2004年11月18-19日）協賛

28．「国際惑星地球年（IYPE）」IUGS及び

ユネスコ主催（2006年を中心に前後３年

間）地質学研究連絡委員会より協力要請

＜その他＞

１．内閣府総合科学技術会議議長に対し，

３学会共同（物理・天文・地質）で科研

費等同会議の政策に関する要望書を2003

年11月４日付けで提出した．

２．阿蘇火山博物館の存続について，熊本

県知事，阿蘇町長，九州産業交通㈱社長

に対し，2003年９月26日付で要望書を提

出した．

３．文部科学大臣とJAMSTEC理事長に対

し，深海無人探査機「かいこう」ビーグ

ル（子機）新造に関する要望書を2004年

１月９日付けで提出した．

４．2004年度選挙管理委員会委員は下記の

方々に委嘱した．

小布施明子（石油資源技研）坂本正徳

（國学院大）塚本　斉（産総研）手塚

裕樹（アジア航測）宮城晴耕（都立桜

町高），互選により委員長は手塚裕樹

氏．

５．弁護士高木宏行氏と2004年１月より顧

問契約を交わした．

６．地質学雑誌について，オンライン化計

画等長期的な問題を検討するための諮問

委員会として理事会の元に「地質学雑誌

のあり方を検討する委員会」（委員長：

加藤副会長，副委員長：宮下会員，委

員：木村学ほか）を設置した．

７．アイランドアーク誌の平成16年度科研

費（研究成果公開促進費）申請に570万
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２）2004年度理事会議決事項

渡部常務理事から下記の2004年度理事会

議決事項の説明があり，拍手で承認された．

１．2004年度評議員会議長として井内美郎

評議員，副議長として石渡　明評議員を

選出した．

２．2004-2005年理事として次の７名を評

議員の互選により選出した．

会田信行・天野一男・上砂正一・大友幸

子・宮下純夫・脇田浩二・渡部芳夫

・また，2004年までの定員増加の理事とし

て，中井睦美・吉田武義の２名を選出し

た．（留任理事：伊藤谷生・狩野謙一・

公文富士夫・徐　垣・玉生志郎）

・理事（会長，副会長を除く）の役割分担

を下記のように決めた．

常務理事　渡部芳夫，副常務理事　玉生

志郎

総務部会：部会長　天野一男，副部会長

大友幸子，上砂正一

学術研究部会：部会長　徐　垣，副部会

長　伊藤谷生，脇田浩二

編集出版部会：部会長　狩野謙一．副部

会長　宮下純夫，会田信行

普及教育部会：部会長　公文富士夫，副

部会長　中井睦美，吉田武義

法人化担当：渡部芳夫，玉生志郎

３．新会則による選挙を実施するにあた

り，移行措置として，役員の任期および

選挙内容・日程についてはつぎのとおり

とした（News誌2004年１月号掲載）．

（1）2003年度選出評議員の任期を2004年

９月までの１年に短縮．

（2）2004年９月の千葉大会に向けて代議

員選挙を行い，1.5年任期と2.5年任期

の代議員を同時に選出する．

（3）代議員は各任期50名ずつ，全国区

100名，地方区100名を選出し，この代

議員の中から，理事14名（各任期７名

ずつ），評議員40名（各任期20名ずつ）

を選出する．

（4）選挙日程：公示　１月10日，立候補

受付　２月１日～29日，投票　３月20

日～４月20日，理事および評議員の選

出　５月初旬～６月10日まで　

４．選挙細則の改正，選挙内規（News誌

2004年１月号掲載），選挙管理委員会規

約を新設した．

５．2003年決算案および2004年予算案を承

認した．

６．各種法的実務対応ならびに法人化へ向

けての法的実務的準備のため，理事会の

下に法務委員会を新設した．委員は次の

とおり．

理事会：渡部芳夫常任理事，総務委員

会：上砂正一理事（法務委員長），学術

研究部会：伊藤谷生理事，法人化準備委

員会：立石雅昭委員，倫理規定策定委員

会：松本良委員長・足立勝治・佐瀬和

義・吉田史郎，委員　知財担当：上杉

陽・米沢宏，個人情報担当：湯浅真人・

円の交付を受けた．

８．千葉大会の市民向け講演会に文科省の

研究成果公開促進費（B）を申請し，

100万円の交付を受けた．

10．年会における講演要旨の校閲および異

議申し立て処理について

・行事委員会は講演要旨原稿について，

会則第４条の日本地質学会の目的およ

び倫理綱領に反していないかというこ

とについてのみ校閲をおこなうことと

なった．校閲結果にたいし不服のある

場合は，法務委員会に異議を申し立て

ることができる．

・法務委員会は，当該年の講演申込異議

申し立てに関する「処理機構規則」を

作成し，異議申し立てがあった場合は，

規則に基づき迅速に公正中立な対処を

する．なお，本規則の実施は，当該年

会の終了日までとする（News誌2004

年６号および７号掲載）．

11．地質学論集58号「地震イベント堆積物

―深海底から陸上までのコネクション

―」（編集　藤原治ほか）の刊行を承認

した．

４．承認を求める事項

承認事項および審議事項に入る前に，議

長により本総会成立の確認が行われた．本

総会は移行措置として，旧会則第10条第１

項により，８月末現在の正会員と準会員の

合計4860名の1/15，委任状を含めて317名

以上の出席で成立することとなる．当日の

出席者＝269名，委任状＝267名，合計＝

536名で，本総会は成立することが確認さ

れた．

１）2005年度役員選挙結果報告（本誌７

巻５･６号掲載済み）

手塚裕樹選挙管理委員長より，代議員お

よび理事選挙，評議員の選出結果について

報告があり，拍手で承認された．

１．選挙は選挙細則・選挙内規に基づくと

ともに，会則変更による移行措置により

施行され，正会員および準会員により，

会長１名，副会長２名（各任期1.5年）

の改選，代議員200名（任期1.5年100名，

2.5年100名）の選挙を行った．代議員地

方区の選出においては一部，立候補者が

定数以内であったので，候補者全員を無

投票当選とした．

２．理事選挙は，選出された代議員の中か

ら立候補者を募り，代議員の投票により，

各任期ごとに７名ずつ，14名の理事を選

んだ．ただし，任期1.5年の立候補者は

定数以内であったので候補者全員を無投

票当選とした．

３．監事１名（任期2.5年）の選出につい

ては，選挙細則第４条２項により，会員

以外の方から，山本正司氏（司法書士，

神奈川県川崎市）に委嘱することとした．

斎藤　眞，オブザーバー：高木宏行弁護

士

７．日本地質学会各種委員会規約および論

集刊行規定について，新会則にあわせて

文言の一部変更をおこなった．また，ア

イランドアーク編集委員会規約を新設し

た．

８．倫理綱領を盛り込んで，会則（７条，

11条，12条，48条，49条）を改正するこ

ととした．また，除名手続きに関する細

則を新設した．（本号別掲載 参照）

９．2004年度科学研究費委員会委員長（任

期１年）として竹内　章評議員，委員と

して下記の会員を選出した．

2004年度から2005年度の委員として井内

美郎，松田博貴，小林哲夫

2004年度留任委員として君波和雄・竹村

恵二・三宅康幸・横田修一郎

10．2004年度各賞選考委員会委員を評議員

の互選により選出．委員の互選により新

井田氏を委員長とした．

新任委員（2005年総会まで）：竹内　章，

榊原正幸，新井田清信（委員長），松本

俊幸，中井睦美

留任委員（2004年９月まで）：石渡

明・井内美郎・大友幸子（幹事）・鈴木

徳行・松田博貴

現・前，正副編集委員長：渡部芳夫・狩

野謙一・宮下純夫

11．科研費委員会の提案により，2005年度

科学研究費審査委員の候補者を関係分

科・細目ごとに選出し，推薦した．

・分野「数物系科学」

分科「地球惑星科学」第２段；３名

分科「地球惑星科学」第２段；１名

細目「地質学」第１段；６名

細目「層位・古生物学」第１段；３名

細目「岩石・鉱物・鉱床学」第１段

（岩鉱）２名

細目「地球宇宙化学」第１段；１名

・分野「複合新領域」

分科「環境学」第２段；１名

細目「環境動態解析」第１段；１名

細目「環境影響評価・環境政策」第１

段；１名

12．各賞選考委員会より提案された各賞授

賞者を承認した．（受賞理由本号別掲載

参照）

（1）日本地質学会賞（２件）

加々美寛雄（新潟大学大学院自然科学

研究科）

「同位体地球化学による花崗岩質地

殻形成史の研究」

鈴木和博（名古屋大学年代測定総合研

究センター）

「新しい地質学研究手段の創生・開

拓とその発展」

（2）日本地質学会論文賞（２件）

高野　修・守屋成博・西村瑞恵・秋葉

文雄・阿部正憲・柳本　裕（以上

石油資源開発㈱）
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17．１月～12月の事業年度を４月～翌年３

月までに変更，会費年度も同様とするこ

ととした．また，年度変更に伴い総会開

催月も変更することとした．関連会会則

（30条，44条）および関連の細則（12条）

を改正することとした．

18．2004年度決算見込み案および2005年度

（１月から３月）予算案を承認した．

19．監事１名（任期2.5年）として，会員

以外の方から，山本正司氏（司法書士，

神奈川県川崎市）を選委嘱することとし

た．

３）2003年度決算・財産目録，会計監査

報告

上砂総務部会，会計担当理事より，2003

年度決算および財産目録の報告があった．

また，竹内圭史監事より会計監査報告があ

った【本誌７巻５号掲載済み】．いずれも

拍手で承認された．

４）2004年度（2004.1.1～2004.12.31）

予算案

上砂会計担当理事より，2004年度予算案

（本誌７巻５号掲載済み）について説明が

あり，拍手で承認された．

５．審議事項

議長は議場の閉鎖を宣言し，審議に入った．

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

渡部常務理事より，総会開催の時期（＝

役員の交替時期）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とし，これに

関係する会則を下記のように改めることが

提案された．この提案は，拍手で承認され

た．

これによって，総会（次回以降は代議員

による）は，４月以降６月末までの間に開

催することとなるが，学術大会はこれまで

どおり秋に開催することが説明された．

なお，事業年度と合わせて会費の年度も

現在の１月～12月までを，４月～翌年３月

に変更し，関係の運営細則を改める．

＜会則の改正：30条，44条，現行の下線部

分を，太字下線のように改める．＞

現行＞　第30条　通常総会は，毎年９月

に会長が招集する．

改正＞　第30条　通常総会は，毎年会計

年度終了後，３ヶ月以内に会長が招集

する．

現行＞　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．

改正＞　第44条　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．

＜上記，会則改正に関わる運営細則12条の

改正＞

「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」 2002，

地質学雑誌　107/9，585-604

岡村行信（産業技術総合研究所）

「 Fault-related folds and an

imbricate thrust system on the

northwestern margin of the

northern Fossa Magna region,

central Japan」2003，The Island

Arc 12/1,61-73    

（3）日本地質学会研究奨励賞（３件）

栗原敏之（新潟大学，学振特別研究員）

「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」2003，地質学雑誌，109/8，

425-441．

下司信夫（産業技術総合研究所）

「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達過程と

そのマグマ供給系」2003，地質学雑

誌，109/10，580-594．

森山義礼（大阪樟蔭高等学校）

「Three dimensional finite strain

analysis in the high-grade part of

the Sanbagawa belt using

deformed meta-conglomerate」

2002, The Island Arc 11, 111-121.

（4）小藤賞（１件）

鈴木寿志（地質調査グループGEO．

TEC.）・桑原希世子（大阪市立大

学，研究生）

「佐渡島小佐渡地域から産したペル

ム紀放散虫」2003，地質学雑誌，

109/8，489-492．

（5）日本地質学会表彰（１件）

北海道日高町

「日高山脈館による地質学の普及と

野外調査活動の支援」

13．名誉会員推薦委員会の提案により，名

誉会員として次の３会員を第111年総会

に推薦することを承認した．

木村敏雄会員・坂野昇平会員・久城育

夫会員

14．次の23名の会員を50年会員として顕彰

することを承認した．

青木　斌・石井良治・宇留野勝敏・太

田正道・岡田博有・小川　誠・奥田亮

二・片平忠實・金子史郎・上條　静・

熊谷　忍・後藤博弥・坂巻幸雄・塩原

鉄郎・白井健裕・鈴木養身・武井

朔・竹内貞子・仲井　豊・堀井　篤・

松山　力・邑本順亮・籾倉克幹

15．学校教育委員会と地学教育研究委員会

を統合し，今後の名称は「地学教育委員

会」として，理事会の普及教育部会の下

におくこととした．運営細則第14条１項

（4）普及教育事業部会のうち，学校教育

委員会を地学教育委員会に改める．

16．行事委員会規約，（新）地学教育委員

会規約，会計処理規則を新設した．

現行＞　第12条　本会会費の年額（１月

～12月分）を次のように定める．

改正＞　第12条　本会会費の年額（４月

～翌年３月）を次のように定める．

２）2004年度決算見込み案について

上砂会計担当理事より2004年度決算見込

み案の説明があり，拍手で承認された．

３）2005年度事業計画案，および予算案

について

上砂会計担当理事より，2005年度１月～

３月までの暫定的事業計画および予算案の

説明があり，拍手で承認された．2005年度

の事業計画案，予算案については，112年

総会にはかられる．

＜2005年会費徴収に関する説明＞

2004年会費は12月で切れるので，会費年

度（４月１日～翌年３月31日）の変更に伴

って残る2005年１月～３月までの会費（会

費額の1/4）は，新しい2005年度の会費に

加えて請求する．今年末に請求する会費は，

2005年１月～2006年３月までの15カ月分

で，会員種別ごとの請求額は次のようにな

る．

正会員

１月～３月　3,000円，４月～2006年３

月　12,000円，合計　15,000円

院生割引会員

１月～３月　2,000円，４月～2006年３

月　8,000円，合計　10,000円

準会員

１月～３月　1,250円，４月～2006年３

月　5,000円，合計　6,250円

４）名誉会員の推薦

渡部常務理事より，名誉会員候補者とし

て次の３名の会員の推薦が提案され（推薦

理由本号別掲載参照），拍手で承認された．

木村敏雄会員・坂野昇平会員・久城育夫

会員

５）法人化についての「決議」

法人化準備委員長の木村副会長より，

「日本地質学会は文部科学省に対し，社団

法人設立のための許可申請を行う」という

意思決定を，今総会でおこなうことが提案

された．109年新潟総会では学会の法人化

を進めるための準備委員会の設置，110年

静岡総会では，法人化へ向けた会則の改正

とそれらに沿った移行措置が認めら，法人

化準備委員会は，文部科学省との折衝，基

本財産の確保を継続していることが説明さ

れた．

また，法人化のための基本財産（2000万

円）の確保について，募金委員長の加藤副

会 長 よ り ， 現 状 説 明 （ 募 金 額 ：

\12,300,000円，募金者500名程度）と，不

足額に対しては会員のさらなる募金への協

力要請があった．

出席者から，募金のこと，組織のこと，

法人化に対する意義や必要性など，活発な
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た，又はこの学会の目的に違反する行

為があったとき．

改正＞（除名）第12条　会員が次に該当

するときは，総会の議決に基づき会長

が除名することができる．

（1）会員としてこの学会の名誉を傷

つけたとき．

（2）学会の目的に違反する行為があ

ったとき．

（3）倫理綱領に著しく抵触する行為

があったとき．

現行＞（細則）第48条　この会則の施行

についての規則は，別に定める．

改正＞（細則）第48条　この規則に定め

るものの他，この規則の実施及び手続

きについて必要な事項は細則で定め

る．

現行＞第49条　本会則は2003年９月19日

より施行する．

改正＞　条文　削除し附則を追加

附則（2004年○月○日規則改正）

（施行期日）第１条　この規則は2004

年○月○日から施行する．

（経過措置）第２条　第12条１項（3）

号の規定は，施行日前になされた行

為については適用しない．

６．日本地質学会各賞授与

１）平会長から，日本地質学会賞（２件），

論文賞（２件），研究奨励賞（３件），小

藤賞（１件），学会表彰（１件）の受賞

者に対して，それぞれ賞状を読み上げた

のち，メダル等が授与された（受賞理由，

本誌p.00参照）．

２）会場，時間の都合で18日の優秀講演賞

受賞者（４件）の表彰をした．

意見ならびに質疑応答があった後，挙手に

よる採決を行った．その結果，圧倒的な賛

成多数で，「文部科学省に対し，社団法人

設立の許可申請を行う」という提案は，承

認された．

６）倫理綱領を盛り込んだ会則の変更につ

いて

渡部常務理事より，昨年の総会において

制定された，日本地質学会倫理綱領に基づ

く，会則の一部改正が提案され，拍手で承

認された．なお，会則第12条（除名）に関

する手続きについては，会則第48条に基づ

き，別途細則を定めた（下記参照）．

＜会則の改正：７条，11条，12条，48

条,49条，現行の下線部分を，太字下線

のように改める．＞

現行＞（入会）第７条　会員になろうと

する者は，入会申込書を会長に提出し

なければならない．

改正＞（入会）の項のあとに２項目とし

て（会員の責務）を追加する．

（会員の責務）第７条２　会員は

学会の目的に従い，日本地質学会倫理

綱領を遵守しなければならない．

現行＞（除籍）第11条　この学会の会員

としての義務に反したときは，理事会

の議決を経て除籍することができる．

改正＞（除籍）第11条　会員が会費を滞

納したときは，理事会の議決を経て除

籍することができる．

現行＞（除名）第12条　会員が次に該当

するときは，総会の議決を経て会長が

除名することができる．

会員としてこの学会の名誉を傷つけ

―――――――――――――――――

――――――――

――――

―――――――――――――――

――――――

―――――――――――――――

―――――

―――――――――――――――

―――――――

―――――――

―――――――――――――――

―――――――

―――――――――――――――――

―――――――――――――――――

―

―――――――――――――――

―――――――

―――――――――――

―――――――――――――――

―――――――――――――――――

―――――――――――――

―――――――――――――――――
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――――――――――――――――

―――――――

――――――――――――――

―――――――

―――――――

―――

―――――――――――――――――

P-50，川上俊介，P-142，兼田　心・山

田泰広・馬場　敬・松岡俊文，P-144，

森田澄人・芦寿一郎・青池　寛・澤田拓

也・倉本真一，P-148，辻　智大・米倉

栄子・榊原正幸・堀　利栄

７．名誉会員ならびに50年会員の顕彰

平会長より，木村敏雄新名誉会員に対し，

名誉会員証とメダルが授与され，会場から大

きな拍手で祝福された（坂野昇平ならびに久

城育夫新名誉会員は欠席，坂野新名誉会員は

翌19日来場され，ポスター会場において授与

された）．

続いて平会長より，23名の50年顕彰会員の

うち出席された，宇留野勝敏名誉会員，後藤

博弥会員，坂巻幸雄会員，仲井豊会員，邑本

順亮会員，籾倉克幹会員に対し，50年顕彰状

と記念のバッジが授与され，会場の大きな拍

手で称えられた．

８．会長挨拶

平　朝彦会長退任の挨拶ならびに齊藤靖二

新会長就任の挨拶があった．

９．閉会宣言

増田議長より，議長，副議長ならびに書記

２名の解任が告げられ，閉会した．

日本地質学会　除名細則（新設）
（目的）

第１条　日本地質学会（以下「学会」という）会則第48条に基づき，

同会則第12条に関する手続等について本細則を定める．

（細則の変更）

第２条　この細則の変更は，評議員会に諮り，理事会の議決によって

行う．その結果を総会に報告し，承認を求める．

（除名手続）

第３条　会員または理事会（以下「申立人」という．）は，会員（以

下「被申立人」という．）に会則第12条に該当する行為があったと

認めたときは，法務委員会に対し，被申立人の除名を申立ることが

できる．

２ 法務委員会は，前項の申立があったときは，その申立を受理する

か否かを決定する．

３ 法務委員会が，１項記載の申立を受理したときは，被申立人に対

し，相当の期間を定めて弁明の機会を与えなければならない．

４ 法務委員会は，申立の内容を調査し，除名の可否を理事会に答申

する．

５ 理事会は，前項の法務委員会の答申の内容が除名を可とするもの

であったときは，これを総会に諮る．

６ 会長は，前項の総会決議が除名を可とする場合には，被申立人を

除名することができる．

７ その他必要な手続きについては，別途法務委員会が定める．

附　則

第１条　この除名細則は2004年９月18日より施行する．

第２条　（経過措置）

この細則の施行日前になされた行為については，会則第12条１項

（１）号または（２）号を理由とするときに限り，この細則による申

立をすることができる．



CHIME年代測定法（chemical isochron

method）の創案と造山帯の年代解析である.

鉱物粒界の研究は，最近，ミネソタ大学な

どのグループがアメリカ鉱物学会誌や

Nature誌等に論文を発表して脚光をあび始

めたが，鈴木氏は，すでに1981年にアフリカ

大地溝帯の火山岩の鉱物粒界に希土類元素が

濃集していることを発見している．そして，

マントルかんらん岩の部分溶融で発生するマ

グマの化学組成と粒界濃集元素の関係を解析

して, 14編の論文をChemical Geology誌等に

発表してきた．このように，20年以上も世界

に先駆けて造岩鉱物の粒界に着目し，その性

状解明の手段を創生した鈴木氏の先駆性と独

創性は高く評価できる．

CHIME法は，モナズ石・ジルコン等を

EPMAで分析し，Th・U量と全Pb量からア

イソクロンを求める新しい年代測定法であ

る．高空間分解能と鉱物組織とを対応させた

迅速性が特徴である．この方法は，1996年に

ドイツとフランスで相次いで使用され始め，

その後，日本国内はもとより，韓国・オース

トラリア・カナダ・米国・スエーデンなど世

界中に広がり，2002年の米国地質学会年会で

はCHIME法のセッションが設けられるまで

に普及した．オーストラリア国立大学で

SHRIMP年代測定法を開発したW. Compston

博士も，CHIME法をSHRIMP法やICPMS法

と並ぶサブグレイン地質年代測定法と位置づ

けて高く評価している．特殊な大型装置のみ

に許されていた年代学の分野に，地球科学分

野では普通の分析装置であるEPMAを使っ

て，造山帯研究に新しい途を拓いた鈴木氏の

功績は極めて大きい．

以上のように，鈴木氏の地質学研究手段の

創生・開拓は世界に誇るべき貢献であり，日

本地質学会賞に値するものである．

論文賞（２件）

（＊石油資源開発（株）・＊＊（有）珪藻ミニラボ）

受賞論文：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．2001，地質学雑誌，第

107巻，第９号，585-604ページ．

この論文は，北部フォッサマグナ地域，新

潟市北方の北蒲原郡に分布する上部中新統～

下部更新統の地表調査データと地下地質デー

タを総合して，シーケンス層序解析をおこな

2004年度
日本地質学会各賞受賞理由

日本地質学会賞（２件）

受賞者：加々美寛雄（新

潟大学大学院自然科学研

究科）

研究テーマ：同位体地球

化学による花崗岩質地殻

形成史の研究

加々美寛雄氏は，Rb-

Sr系・Sm-Nd系による年代測定法を日本の

地質学分野にいち早く取り込み，これを確立

し，長年にわたって多くの同位体比や放射年

代値を公表してきた．その公表値は膨大な数

にのぼる．

加々美氏は，これらの同位体地球化学デー

タにもとづき，花崗岩質マグマの成因や下部

地殻形成史の議論をリードしてきた．たとえ

ば日本列島の研究では，花崗岩類のSr同位体

比により本州弧を帯状区分できることを示し

たが，その研究対象は日本列島だけにとどま

らない．とくに大陸地殻の進化を議論した研

究では，南極・インド・スリランカ・アフリ

カなどゴンドワナ大陸の広範囲に及んでお

り，多数の共同研究者とともに精度の高い同

位体比と放射年代値を求めて地質対比を行

い，また南極のナピア岩体などの超高温変成

岩体に関してはピーク変成時期決定などの研

究を進めてきた．さらにアイソクロン法の閉

止温度に関係して，他の年代測定法との比較

検討を進めてきた．

加々美氏は，1977年に周藤賢治氏とともに

単行本「Sr同位体岩石学」を著し，わが国の

地質学界おけるにSr同位体岩石学の原理や解

釈の普及に大きく貢献した．岡山大学温泉研

究所（現：岡山大学固体地球研究センター）

赴任後，そして新潟大学大学院自然科学研究

科に異動してからも現在に至るまで，一貫し

てRb-Sr・Sm-Nd同位体の抽出法・測定法，

さらにはその測定機器を多くの研究者に公開

し，ともに研究を進めてきた．こうした普及

努力の結果，多くの若手研究者が加々美氏の

実験室を利用して育ち，学界で活躍している．

以上のように，加々美氏の我が国における

同位体岩石学の確立と花崗岩質地殻形成史の

研究，さらにその技術や知識を広めた功績は

大きく，日本地質学会賞に値するものである．

受賞者：鈴木和博（名古

屋大学年代測定総合研究

センター）

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

鈴木和博氏は，電子線

プローブマイクロアナライザー（EPMA）

を使って，２つの新しい地質学研究手段を創

生・開発した．その１つは，鉱物粒界におけ

る微量元素濃集の発見とそのマグマの発生過

程に関する応用研究である．２つ目は，

ったものである．その基盤をなしているのは，

鮮新統鍬江層と安野川層の地表調査による堆

積相解析である．さらに，陸域・海域の68坑

井の物理検層データ，震探記録断面を加えて

堆積シーケンスを設定し，浮遊性有孔虫マー

カーと震探断面を利用して地表地質と地下地

質を総合したシーケンス層序対比をおこなっ

た．このことによって，この地域の堆積シス

テムの平面分布を詳細に示すことに成功し

た．これらの結論をもとに，筆者らはこの地

域の堆積シーケンスを規定した要素として，

変動周期毎に気候変動が作用していることを

明らかにし，その上で，局地的な構造運動に

よって作られる構造性オンラップ面を区別す

ることにも成功している．企業の調査による

地質学的データは，論文として公表される機

会は著しく少ない．しかし，この論文は豊富

な地表地質データと地下地質データを総合し

て背弧堆積盆地特有の堆積シーケンスの解析

にみごとに成功し，その規制要因を詳細に明

らかにした．以上のことから，この論文の価

値は高く，日本地質学会論文賞に値する．

受賞者：岡村行信（産業

技術総合研究所）

受賞論文：Fault-related

folds and an imbricate

thrust system on the

northwestern margin of

the northern Fossa

Magna region, central Japan. 2003，The

Island Arc, vol.12/1, p.61-73.

この論文は，フォッサマグナ北縁・日本海

東縁において調査された海底音波探査データ

に基づき，西頚城丘陵から直江津沖にかけて

の活構造を解析し，鮮新・更新世から現世に

いたる地質構造形成過程を検討したものであ

る．とくに，この地域の地下構造が断層関連

褶曲であることを指摘した注目すべき論文で

ある．この地域は，中新世，鮮新世，更新世

の地層群からなり，北北東－南南西の軸をも

つ褶曲構造を形成する．著者は，白嶺丸によ

って得られた音波探査プロファイルを厳密に

検討し，バランス断面法を応用して，この地

域の褶曲構造が下部の衝上断層運動に関連し

て形成されたと考え，３つの衝上シートを区

別した．さらに，北西端に位置する衝上断層

シート（Ⅲ）の鳥ケ首背斜と北鳥ケ首背斜に

みられるgrowth triangleの幅や変形の特徴

から，このシートの水平変位量を約1.2km，

その厚さを約8.5kmと算定した．東南方に

20-35度傾斜しているこれらのシートの下部

を境する衝上断層は，さらに下方に延び，上

部地殻と下部地殻の境界をなすデタッチメン

トに達すると想定されている．海域音波探査

データを海域～陸域の接合地域のテクトニク

ス解析に適用した事例はいまだ極めて少な

く，その意味からも日本地質学会論文賞に値

する．
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日本列島の火山でマグマ供給系の復元を試

みた研究は，これまで第四紀火山について多

く行われてきたが，中新世の高度に変質した

火山で成功した事例は少ない．大峠火山岩体

最末期の岩脈のマグマ過程に関しては，すで

に国際誌にも発表されている．以上，下司君

の優れた地質学的・岩石学的力量を讚え，今

後の研究成果を期待して研究奨励賞を贈る．

受賞者：森山義礼（大阪

樟蔭高等学校）

対 象 論 文 ： T h r e e

dimensional finite strain

analysis in the high-

grade part of the

Sanbagawa Belt using

deformed meta-conglomerate（Moriyama,

Y. and Wallis, S. R.）2002，The Island Arc，

vol.11/2, p.111-121.

三波川変成帯のテクトニックモデルを構築

する際，多くの研究者が延性変形の歪み形態

は一軸伸長であるとしてきた．この一軸伸長

変形の根拠は，放散中化石を用いた低変成部

での歪み解析である．しかし高変成部では，

化石の認識が困難なために，同様の歪み解析

ができなかった．

本論文で森山義礼君は，三波川帯高変成部

から初めて礫岩を報告し，この礫岩を用いた

三次元歪み解析を行った．その結果，高変成

部の歪み形態は一軸短縮に近いことが判明

し，一軸伸長を説明するために構築されたテ

クトニックモデルを再検討する必要がでてき

た．また，多くの歪み解析法では，誤差の評

価が難しいが，この論文ではχ2検定を用い

た定量的な誤差評価が行われている．このよ

うに，森山君の論文は，三波川テクトニクス

を見直すきっかけとなる点で重要であり，手

法的にも新たな局面を開いた点で優れてい

る．さらに，礫に伴う粗粒ジルコンの発見に

よって，高変成部で初めてフィッショントラ

ック年代測定が可能となったことも本論文の

付加的な意義であり，その成果はJournal of

Metamorphic Geology誌に発表されている．

以上，森山君の積極的な研究姿勢を讚え，今

後の研究成果を期待して研究奨励賞を贈る．

小藤賞（１件）

受賞論文：佐渡島小佐渡地域から産したペル

ム紀放散虫．2003，地質学雑誌，第109巻，

第８号，489-492ページ．

佐渡島の小佐渡地域に露出する先第三系基

研究奨励賞（３件）

受賞者：栗原敏之（新潟

大学，学振特別研究員）

対象論文：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．2003，

地質学雑誌，第109巻，

第８号，425-441ページ．

栗原敏之君のこの論文は，福井県東部の九

頭竜湖-伊勢川上流地域における飛騨外縁帯

のシルルーデボン系について，層序と地質年

代を丹念に記載した力作である．日本では中

部古生界の分布は少なく，中部古生界が両白

山地の山中に断片的に露出する悪条件の中

で，限られた地質情報を立体的に組み立てて

地域地質や地史の実態解明に迫ったことで，

今後の日本の地域地質研究の一つのモデルに

なりうると期待される．栗原君は，地質図，

地質柱状図，層序対比図，ルートマップ，露頭

及び微化石写真の形で地質情報の表現に力を

注ぎ，適切な地質記載と地史の考察をバラン

スよく組み立てた．とくに，本地域の下部デ

ボン系に浅海相と深海～半深海相が同時異相

として存在することを明らかにし，飛騨外縁

帯の他地域との比較から，堆積盆の分化によ

る影響を指摘し，外縁帯の地質構造発達史に

新たな視点を提起した点は高く評価される．

すでに栗原君は，98年の地質学雑誌（104

巻）にも当地域の放散虫化石層序を著してお

り，着実な研究の進展が本論文に結実したこ

とが大いに評価される．さらに，2003年の地

質学雑誌109巻にも，福地地域の前期デボン

記の放散虫化石層序論文が公表されている．

以上，栗原君の堅実な研究姿勢を讚え，今後

の研究成果を期待して研究奨励賞を贈る．

受賞者：下司信夫（産業

技術総合研究所）

対象論文：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達

過程とそのマグマ供給

系．2003，地質学雑誌，

第109巻，第10号，580-594ページ．

この論文で下司信夫君は，中新世に活動し

た設楽火山岩体の一部である大峠火山岩体の

形成過程を明らかにし，マグマの地下浅所へ

の貫入と分化，地表への上昇過程を論じ，マ

グマ供給系の復元に成功した．大峠岩体の形

成過程を，主に野外の詳細な地質調査と産状

観察にもとづいて説明し，コールドロン形成

時の大峠火砕岩類についで釜沢自破砕貫入岩

体群や鴨山川トラカイト岩脈などの岩体が順

次形成されたマグマ活動史を議論した．また，

従来，釜沢自破砕貫入岩体群は大峠火砕岩類

のブロックとみなされていたが，ペペライト

を伴うことから含水堆積物中に貫入したもの

であることを明らかにした．緻密な露頭観察

にもとづく下司君の議論には迫力があり，オ

リジナリティが高い．

盤岩は，これまで石炭紀～ペルム紀のコケム

シ化石を含む石灰岩と周囲の泥岩からジュラ

紀古世の放散虫が報告され，足尾帯に続くジ

ュラ紀付加体であるとされてきた．本論文で

著者らは，同地域の赤泊付近の黒色泥岩中か

ら新たにペルム紀放散虫化石を報告した．こ

のFollicucullus bipartitus-Follicucullus

charveti群集とされる放散虫群は，これまで

西南日本内帯の超丹波帯あるいは黒瀬川帯に

産出が限られていた．今回の放散虫化石の発

見は，単に佐渡地域の基盤にペルム系が存在

することを示すだけではない．この発見によ

って，岐阜県北部まで追跡されていた西南日

本の超丹波帯の東方延長が佐渡島に達するこ

とが明らかになった．また，上越帯の一部に

も同様な群集が認められていることから，今

後の議論としてより広域的な構造対比の重要

性が示唆された．以上のように，この論文は，

日本列島の地体構造を考える重要な手がかり

を与えるものと判断され，小藤賞に値する．

学会表彰（１件）

受賞者：北海道日高町

表彰対象：日高山脈館による地質学の普及と

野外調査活動の支援

北海道日高町は，日高山脈襟裳国定公園の

北麓高原に位置する人口2,100人の小さな町

であり，古くから日高山脈登山や日高変成帯

の地質調査の基地の町の１つである．特に，

日高変成帯の斑れい岩帯に発し，グラニュラ

イト相変成岩を刻み，さらにポロシリオフィ

オライト帯や白亜系付加体を横切る沙流川上

流域は，地質学分野の研究者や学生にとって

はなじみが深く，万国地質学会議（1992，京

都）や「古アジア海の収束と古太平洋の拡大」

（1994，札幌）の巡検コースになってきた．

日高町は，地元の貴重な岩石や鉱物，地質

環境の多様性，氷期に関係した動物群・植物

群を多くの人に実体験してもらい，地域の活

性化に寄与する施設として，1999年に『日高

山脈館』を設立した．ここでは，日高山脈の

自然の成り立ちについて，その地質や岩石鉱

物，産出化石，ここに生息する動植物などが，

パネルや標本展示，映像やコンピュータシス

テムなどで多面的にわかりやすく解説されて

いる．また，『体験しながら楽しく学び，自

然と共生していく“目”や“体”を養おう』

をキャッチフレーズに，町民・道民を主な対

象とした「日高山脈ネイチャーセミナー」や

講演会，特別展が企画・開催されている．そ

日本地質学会News ７（11）10

鈴木寿志
（地質調査グループ
GEO・TEC）

桑原希世子
（大阪市立大学，研
究生）

代表して学会表彰を受ける日高山脈館の小野

昌子学芸員
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で活躍する地質研究者・技術者を多数育成し

た．本会ならびに地質学界に対する氏の貢献

は著しく，ここに名誉会員として推薦する．

坂野昇平　会員（京都大

学名誉教授，1933年生

まれ，71歳）

坂野昇平会員は，岩石

学や地質学などの分野で

重要な論文を多数発表し

てきた．特に高圧変成岩

類に関する研究は常に最先端の理論と技法に

基づいて展開され，世界の学界に大きな影響

を及ぼしてきた．例えば，岩石の形成条件の定

量化のために，世界に先駆けて鉱物の熱力学

的モデルに基づいた地質圧力温度計を提案し

た．また電子線プローブマイクロ分析機をい

ち早く導入して，造岩鉱物の不均質性を明ら

かにするとともに，定量的記載を進めた．そ

の結果，特に三波川変成帯の研究が大きく進

展し，同変成帯が沈み込み帯で形成された広

域変成帯の世界標準の１つになった．研究対

象は国内にとどまらず，世界各地の変成帯へ

と広げられたが，中でも中国における超高圧

変成岩の研究では先導的な役割を果たした．

同会員の研究に対する情熱は退官後も衰え

ず，現在なお国内・国際学会で活躍している．

教育面においては，坂野会員は東京大学理

学部助手（1960～1968年），金沢大学理学部

助教授（1968～1980年），京都大学理学部教

授（1980～1996年）として，また20以上の大

学で非常勤講師として教鞭をとり，多数の後

進を輩出してきた．特に自ら率先して“自由

かつ厳密に研究すること”の範を示した．そ

の精神はThe Island Arc誌の Associate

editorなどとしても発揮された．

坂野昇平会員は日本地質学会評議員，日本

岩石鉱物鉱床学会会長，アメリカ鉱物学会フ

ェローなどを歴任し，学界の発展にも大きな

貢献をしてきた．これらの業績により，坂野

会員は1983年に日本地質学会賞，2000年に日

本岩石鉱物鉱床学会渡邉萬次郎賞を授与さ

れ，また1991年にはイギリス鉱物学会終身フ

ェローに推薦された．

以上のような坂野会員の世界的な研究業績

と学界に対する長年の多大な貢献に鑑み，同

会員を本会の名誉会員に推薦する．

久城育夫　会員（東京大

学名誉教授，1934年生

まれ，70才）

久城育夫会員は1957年

に東京大学理学部地質学

教室を卒業し，同大学院

理学系研究科修士課程を

経て1962年には同博士課程を修了した．博士

論文は山形県温海のドレライト岩床の結晶分

化作用についての研究であった．1962年から

65年までカーネギー研究所にポスト・ドクト

ラル・フェローとして在籍し，単純なかんら

ん岩－玄武岩系の融解，結晶作用，相変化に

の広報のために，ホームページ（http://

www.town.hidaka.hokkaido.jp/hmc/）も開

設されている．日高山脈館には，岩石カッタ

ーや研磨機などの設置された実験室があり，

研究者・学生に広く公開されている．また，

山麓に野外調査や地質巡検の簡易宿舎「千栄

の家」があり，全国組織の「日高山脈館地質

くらぶ」と連携して野外調査の支援にあたっ

ている．すでに，千葉大・新潟大・北海道大

など多くの大学・研究機関のメンバ－が，野

外活動の拠点としてこれらを利用している．

このように，日高町による「日高山脈館の

運営および調査活動の支援」は地質学の普及

および発展に大きく貢献しており，ここに，

日本地質学会として表彰するものである．

2004年度
名誉会員推薦理由

木村敏雄　会員（東京大

学名誉教授，1922年生

まれ，82歳）

木村氏は1922（大正11）

年生まれ，1941年に本会

に入会して以来60余年の

長きにわたり地質学界の

ために貢献している．1943年に東京大学理学

部を卒業，同大学院に入学後，1947年同大学

理学部助手，1950年名古屋大学理学部助教授

へ転任，1957年東京大学教養学部助教授へ転

任，1962年東京大学理学部教授，1982年定年

退官・東京大学名誉教授．氏は，様々な地質

イベントが同時多発したと観念的に捉えられ

がちだった“造山運動”の諸事象を解析し，

その実体を合理的に説明しようと試みた．氏

は，日本列島各地を調査して得た野外観察事

実を大きな時空スケールの中で総合的かつ論

理的に再構成して，日本列島が，今日と同様

に進行する火成・変成・変形作用の影響を受

けながら，ゆっくりと変遷・進化してきたこ

とを実証した．複雑に絡み合った現象を，一

つ一つ合理的に解き明かしていく氏の研究姿

勢は，意識する，しないに関わらず，今日の

多くの研究者に受け継がれている．氏はまた，

層序・古生物学に加え，構造地質学のデータ

や手法を地史解明に積極的に取り入れた．そ

して，日本列島各地の複雑な地質構造を解明

しつつ，赤石裂線，中央構造線といった大断

層の発達史や，日本列島を支配する低角地質

構造の存在を明らかにした．さらに，日本列

島の過去の構造区の時空配置や斜交関係か

ら，プレート沈み込みシステムの転換や地質

体の湾曲・回転プロセスを解明した．これら

は，今日のテクトニクス研究に先鞭をつけた

業績である．氏の研究精神はいまだに衰えを

見せず，上記の研究成果を多数の出版物とし

て公表し続けている．氏は，国際学界では国

際地質学連合の委員，IGCP国内委員会の委

員長をつとめ，国内では学術会議の古生物研

究連絡委員会委員，地質学研究連絡委員会委

員などをつとめた．また，教育面では産官学

関する高圧実験を行い，マグマ成因論に画期

的な成果をもたらした．1965年東京大学講師，

1970年同助教授を経て1974年には同教授とな

り，数回のカーネギー研究所滞在を挟みなが

ら1995年の停年退官まで，実験岩石学，マグ

マ成因論，月の石の岩石学，太陽系惑星物質

成因論などで次々に世界的業績を挙げる一

方，多くの学生を研究者に育て上げ，岩石学

の優れた教科書を著して地球科学のレベル向

上に貢献した．その後も岡山大学地球内部研

究センター長（1995-1999），固体地球統合フ

ロンティア研究システム長（2000-）として

日本の最先端の地球科学研究を指導した．

久城会員は，アメリカ地球物理学会フェロ

ー（1976），米国科学アカデミー外国人会員

（1983），日本学士院会員（1993），ヨーロッ

パ地学会名誉フェロー（1997），地球化学会

地球化学フェロー（1997），ロンドン地質学

会名誉フェロー（1997）などの名誉あるフェ

ローに列せられ，日本学士院賞（1982），日

本地質学会賞（1988），アーサーホームズメ

ダル（ヨーロッパ地学会）（1999），ロベリン

グメダル（アメリカ鉱物学会）（1999），ハリ

ー・ヘスメダル（アメリカ地球物理学会）

（1999），ゴールドシュミット賞（地球化学会）

（2001），ヴォラストンメダル（ロンドン地質

学会）（2003）などの栄えある賞を受けた．

以上のような久城育夫会員の岩石学分野に

おける世界的な業績及び長年にわたる地質

学・地球科学全体への多大な貢献に鑑み，同

氏を本会の名誉会員として推薦する．

2004年度
50年会員顕彰者（23名）

青木　斌・石井良治・宇留野勝敏・太田正

道・岡田博有・小川　誠・奥田亮二・片平忠

實・金子史郎・上條　静・熊谷　忍・後藤博

弥・坂巻幸雄・塩原鉄郎・白井健裕・鈴木養

身・武井 朔・竹内貞子・仲井　豊・堀井

篤・松山　力・邑本順亮・籾倉克幹

名誉会員の証を授与される木村敏雄会員（写

真上），50年会員顕彰を受ける宇留野勝敏会

員ほか（写真下）．



普及行事他

地域社会への研究成果の還元・普及の事業

としては，19日の市民向け講演会「天災は忘

れたころにやってくるか？－憂いのないよう

備えよう」の開催と，恒例となり８回を数え

る，地質情報展2004「ちば―海から生まれた

大地―」が，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と日本地質学会の主

催，千葉県，千葉県教育委員会，千葉市教育

委員会，（社）関東地質調査業協会，千葉大

学理学部の後援のもと，年会と並行して３日

間にわたり県立中央博物館で開催された．

また，普及教育部会学校教育委員会は19日

に「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」を開催

し，県内外から13校30件の出展があった．発

表会場はポスター会場で，研究者と肩を並べ

ての展示であった．参加者には会長より，記

念品と参加証が贈られた（記事別掲）．また，

同委員会の主催による，小中高教員を対象に

した，「第３回理科教員対象見学旅行」（市宿

の大規模斜交層理，黒滝不整合，上総層群そ

の他の観察）が，千葉県地学教育研究会との

共催で９月12日に行われ，32名の参加者があ

った．

【なお，本年会に対し，下記の方々および団

体から寄付等のご協力をいただいた．記して

御礼申し上げる．】

アジア航測株式会社，（有）オーレック，神

奈川県立生命の星・地球博物館，川崎地質株

式会社，関東天然瓦斯株式会社，クローバテ

ック株式会社，（独）国立科学博物館，（独）

産業総合研究所地質調査総合センター，

JAMSTEC/CDEX, J-DESC/IODP 部会，石

油資源開発株式会社，（独）石油天然ガス・

金属鉱物資源機構，太平洋セメント株式会社，

大和探査技術株式会社，（株）地球科学総合

研究所，帝国石油株式会社，（財）電力中央

研究所地球工学研究所，東京大学地震研究所，

東北大学総合学術博物館，栃木県立博物館，

日本技術開発株式会社，日高町立日高山脈館，

フォッサマグナミュージアム，福井県立恐竜

博物館，文化財調査コンサルタント株式会社，

（株）便利屋きぃすとん

日　程

年会の日程概要は，総会，普及行事等も含

めて次のとおりであった．

９月17日（金）
・夜間小集会１件（18：00―20：00；総合校

舎H号館）

IYPE協賛-日本におけるgeopark

2004年９月18日から９月20日まで，千葉市

の千葉大学総合校舎において第111年総会及

び年会を千葉大会として開催した．年会の参

加者は，1048名［内会員942名，非会員106名

（招待者を含む）］であった．総会は９月18日

夕方に行われたが，詳細は「総会記事」とし

て別掲する．

以下は，年会及び関連行事に関する記事で

ある．今大会も昨年同様，発表関係以外の年

会参加申し込み及び費用の取り扱い，会場の

設営・管理や機器設置，学生アルバイト等の

募集・雇用など，準備段階をふくめて千葉大

学生協に依頼し，準備委員会および本部事務

局の負担軽減のため強力なサポートをしてい

ただいた．また，全体の運営に関しては，準

備段階より関東支部，千葉県立中央博物館，

その他近隣の大学，研究機関等から多大なご

協力とご支援をいただいた．さらに，展示コ

ーナー，展示ブースを利用いただくなど，多

くの企業や機関にご協力をいただいた．大過

なく無事全ての行事を終えることができたこ

とについて，誌面を借りて関係のすべての

方々に謝意を表する．

概　要

今大会では，３日間の午前中は合計6本の

シンポジウムをおこない，発表は合わせて43

件，午後は一般発表の口頭発表がおこなわれ

た．体育館を会場としてポスターセッション，

恒例の 書籍，機器等の展示・販売，企業や

団体の展示コーナー（31件），展示ブース

（７件）が設けられた．また，今回はとくに

社会的に影響の大きいと思われる新事実につ

いて報告する「緊急展示コーナー」を３日間

通して設置した．緊急展示には，4.13福井

県・新潟県中越地域の集中豪雨や9.1浅間山

の噴火など８件の報告があった．今年の一般

発表は，32セッションに対して口頭発表264

件，ポスター発表298件の申し込みがあった．

なお，次の講演は発表中止となった．

O-80，O-110，P-19，P-260

ポスター発表に対する優秀講演賞の選考

は，各日ごとに熱心な審査が行われ，毎日結

果が発表された後，参加者や発表者の見守る

中で，会長より優秀講演賞の賞状と記念品の

授与が行われた．今回の受賞は合計14件であ

った（詳細は後記参照）．

初日の総会は，配布資料が不足するほど多

くの会員が出席し，終了後は，生協食堂にお

いて懇親会が盛大に催された．

見学旅行は，普及的なものを含め13コース

が企画され，２コースは中止となったが，他

は天候にも恵まれ，実行された．

９月18日（土）
・総会（16：10―18：10；総合校舎Ｂ号館）

・特別講演（15：40―16：10；総合校舎Ｂ号

館）

「統合国際掘削計画と我が国の地質学」

（会長　平　朝彦）

・懇親会（18：30―20：00；千葉大学生協第

一食堂）

・シンポジウム２件（９：00―11：15；総合

校舎Ｃ号館）

「大陸棚画定調査と地球科学の役割」

「地学の普及と地学教育－地学教育は何を

めざすか－」

・一般発表：ポスター（９：00―17：00，コ

アタイム12：00―13：00；ポスター会場）

・一般発表：口頭（13：00―15：30；総合校

舎Ｂ，Ｃ，Ｆ号館）

・企業等団体展示（９：00―17：00；ポスタ

ー会場）

・地質情報展「2004ちば―海から生まれた大

地―」（９：30―16：30；千葉県立中央博

物館）

９月19日（日）
・シンポジウム２件（９：00―12：00；総合

校舎Ｃ号館）

「関東大地震のネオサイエンス」

「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-」

・一般発表：ポスター（９：00―17：00，コ

アタイム12：00―13：00；ポスター会場）

・一般発表：口頭（14：00―17：00；総合校

舎Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｇ号館）

・企業等団体展示（９：00―17：00；ポスタ

ー会場）

・地質情報展「2004ちば―海から生まれた大

地―」（９：30―16：30；千葉県立中央博

物館）

・市民向け講演会（13：00―16：00；千葉県

立中央博物館）

「天災は忘れた頃にやって来るか―憂いの

いないよう備えよう」

１）大地震は繰り返す―大地震の発生予測

と地震・津波防災（津村建四朗：日本気

象協会参与）

２）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（藤井

敏嗣：東京大学地震研究所）

３）房総半島の地震と地磁気の変動（伊勢

崎修弘：千葉大学）

４）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（中山

俊雄：東京都土木技術研究所）

・夜間小集会10件（18：00―20：00；総合校

舎Ｂ，Ｃ，Ｆ，G，H号館）

考古学への地質学の貢献，地球掘削科学の

現状と今後の展望，地質学史懇話会，地質

学会若手，環境地質部会・研究委員会，有
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K班：房総半島の地質環境（9/21-22）

L班：堆積実験-筑波大学陸域環境センター

（9/19）教員および一般向け

M班：文化財と地質学―天然記念物木下化

石層化石観察ウォーク：印西市教育委員会・

千葉県教育委員会後援（9/19）小中高生，一

般向け

優秀講演賞

昨年に引き続き，千葉大会においてもポス

ター発表の審査が行われ，３日間を通じて全

14件に優秀講演賞を授与した．

審査員は，行事委員会（専門部会の代表）

から５名，千葉大会実行委員会から１名，各

賞選考委員会から２名の計８名が日替わりで

担当した．１日ごとに全てのポスターを審査

し，各賞選考委員長を加えた９名で審査会議

を開き受賞者を決定した．

ポスター発表の審査は，地質学会News

Vol. 7, No. 5（7p）の“優秀講演賞について”

でお知らせしたように，発表様式として“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”，発表内容につ

いては“妥当性はあるか”“オリジナリティ

があるか”という審査基準項目で行われた．

優秀講演賞を受賞したポスターは，共通して

“発表目的と結論がわかりやすく明示されて

いる”，“内容構成が良くできていて説明の流

れがわかりやすい”，“関連分野のなかで新た

な到達点が主張されている”という点で特に

高い評価を受けた．これらの点は，今後ポス

ター発表をされる方にぜひ参考にしていただ

きたいところである．

＜今回の審査員＞

９月18日：石川正弘，斎藤　眞，上野将司，

斎木健一，徐　垣（以上行事委），津久井雅

志（千葉），大友幸子，榊原正幸（以上各賞

委）

９月19日：阿部国広，嵯峨山　積，角替敏昭，

大久保　進，坂本正徳（以上行事委），亀尾

浩司（千葉），宮下純夫，竹内　章（以上各

賞委）

９月20日：西村　昭，徐　垣，岡田　誠，田

村嘉之，七山　太（以上行事委），金川久一

（千葉），中井睦美，井内美郎（以上各賞委）

＜受賞講演：ポスター発表＞

発表番号・演題・発表者の順に記載，別途掲

載の写真とあわせてご覧ください（本誌巻頭

ページ参照）．

９月18日選考：４件

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-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-144 「熊野泥火山群の形成プロセス」森

孔虫分類に関する研究会，ジュラ系，東ア

ジア後期新生代哺乳類，南極地質，博物館

と学校教育

・専門部会等ランチョン８件（12：00―13：

00；総合校舎Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｇ号館）

第四紀，構造地質，Island Arc編集委員会，

CCOP実行委員会，女性地球科学者，古生

物，海洋，岩石

・企業等団体展示（９：00―17：00；ポスタ

ー会場）

・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（９：00

―17：00，コアタイム12：00―13：00；ポ

スター会場）

・地質情報展「2004ちば―海から生まれた大

地―」（９：30―16：30；千葉県立中央博

物館）

９月20日（月）
・シンポジウム２件（９：00―12：00；総合

校舎Ｃ号館）

「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」

「地質災害―我々はどう取り組んでいるか

―」（応用地質学会協賛）

・一般発表：ポスター（９：00―17：00，コ

アタイム12：00―13：00；ポスター会場）

・一般発表：口頭（14：00―17：00；総合校

舎Ｂ，Ｃ，Ｆ，Ｇ号館）

・専門部会等ランチョン4件（12：00―13：

00；総合校舎Ｂ，Ｃ，Ｆ号館）

AOGS参加報告，地域地質・層序合同，堆

積，火山

・夜間小集会３件（18：00―20：00；総合校

舎Ｃ号館）

地震発生帯，堆積幹事会，地層の長期安定

性

・企業等団体展示（９：00―17：00；ポスタ

ー会場）

・地質情報展「2004ちば―海から生まれた大

地―」（9：30―16：30；千葉県立中央博物

館）

見学旅行

Ａ班：石油天然ガス・金属鉱物資源機構技

術センターならびに石油資源開（株）発技術

研究所見学（9/17・21）

Ｂ班：関東山地の三波川変成帯（9/21-22）

Ｃ班：関東山地の秩父帯四万十帯付加帯ト

ラバース（9/21-23）

Ｄ班：浪江周辺の畑川破砕帯（9/21-22）

Ｅ班：丹沢山地に露出した伊豆弧地殻断面

（9/21）

Ｆ班：八丈東山・西山火山（中止）

Ｇ班：多摩川流域の上総総群の古環境（中

止）

Ｈ班：房総半島南端の鮮新統トラフ充填堆

積物とゼオライト脈（9/21）

Ｉ班：房総半島上総総群の堆積作用とシー

ケンス（9/21）

Ｊ班：嶺岡山地の地すべりと火成岩類

（9/21-22）

田澄人・芦寿一郎・青池　寛・澤田拓也・倉

本真一

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

９月19日選考：３件

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-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-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

９月19日選考：７件

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-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-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

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-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-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-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

（各賞選考委員会委員長　新井田清信）

懇親会

総会直後でややあわただしかったが，９月

18日18時30分から，千葉大学生協第１食堂を

会場として，約200名の参加者による懇親会

が始まった．最初に大原　隆年会準備委員長

より歓迎の挨拶があり，続いて新旧両会長に

よる年会準備委員会への感謝の意を含めた挨

拶があった．さらに，来賓として千葉大学理

学部長の金子克己氏より歓迎の挨拶があり，
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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」

９月19日午後　国の調査委員会，大学，地

方自治体から4名のパネラーを招いて，標記

の講演会を千葉県立中央博物館講堂にて開催

した．講演者と演題は

１．津村建四朗（気象庁参与）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（東京大学）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（千葉大学）房総半島の地震

と地磁気の変動

４．中山俊雄（東京都土木研究所）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

であった．

津村氏は，国の地震調査委員会で進められ

ている，全国の活断層の活動予測の評価作業

の概要や，活動度評価を確率で表現する意味，

また間もなく全国的に確率論的予測地図（あ

る地域が今後30年以内に震度6弱以上の揺れ

に見舞われる確率を示した図）が完成される

ことなどを解説された．

藤井氏は，首都圏のすぐ西にあって注目さ

れている富士山の過去の活動を，類似した噴

火の例のビデオ画像もまじえて解説し，将来

噴火した場合起こりうるシナリオや予想され

る被害などを示された．また，観測機器を密

に展開していることから全く不意打ちに噴火

に見舞われることはないだろうという現状を

説明された．

伊勢崎氏は，地磁気を用いた地震予測の方

法と，その現状について，また千葉周辺に展

開されている地殻変動観測網でとらえられた

三宅島噴火にともなう変動，特異な地震にと

もなう変動について紹介された．

中山氏は，自治体の視点から被害想定の見

積もりの方法論や，首都圏の地下構造をもと

にした地震動のシミュレーション結果と過去

の大地震の際の推定震度の一致，防災・減災

のために自助，共助，公助の考え方をもって

対策を進める重要性について紹介された．

講堂入口には，最近行われた諸機関首都圏

の地下構造探査の成果を提供していただき，

立体的にまとめた地下構造中学生から70才を

超える方まで100余名が参加され，予定の時

間を過ぎたにもかかわらず熱心に聴講され，

質議応答があった．開催地の千葉県の南部は

1923年の関東地震により大きな災害を受けた

経験がある．現在，東京湾岸地域は大規模工

場が近接して多数立地する一方，その背後は

都内への通勤者のベッドタウンともなってお

り防災上の弱点を抱えているともいえる．参

加者もその点に関心をもたれ，首都圏を襲う

強い地震に見舞われた時の京葉工業地帯の揺

れの予測や，強い震動にどこまで耐えられる

その後，名誉会員で千葉県在住の市川浩一郎

会員による乾杯の発声とともに宴会が始まっ

た．いくつかのテーブルに美しく並べられた

数々の和洋料理のほかに，会場の一角に設け

られた屋台では握り寿司が出され，好評であ

った．しばらくの歓談後，もう一人の来賓と

して千葉大学大学院自然科学研究科長の島倉

信氏から挨拶があり，次いで各賞受賞者（学

会賞：加々美寛雄，鈴木和博，論文賞：高野

修，岡村行信，奨励賞：栗原敏之，下司信之，

森山義礼，小藤賞：鈴木寿志）による挨拶が

あった．また，北海道日高町への表彰の紹介

があり，日高山脈館の小野昌子会員による挨

拶があった．引き続いて，新名誉会員および

50年会員として顕彰された方々の紹介があ

り，出席されていた50年会員の宇留野勝敏名

誉会員による挨拶があった．宴たけなわの中，

次回年会開催予定の京都大学の増田富士雄，

小畑正明，平島崇男，成瀬　元の４会員より

来年度に向けての力強い抱負と挨拶があっ

た．最後に，加藤碵一副会長による閉会の辞

で，20時頃に宴会は終了した．

前回の静岡大会に続き，今回の年会も，開

催準備から運営に至るまで大学生協の全面的

な協力があり，懇親会のメニューや設定でも

様々な工夫がこらされていた．予想外という

感想もあったが，千葉の地酒も好評であった．

しかし，なんと言ってもハイライトは房総沖

でとられたツチ鯨の料理で，年配者にはおお

いに懐かしく，若者には驚くほどやわらかく

美味なものと大好評であった．せっかく国立

極地研究所から貴重な南極氷が寄贈されたに

もかかわらず，ウィスキーが用意されなかっ

たという不手際もあったが，約200名の参加

者にはおおむねご満足いただけたかと思われ

る．

（準備委員会懇親会担当　廣井美邦）

かといった質問が寄せられた．

４題の講演で紹介された最近の研究・調査

の成果から，将来起こりうる地震や，火山噴

火の切迫度，シナリオなどが詳しく検討され

ていることがわかった．このような知識や情

報を一般の市民が身近なものとして捉えて適

切に防災に活かせるように伝えられるか，啓

発や広報のために知恵と工夫が必要だと感じ

た．

浅間山の噴火活動や，９月５日夜に紀伊半

島南東沖で相次いだ地震の対応に忙しい中，

講演してくださった皆様，県立中央博物館職

員の皆様の多大の協力を得て，中身の濃い講

演会を盛会の内に終了することができまし

た．心より感謝し，御礼申し上げます．

（津久井雅志）

シンポジウム

１．大陸棚画定調査と地球
科学の役割

世話人：加藤幸広・西村　昭
大会初日９月18日の９時から，シンポジウ

ム「大陸棚画定調査と地球科学の役割」が開

催された．このシンポジウムは，国連海洋法

条約の規定に基づいて日本の大陸棚の外側境

界を延ばすために，現在海洋関係の調査機関

が連携して取り組んでいる大陸棚画定調査に

ついて，その調査の目的や大陸棚画定に関連

して地球科学の果たす役割，これまでの関連

する調査で明らかになってきた成果，また，

今後期待される成果などについての紹介と議

論を行うことを目的とした．このシンポジウ

ムには，地質学会会員および会員外の方を含

め，約100名が参加した．

シンポジウムは，政府における大陸棚画定

調査の推進体制および大陸棚画定調査プロジ

ェクトの内容を紹介する前半と，大陸棚画定

調査が対象とする日本南方海域において，現

在行われている地球科学研究についての紹介

を行う後半の２部構成とし，現在大陸棚画定

調査に参加している研究者から講演を行っ

た．

最初に，シンポジウムのコンビナーの一人

である産業技術総合研究所の西村から，シン

ポジウムの趣旨説明が行われ，特に，このシ

ンポジウムが今後，大陸棚画定のための調査

や検討の進展に伴い進めていくべき日本周辺
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であり，調査の計画，研究の展望などの講演

が多かった．今後，大陸棚画定に向けた調査

の進展に伴い，今までは海域では存在しなか

った多量の，精度の高いデータが蓄積される

こととなる．今後これらのデータを用いて大

陸棚画定に向けた準備作業が進められること

となるが，一方，大陸棚画定調査プロジェク

トからのインパクトのある研究が生まれるこ

とも大いに期待される．地質学会においても，

このプロジェクトから発信される調査・研究

を含む日本周辺海域の地球科学についてさら

なる議論がなされるよう希望する．

２．地学の普及と地学教
育－地学教育は何をめざ
すか－

世話人：高橋　修・鈴木邦夫
大会開催のトップを切って，９月18日表記

シンポジウムが開催された．会場にはおよそ

50名の参加者があった．日本地質学会会員の

内での小・中・高等学校教員の比率は以外に

少なく，特に小学校・中学校教員の会員が少

ない．果たしてこれで教育関連のシンポジウ

ムを開催できるか，参加者は集まるのか，不

安は大きかったが，幸いにも，日本地質学会

学校教育委員会および千葉県地学教育研究会

の全面的なバックアップと，多くの大学・企

業等の関係者を含めた参加者により，本シン

ポジウムを無事に開催することができた．こ

こに厚く御礼申し上げる．

本シンポジウムでは，以下５名の提案者の

発表に基づいて活発な意見交換が行われた．

阿部氏は，小学校では「理科」の時間数の減

少にともない，その内容を厳選・削減したた

めに，発達段階（学年）をおってスパイラル

様に構成されてきた教科の内容が寸断・断片

的になったことを指摘した．特に理科の廃止

による自然体験の不足から，低学年において

「理科」を系統的に学んだり理解したりする

機会が失われ，自然を総合的に考える力の育

成に影響を及ぼすのではないかと論じ，一般

市民の素養としての地学教育の重要性と，児

童の認識の発達段階を踏まえた，教科領域内

の整合性と順序性とを考慮した内容に小学校

理科を変えていくべきだと論じた．鈴木氏は，

中学校での実践を例に，中学校理科において

は地殻変動の概念形成こそ重要であると論じ

た．そして，テキストを用いることにより

「誰でもができる地学教育」を提案し，スト

ーリー性をもった系統的な論理展開をなすカ

リキュラム作成に取りかかるべきことを主張

した．山本氏は，千葉県の高等学校現職理科

教員の立場から，高等学校における地学教育

の現状と実践を報告し，これからの地学教育

のあり方について論じた．特に，高等学校理

科に新たに導入された理科総合A・理科総合

B・情報Aでは，学習と生活とがかけ離れた

ものにならないように配慮することが重要で

あると主張した．松居氏は，宇都宮大学教育

学部の学生を対象にした調査の結果に基づい

海域の地球科学に関する議論への参加の出発

点になるような機会になるようにとの期待が

述べられた．

次に，内閣に設置された関係省庁連絡会議

の下，外務省，文部科学省，経済産業省，国

土交通省等が連携して，国連への申請期限で

ある2009年５月に間に合うよう大陸棚画定調

査（精密海底地形調査，地殻構造探査，基盤

岩採取）に取り組んでいることを，内閣官房

の加藤が紹介した．海域における調査の個々

の調査項目については，それを担当する調査

実施機関である海上保安庁の森下・吉田・加

藤氏（加藤講演），独立行政法人海洋研究開

発機構金田氏，石油天然ガス・金属鉱物資源

機構の塩川氏より，調査手法，調査対象海域，

調査成果の概要について報告があった．これ

らの調査は，従前から海洋調査で実施されて

きたものではあるが，調査が大規模かつ組織

的になされる点で，いままで経験のないもの

となっている．

後半は，大陸棚調査関連の研究の現状，今

後の大陸棚画定調査により多量に生産される

データを用い進展することが期待される研

究，および大陸棚画定調査に対する期待につ

いての講演が行われた．

最初に，海上保安庁が20年にわたり，大陸

棚調査として蓄積してきた海底地形，地磁気，

重力等の広域地球物理マッピングによるデー

タから判明したフィリピン海プレートのテク

トニクスについて，海上保安庁の小原氏から

報告なされた．

地殻構造探査からのデータを用いた研究発

表としては，屈折法地震波探査によるものと

して，海洋島弧である伊豆・小笠原・マリア

ナ弧の地殻構造についての講演が，海洋研究

開発機構の高橋氏から，また，南鳥島南方の

太平洋プレート上の大きな海山である拓洋第

５海山の地殻構造についての講演が海上保安

庁の金田氏からあり，今後，大陸棚画定調査

によって多量に生産される地殻構造のデータ

と大陸棚画定調査が行われる海域における地

殻構造探査・研究の現状が報告された．また，

石油公団・金属鉱業事業団（当時）の実施し

た反射法地震波探査データを用いた小笠原海

台と伊豆・小笠原弧の「衝突」域の浅部の構

造について東京大学海洋研究所の三浦氏から

講演があった．

大陸棚画定調査を実施する海域において

は，海底表面にはマンガン団塊やコバルトリ

ッチマンガンクラスなどが確認されており，

今までの調査の結果から，日本南方海域の金

属資源分布について産業技術総合研究所の飯

笹氏から講演があった．

最後に，産業技術総合研究所の石塚氏から，

BMS（海底ボーリング装置）により採取し

た基盤岩（火山岩）を使用し，大陸棚画定調

査対象海域における島弧－背弧系の形成発達

史等を明らかにすることについての展望が報

告された．

今回のシンポジウムでは，大陸棚画定調査

プロジェクトが今年度から本格化したばかり

て，教育学部の学生の理科の知識・学習意識

が低下していることを示し，義務教育段階お

よび高等学校での理科の内容について，それ

らが十分に理解されていないまま大学に進学

してきたのではないかと問題提起した．そし

て，教員養成系大学での理科の再教育の必要

性について論じた．滝本氏は，茨城県立自然

博物館の実践を基に，これからの博物館の方

向性や，学校との連携のあり方について論じ

た．学校科目での地学と異なり，博物館では，

一般に地学は人気があるというのが氏の印象

であることも報告された．

本シンポジウムは，一昨年度から順次全面

改定された教育課程が，小学校・中学校・高

等学校で実施され，折しも，児童生徒の理科

嫌いや理科離れが社会問題として注目されて

いるなか，また，地学教育自体も学校教育の

中で軽視され，次第に活力を失いつつあるの

ではないかという危惧が広がっているなかで

の開催であった．今回議論の中心となったの

は，地学教育では各教育段階において，何を

最低限どのくらい教えなければならないの

か，つまり，市民の素養としての基本的・基

礎的な科学の能力（科学リテラシー）とはな

にかということである．これにより，地学が，

義務教育段階で必要不可欠な，すなわち国民

にとって必要な素養を学ぶ教科であること

や，それを修得させるための具体的な方策は

何かについて，参加者の方々とともに討論し，

地学教育の危機的な状況の打開に向けて，私

たちなりの“基本的な”姿勢を表明できたと

考えている．

ここであえて“基本的な”と表したのは，

参加者の皆が理解しておられるように，あく

までも今回の議論だけでは，とても地学教育

の明日を議論し尽くせたとは考えてはいない

からである．日本地質学会のなかでも，やっ

と地学教育・理科教育の内容やその重要性に

ついて考えていこうという流れができたばか

りで，個人やあるいは学校教育委員会内でも，

その検討が十分なされていないことが多い．

この問題は簡単に解決できる問題ではなく，

学校教育の場に「地学」が定着し，日本地質

学会として，それぞれの教育段階で必要な地

学領域の内容を提起できるよう，これからも

学会を挙げて粘り強く取り組むべき課題の一

つであると考えている．
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がある．非弾性変形する領域として，地震発

生域より深部（地震学的下部地殻：以下単に

下部地殻）が第一候補として挙げられた．

内陸地震の応力蓄積過程における下部地殻

の役割の解明に標的をしぼった我々は，地質

学と地球物理学の知見を統合させる必要性を

認め，次の諸研究を実施した．（1）地震断層

の精密な地殻構造探査および地殻変動観測

（長町-利府断層，糸魚川静岡構造線北部），

（2）下部地殻露出域の延性的断層の調査（畑

川破砕帯，日高変成帯南部）および構成物質

の力学／化学挙動の実験的解析，（3）地質

学／地球物理学的情報の統合を目標とした数

値モデリング．シンポジウムではこれらのそ

れぞれの研究成果が発表され，それらの統合

モデルとして，断層深部延長部の下部地殻の

実態と内陸断層への応力蓄積過程についての

仮説が紹介された．

シンポジウムは，９月18日午前９：00より

12：00までの３時間，C11会場で開催された．

早朝からの開催にも関わらず，会場は多くの

来場者で埋められた．始めに，田中・飯尾に

よって，本研究の意義，動機，枠組みが紹介

され，引き続きそれぞれの研究成果が報告さ

れた．重松ほかは，畑川破砕帯に露出する地

震発生帯の構造を調べ，断層沿いに局所的な

１km規模の塑性軟化帯を見いだし，応力不

均質性の発生原因が局所的不均質性である可

能性を指摘した．島田他は，日高変成帯南部

において塑性歪み集中帯は，比較的広範囲に

分布し，その発達の不均質性は岩相，鉱物分

布に依存しており，歪みの進行に伴ってその

特徴が強調され，最終的に地震発生に至るこ

とを述べた．増田ほかは，上記のような天然

での変形様式を実験的に再現し，高温熱水条

件化では，細粒斜長石が負の速度依存性を示

す事を見いだし，地震発生機構の素過程の一

つを提案した．芝崎は，上記の地質学および

変形実験岩石学的な知見を，非線形流動と摩

擦則が競合するモデルとして地震発生機構の

数値モデルに組み込み，流動条件下でも普遍

的に不安定滑りが発生することを示した．ま

た後述の長町-利府断層について，塑性歪み

による短縮変形によって，地震学的下部地殻

最上部に応力集中が起こることを報告した．

鷺谷ほかは，糸魚川静岡構造線北部において，

地球物理学的な総合観測（電気伝導度探

査,GPS 観測，反射法地震探査）の結果を報

告し，断層沿いに，顕著な歪み集中帯（GPS）

が見られること，電磁気学的な低比抵抗帯が

歪み集中帯下側の下部地殻に見られ，地震学

的には，低速度異常帯となっていることから，

地震学的下部地殻の弱いゾーンは水を豊富に

含むこと，その上部が歪み集中帯になる可能

性を指摘した．海野他は，長町―利府断層で

の地震記録の解析から，断層の下部地殻延長

部には，S波反射面が断層の深部延長方向直

下に多数存在すること，それらは20％程度の

間隙が流体で満たされている状態あるいは，

シート状に貫入したマグマであるとすると反

射面の存在理由の説明が可能であることを述

３．関東大地震のネオサイ
エンス

世話人：倉本真一・佐藤比呂志・佐
竹健治
９月20日に行った本シンポジウムは，全８

講演中，半分を会員以外の方に講演をお願い

した．このプログラムの編成に関しては，コ

ンビナー間での議論を基に，関東地震に関す

る最新の研究成果を結集することに力点を置

き，地質，地球物理，防災など多方面からの

切り口にも配慮した．当日は早朝から多くの

会員が集まり，やや終了時間をオーバーして

しまったが，講演後の議論を活発に行った．

シンポジウムでは1923年の関東大地震の破

壊領域における最新の調査・解析結果から，

新たに地震断層のダイナミックなイメージが

描かれるようになってきたことを強烈に印象

づけた．関東地震を引き起こすプレート間の

固着領域のマッピングは，よりフォーカスさ

れたイメージをつかむところまで来ている．

従って我が国が推進しているIODPやICDPな

どの国際的な科学掘削計画との連携により，

関東地震断層を掘り抜き，新たなサイエンス

を行うことが可能となってきていることをア

ピールした．シンポジウム後，講演者間の合

意のもとに，講演者間では発表スライド（シ

ンポジウム後に印刷，簡易製本したもの）を

共有することによって，今後の更なる研究の

推進に役立てることとした．

４．内陸震源域での断層帯
の滑りと流動

世話人：田中秀実
地質学会千葉大会において標記のシンポジ

ウムを開催したので，概要を報告する．本シ

ンポジウムは，内陸震源域における地震発生

機構を理解するための研究枠組みと，その成

果を紹介することを目的として開催された．

シンポジウムで発表された研究は，文部科学

省振興調整費研究プロジェクトとして，1999

年～2003年までの５年間にわたり実施された

ものの成果である．数年前まで，内陸地震の

基本的な発生の仕組みは実は，ほとんど分か

っていなかった．今まで漠然と考えられてい

た，沈み込む海洋プレートに押されて内陸の

プレート内の上部地殻内の活断層に力（応力）

が蓄積され，断層が耐えきれなくなったとき

大地震が発生するシナリオは本来無理のある

仮説である．

よく知られているように，海域プレート境

界地震は，100年内外の繰り返し周期を持ち，

内陸地震のそれは，1000年以上である．もし，

内陸の上部地殻がバネのような挙動を示すな

らば，内陸の断層に蓄積された応力は，プレ

ート境界の大地震発生により解放されてしま

うので，プレート境界地震より繰り返し周期

の長い内陸地震は発生しないことになってし

まう．この非現実性を克服するためには，内

陸のプレート内に非弾性変形を導入する必要

べた．最後に飯尾他は，長町―利府断層につ

いて，得られた地質学的，地球物理学的知見

を全て統合し，断層の深部延長には，20km

オーダの低粘性不均質構造（weak zone）が

存在すると考え，そこから延びる断層の深部

延長は，ある範囲に分布する複数の局在化塑

性変形帯からなっており，プレートの沈み込

みに伴って発生する圧縮応力の一部を，局在

化した塑性変形帯の定常的あるいは間欠的な

非地震性滑りによって，上部地殻最下部に蓄

積しているとすると合理的に説明できること

を述べた．

シンポジウムは，ほぼ予定通りの時間に終

了したが，最後の方は時間が切り詰められ，

総合討論の時間が十分に取れなかったのが残

念だった．限られた時間の中ではあったが，

各講演では少なからず熱心な質疑があり，シ

ンポジウム終了後に数多くの質問や感想が寄

せられた．いずれも概ね好評であったので，

主催者としては胸をなで下ろしている次第で

ある．

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：多田隆治・酒井治孝・鬼頭
昭雄・斎藤文紀

６．地質災害－我々はどう
取り組んでいるか－

日本地質学会主催　日本応用地質学
会協賛
世話人：玉生志郎
日本地質学会第111年学術大会において，

地質災害シンポジウムがはじめて企画され実

施された．今回のシンポジウムは，地質災害

への取り組みで既に多くの実績を残している

日本応用地質学会の協賛を頂くことができ

た．シンポジウムには多数の参加者があり，

活発な討論が行われた．

地質災害とは，地質現象が誘因となって引

き起こされる災害および地質地盤・人工地盤

に係わる災害全般のことである．日本地質学

会は，いままでも地質災害に対して個人はも

とより，組織としても各研究部会や研究委員

会を中心に適宜対応してきている．しかしな

がら，学会全体として地質災害に取り組みこ

とは，学会法人化を目指す中で，学会の社会

貢献という観点から極めて重要な柱となって

いる．

そのため，日本地質学会では学会全体とし

て地質災害に取り組むために，2002年から執

行委員会（現，理事会）の基に地質災害委員

会を設置した．この委員会は，「地質学に関

連する緊急災害の情報収集・連絡を行う」こ

とを目的に設置され，各支部長，支部選出委

員，関連研究部会選出委員の合計22名から構

成されている．いままでに多くの議論や取り

組みを行ってきたので，それらを総括し会員
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が大きい．地質分野の教授が誤った発信を

して苦労するケースがある．

・災害には災害の専門家がいる，その内容を

よく知らない地質の先生の発言が現場の混

乱をまねく場合もあるので，慎重な対応を

望む．

・学会からの調査は，地元からは迷惑がられ

ていることもある．

・混乱する災害現場では，他の学会との連

携・合同の調査が重要である．

・とりあえず，学会としてのヘルメットと腕

章が必要である．

・学会が災害調査をやるには，費用の負担，

誰がやるか，どうやって調査結果を公表す

るか等を明確にする必要がある．

・地方行政機関に災害予報士を設置すること

を考えてはどうか．

・地質学会として戦略をたてることが必要で

ある．緊急調査の場合の政治家・行政屋と

の連絡パイプや学会内での災害調査法の講

習などが必要である．

地質学会地質災害委員会は，以上のコメン

トを踏まえて，今後の活動をより具体化して

いく予定である．

夜間小集会

17日（金）18：00-20：00

I Y P E 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
まずIUGS副会長・深田研理事長の佐藤正

氏から８月にフローレンスで開かれた第32回

国際地質学会議（IGC）での討論をもとに

IYPEに関する国際的な動きについて講演が

あり，次いでIYPE国内実行委員長・GUPI会

長の大矢曉氏からUNESCOのGEOPARK構

想について紹介がありました．最後に文化庁

文化財部記念物課文化財調査官の桂雄三氏か

ら「天然記念物はGeoparkにならないのか」

と題する講演がありました．その後，IGC出

席者によるGeoparkセッションの紹介があっ

たり，地域におけるボランティアガイドのよ

うな草の根活動の重要性が指摘されたりする

など，活発な討論が行われ，わが国でもぜひ

Geoparkを実現したいということで意見が一

致しました．

に広く公表するとともに，今後の取り組むべ

き課題を明確にさせるために，このシンポジ

ウムが企画された．

本シンポジウムでは，１）地質災害への取

り組みに多くの実績をもっている日本応用地

質学会，日本地質学会応用地質部会からの事

例紹介（阪神・淡路大震災と水俣土石流災

害），２）地質学会各支部での取り組み実績

の紹介（災害調査協力委員の登録の事例，岩

手山火山防災などの事例，北海道での地震災

害調査の事例，地域防災計画と地質学会支部

の役割）を２本柱として実施した．具体的な

講演題名は以下の通りである．

１）地質災害に関する論点と今後の計画（地

質災害委員会　玉生志郎）

２）日本応用地質学会での災害調査とその後

の取り組み －阪神・淡路大震災を例とし

て－（日本応用地質学会　三田村宗樹）

３）他学会の取り組み事例（水俣土石流災害）

（応用地質部会　上野将司）

４）災害調査協力委員の登録の事例（西日本

支部　金折　裕司）

５）科学者・防災機関・報道機関・住民によ

る地域の安全を目指す継続的な取り組み

（岩手山火山防災などの事例）（東北支部

越谷　信・土井宣夫）

６）地震による斜面変動の発生と初動調査の

役割：北海道での事例（北海道支部　田近

淳）

７）地域防災計画と地質学会支部の役割（関

東支部　中山　俊雄）

以上の個々の講演に対して，また，最後の

総合討論で，多くの方々から種々のコメント

が寄せられた．それらのうちいくつかの意見

を以下に列記する．

・地質学会が何に取り組むのか考える上で，

地質屋の特徴を活かすことを考える必要が

ある．

・水俣災害のような土石流の発生場の予測は

地質屋でないとできない（言い過ぎと思い

ますが）．

・いまさら，地質学会で調査団を組織する必

要はないのではないか．

・学会は何処に向かって情報発信するのかと

いうと，おそらく行政や住民であろう．

・個々人や他学会で地質学会会員は活躍して

いる．そういった調査研究を支部や本部は

地質学会として集約して地質屋の意地をみ

せなくてはならない．

・緊急災害調査だけではなく，その場で起き

ている，または起きる災害の予測のような

調査も加えるべきである．

・研究よりも実践に役に立つもの，例えば警

戒避難発令に役に立つ災害の予測情報，危

険箇所の指摘などが，地元行政が望むもの

である．

・土木学会や地盤工学会のように地元行政を

巻き込んだシンポを開催したらどうか．

・各支部に災害調査委員会（例えば西日本支

部のような）を設置してはどうか．

・大学教授の発言はマスコミや地域への影響

19日（日）18：00-20：00

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
夜間小集会「考古学への地質学の貢献（4）」

も今年で４回目の開催となりました．例年最

終日に行っていましたが，今年は最終日前日

と余裕を持った日程での開催でした．日程的

に人が集まりやすいと考えたのですが，逆に

多くの集会が重なったために参加者が分散し

（？），17名の参加（世話人，講演者を含む）

に留まりました．

千葉県は全国的にも「貝塚」が多く分布し

ている場所であるということで，今回は千葉

県内で貝塚調査，貝塚での研究を続けられて

いる４名の方に講演をして頂きました．また，

例年”考古屋さん”と”地質屋さん”の双方

に講演をお願いしているのですが，今年は”

考古屋さん”と”生物屋さん”の講演となり

ました．

まず，市原市文化財センターの西野雅人さ

んに，千葉県内の貝塚の概要について講演し

て頂きました．次に東総文化財センターの蜂

屋孝之さんに，有吉北貝塚で認められる特異

な廃棄跡について講演をして頂きました．３

番目に，早稲田大学の樋泉岳二さんに，加曾

利貝塚，中里貝塚での貝殻を用いた研究につ

いて講演をしていただきました．最後に千葉

県立中央博物館の黒住耐二さんに，微少貝を

用いた環境復元について講演をして頂きまし

た．さらに飛び入りで，世話人の一人，松田

順一郎さんが島根県佐田講武貝塚の堆積学的

な検討結果を報告なさったことを付け加えて

おきます．講演して頂いた方々，参加下さっ

た方々に改めて御礼申し上げます．

また，来年は京都での開催が決まっていま

す．世話人の多くが関西在住ですので，京都
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います．今年は，さらなる国内での掘削科学

の認知度を高めるため，特に様々な普及広報

活動に力を入れています．大学の教官や院生，

学部生をターゲットとした大学キャンペーン

活動，それに付随して，近接した博物館・科

学館での一般～子供向け展示説明会，夏休み

には，科学博物館での特設コーナーも設けて

広く掘削科学を知っていただけるような企画

を行いました．アジア初のAOGS国際学会，

WPGM，IGC，そして国内は，合同大会，こ

の地質学会での展示ブースでの普及活動，テ

ーマを絞った夜間小集会を開催いたしまし

た．その中で，今年の地質学会夜間小集会の

特長は，目玉満載の企画であったことです．

IODPでは，Juan de Fucaや，北極海域

ACEX航海が一区切り付き，ICDPでは，雲

仙火道掘削や，台湾掘削などが推進され，

続々とすばらしい成果を挙げています．まさ

に地質学会直前まで北極海や雲仙のフィール

ドにいた研究者が，ホットな話題を提供し，

乗船研究の感動をライブで味わえるという目

玉と，来春竣工する掘削船「ちきゅう」の進

行状況の最新レポート，さらにプロポーザル

が科学諮問機関に認められれば，誰でも乗船

研究者となれる，身近なプロジェクトとなり

つつあるという親密感が，幅広い参加者を呼

んだことと思われます．特筆すべきは，50人

ほどの参加者の中に，高校の女子生徒がいま

した！IODP/ICDPも高校生レベルから認知

されるようになれば，日本の地球科学を支え

る柱も頑強になっていくこと，と関係者一同

喜んでおります．ACEX報告は，北極から九

州への帰り道の主席研究員の高橋孝三先生

が，ホットな話題を提供してくださり，とて

も観衆の興味を惹き，多くの質問が出ました．

ACEX日本人乗船研究者の船上からの日報

が，日本科学未来館のホームページの「最先

端科学の動向」ページに掲載され，話題を呼

んでいます．産総研の宇都氏および地震研の

中田氏による雲仙火道掘削報告は，活火山を

掘る，という熱いチャレンジングな話題とし

て，陸上掘削のハイライトでした，ACEX報

告同様に質問が活発で，時間が経つのも忘れ

る程でした．この小集会に話題提供くださっ

た皆様に，この場をお借りして御礼申し上げ

ます．

J-DESCの活動紹介やIODPおよびICDPの

現状報告など，下記のweb siteにもお立ち寄

り下さい：

日本地球掘削科学コンソーシアム（Japan

Drilling Earth Science Consortium: J-DESC）

http://www.aesto.or.jp/j-desc/index.html

IODP乗船研究者の募集（J-DESC）

h t t p : / / w w w . a e s t o . o r . j p / j -

desc/oshirase_html/researcher_bosyu.html

（徳山英一・浦辺徹郎）

地質学史懇話会
世話人：会田信行・大原　隆
９月19日（日）18：00～20：:00に，表記

の夜間小集会が開催された．地質学史懇話会

ではひさびさにトピックセッションの開催も

検討したいと思います．

（渡辺正巳）

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
日時：９月19日（日）18：00～20：00

会場：千葉大学西千葉キャンパス総合校舎C

号館C11教室

内容：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．

集会次第

１．開催趣旨説明 徳山英一

２．IODPの動勢とIODP部会の活動　巽好

幸

３．IODPの成果報告　Arctic：高橋孝三，

Juan de Fuca：宇都浩三

４．ICDPの現状と陸上掘削部会の活動　宇

都浩三

５．雲仙火道掘削：中田節也，台湾掘削の成

果：徐　垣

６．「ちきゅう」紹介：眞砂英樹

７．総合討論　司会　斎藤実篤

「日本地球掘削科学コンソーシアムの今後

の活動について」

1968年に始まった深海科学掘削は，地球科

学に数多くの発見をもたらし，昨年10月から

は，地球深部探査船「ちきゅう」を中心とし

た３種類の掘削船を用いたIODP（統合国際

深海掘削計画）として新たにスタートをきっ

ています．IODPやICDP（国際陸上科学掘削

計画）を推進するための国内組織として，J-

DESC（日本地球科学掘削コンソーシアム）

が設立され，40を越える大学・研究機関のネ

ットワークが作られ，活発な活動を展開して

会長鈴木尉元氏の挨拶の後，会田信行氏の司

会のもと千葉にちなんだ次の２つの講演が行

われた．

１．樋口　雄：房総半島における有孔虫研究

の足跡

２．大原　隆：千葉県地学教育研究会

樋口氏ははじめにCushman（1924）に始

まる有孔虫研究史の世界的な流れを概説し，

次に日本における研究の歩みを自身との関わ

りを含めて話された．日本の場合，横山又次

郎の幌内層中の化石有孔虫の報告（1890）に

始まり，矢部長克（1898）以降に有孔虫研究

の活動が活発になる．その特徴は，広域対比

などの汎世界的視野に立った研究（大学など）

と，石油会社などでの主に抗井資料に基づい

た地域的な精密な作業とがよく調和して大き

く発展してきたということができる．房総半

島での有孔虫研究は半沢正四郎（1931）が最

初であり，以後多くの研究が特に上総層群で

なされた．鮮新／更新統境界問題と底生種に

よる分帯の２点にしぼってそれぞれの研究成

果の経緯を紹介した．

まとめとして，有孔虫研究史は四期に分け

ることができる．有孔虫が原生動物として認

識されるに至った1835年までが第一期，その

後CushmanのForaminifera初版が刊行され

た1928年までが第二期，Loeblich & Tappan

による新分類が提唱された1964年までが第三

期，それ以降が第四期である．日本での研究

は第二期から，房総での研究は第三期からに

なる．1980年以降は業績が激減しているが，

新手法による研究のさらなる進展により，新

資料が得られることが期待されるので，今後

も有孔虫研究の発展を望みたいとまとめた．

大原氏は，千葉県地学教育研究会の創設か

ら昭和62年までの活動について，近藤精造氏

の著書「地学教育の源流」をもとに作成した

年譜にそって説明された．千葉大学が設置さ

れたのが昭和24年であり，その翌年11月18日

に千葉県地学教育研究会の創立総会が開かれ

た．初代会長は山岸忠夫氏である．近藤氏は

最も長く会長を務めた（昭和35年～平成２

年）．当初から児童・生徒の研究発表会を主

催し，この活動は現在も続いている．出版物

で注目されるのは地学図集１～５であり，こ

れには近藤氏の個人的財政援助があったよう

である．近藤氏在職中に千葉大学の移転・改

組が進んだ．なお近藤氏は退官後ユニークな

会として知られる「房総地学会」を主催した．

当日の参加は16名であった．終了後，JR

西千葉駅前で懇親会が催された．講演内容の

詳細は「地質学史懇話会会報」に掲載される

予定である．

（会田信行）

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
会場：F10会場

久しぶりに企画した若手夜間小集会には約

50名の参加があった．若手間の交流できる場
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築に向けての進捗状況，改善案，今後の研究

方針について話し合った．当日は，関連する

他の夜間小集会と重なったため，例年よりも

少ない参加となった．

１．研究の進捗状況について

１）標本データベースについて世話人の長谷

川が簡単に触れ，追加データに関する報告

があった．石村氏（北海道大学）より仮公

開中の画像データベースの改善状況につい

て説明があり．表示項目，SEM画像，光

学顕微鏡画像などが示された．これを受け

て，単純な表面構造をもつグループについ

ては，光学顕微鏡画像の必要性があらため

て指摘された．また，撮影手法や画像合成

について意見があり，その実際例を連絡誌

「Forams-net」に掲載し，研究会で討論す

ることになった．

２）現在までに把握している標本の所在と現

状，および現地模式標本の抽出作業の進捗

状況について，報告があった．一部の標本

については保存状態の悪さが報告され，現

地模式標本の必要性が改めて示された．

２．今後の予定

最重要項目である画像データの収集方針と

現地模式標本について議論した．

１）撮影可能な標本の画像を収集しつつ，画

像データベースの仮公開を今後も継続し，

随時意見を取り入れることを提案した．

２）各大学・施設で管理されている標本につ

いて，撮影協力の依頼を提案した．また，

出版済みの画像については，著作権問題を

解消した上で転載することを提案したが，

具体的な意見はなかった．

３）海外で記載された種の現地模式につい

て，現地調査と試料採取に関する問題点が

指摘された．渡航調査の可能性を継続的に

追求することになった．

４）公表論文を通した現地模式標本の格上げ

を提案した．これについて的場氏から著者

間のクォリティーの問題が取り上げられ，

安定した分類体系の重要性が再認識され

た．

５）有孔虫研究会の次回研究集会の開催時

期・場所について確認した．

（長谷川四郎・内田淳一）

を提供するのがねらいであったので，様々な

分野から多くの若手研究者が集まったためと

ても有意義な会となった．この集会がきっか

けとなり今後の若手間異分野交流がさらに活

発になれば幸いである．

集会では以下の講演が行われた．

１．国際統合深海掘削計画の紹介

倉本真一（海洋研究開発機構）

２．IODP乗船体験談

向吉秀樹（高知大学）

３．地球惑星科学関連若手会の紹介

花崗岩若手の会

斉藤　哲（横浜国立大学）

古地磁気学・岩石磁気学若手の会

宇野康治（京都大学）

火山若手の会

下司信夫（産業技術総合研究所）

テクトニクス若手セミナー

河野義生（横浜国立大学）

地球化学若手会

井尻暁（北海道大学）

地球進化ニューイヤースクール

黒田潤一郎（東京大学）

倉本氏には現在進行中の国際統合深海掘削

計画の主旨や進行状況の説明に加え，若手マ

ンパワーの必要性を説いて頂いた．航海から

帰港したばかりの向吉氏には船上での生活や

研究活動を若手研究者の立場から報告しても

らった．これらの講演を聞いて，夜間小集会

参加者の中にも今後の深海掘削航海に参加し

てみたいと考えた学生もいたのではないだろ

うか．若手会の紹介では，様々な分野で若手

が自主的にセミナーを企画し活発に議論して

いる姿勢に驚かされた．若手の研究活動は何

度も壁にぶつかるわけだが，このようなセミ

ナーで同年代の仲間と議論することから活路

が見い出されることも大いにあるのだろう．

集会の最後には平朝彦前会長から若手への激

励の言葉をもらい会を閉じた．

今回の小集会では全員参加型のディススカ

ッションを企画していたが，時間が押してし

まい行えなかった．ここではいくつかのテー

マについて意見交換をし問題点を共有したい

と考えていたためとても残念だが，この反省

は来年度に活かしていきたい．若手の夜間小

集会は来年度も引き続き企画する予定であ

る．さらに多くの若手に参加してもらい分野

を超えた若手間の交流をさらに活発にしてい

きたい．

（片山郁夫）

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

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
場所：F31会場

日本産新生代有孔虫の標本データベース構

「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
2002年の新潟大会以来続けている「ジュラ

系」に関するシンポジウム・セッションとし

ては，初めて関連する夜間小集会をもった．

趣旨は，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ことにあった．下

記の３件の話題提供のあと，ジュラ系研究の

活性化について意見交換を行った．参加者は

16人．夜間小集会終了後，有志で，駅近くの

居酒屋に会場を移して懇親会をもった．

１．松岡　篤（新潟大・理）32回IGC（イタ

リア）の報告　－ジュラ系研究動向

ジュラ系，地質年代尺，トリアス/ジュラ

（T/J）系境界などを取り扱ったセッション

について，研究動向が紹介された．また，第

７回国際ジュラ系シンポジウム（http://

www2.uj.edu.pl/ING/jurassica）が2006年９

月にポーランドで開催されるという紹介がな

された．

２．堀　利栄（愛媛大・理）：InterRad 11 &

Triassic Stratigraphy Symposium（2006

年３月，ニュージーランド）の紹介

InterRad 11（http://www.gns.cri.nz/

interrad/）の大会組織委員を務める話題提

供者より，準備状況や見どころについて説明

があった．また，巡検コースについて，現地

の写真を示しながら詳しい紹介がなされた．

３．近藤康生（高知大・理）「ジュラ紀底生

動物化石群集研究の動向」

ドイツのビュルツブルグ大学に短期間滞在

した経験をもとに，同大学での研究活動の状

況が紹介された．同大学にはジュラ紀の二枚

貝に関する全種のオリジナル論文が揃ってお

り，留学先の一候補として推薦したいとのコ

メントがあった．

意見交換では，世話人からトピック・セッ

ションをもつ意義として以下のようなことが

あげられるとの説明があった．セッションを

構成する講演で共通する問題点を整理して，

総合討論の際に議論することができる．この

ことで，議論が立体的となり，参加者も何が

問題点となっているのかが理解しやすくな

る．発表者は，自分に講演の時に出された質

問について，時間をかけて回答を考える余裕

が生まれ，質問内容に対してより生産的な回

答を返すことができる．このようなメリット

があることを踏まえて，来年の学会でもジュ

ラ系のセッションを立ち上げることを確認し

た．

ジュラ系については，地質学会のセッショ

ンに研究交流の受け皿があるが，トリアス系

にはそのような場がないという指摘があっ

た．現在，T/J境界の研究がIGCPの活動を

中心に活性化していることも考慮に入れて，

今後，ジュラ系の上下をも取り込んでセッシ
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に湖沼から河川環境を含む氾濫原の堆積シス

テム下で形成されたものであることを仲谷が

代わりに報告した．

「古地磁気層序」では，茨城大学の浜田

毅会員が2000年12月の菅沼悠介会員（現東京

大学海洋研）らの予備的な古地磁気層序調査

により，下位より正帯磁，逆帯磁，正帯磁の

順で上位に変化していた古地磁気層序を，昨

年12月の浜田，菅沼らの調査における，より

詳細な試料採取と古地磁気測定により，中間

の逆帯磁層準の中に2回の正帯磁層準があり，

この結果，推定される地質年代について報告

した．

「長鼻類化石の系統解析」では，兵庫県立

大学の三枝春生会員がQ u a t e r n a r y

Internationalに公表した論文「Notes on

Asian stegodontids」を元に，アフリカとア

ジア各地の後期新生代の長鼻類化石の系統解

析により，ステゴドン科の起源や進化におい

て，タイが重要な化石産地であることを報告

した．

「今後の研究費申請計画」では香川大学の

仲谷英夫が今までの科研費（海外学術調査）

での申請状況から見て，今後は科研費（一般）

やその他の財団などへも申請を行って行くこ

とが必要であるとの報告をした．

その後，千葉駅前に会場を移し，懇親会も

兼ねながら，夜遅くまで議論が続いた．

（仲谷英夫）

南極地質研究委員会（第30回）
世話人：本吉洋一
日　時：2004年９月19日（日）

18：00～19：00

場　所：千葉大学G号館　Ｇ-20番教室

参加者：廣井美邦委員長以下，計20名．

議　事：

１．第46次夏期観測（2004-2005）計画概要

今年11月に出発する第46次隊の夏期観測計

画について，本吉洋一（極地研）から説明が

あった．今回は，日の出岬，明るい岬，ルン

ドボークスヘッタ，スカレビークハルセン，

スカルブスネス，ラングホブデ，マラジョー

ジナヤ基地周辺，ケーシー湾沿岸を主な調査

対象とする．また，小型ヘリコプターにより，

プリンスオラフ海岸の小露岩の調査も行う予

定．メンバーは，本吉の他に廣井美邦（千葉

大），M. Satish Kumar（静岡大），加々島慎

一（山形大），隅田祥光（九州大）がすでに

決定している．

２．28th SCAR Open Science Conference

（ブレーメン）報告

７月25～30日にブレーメン（ドイツ）にて

開催された表題の会議について，外田智千

（極地研）から報告があった．S CA R

（ Scientific Committee on Antarctic

Research：南極研究科学委員会）は南極・

南太洋地域における科学研究に関する国際的

な委員会で，地学だけにとどまらず生物学・

雪氷学・超高層物理学などの幅広い分野の活

ョンを開催していく方向性を目指すことにな

った．「ジュラ系」を軸に，関連するあらゆ

る切り口からの発表を歓迎するので，ぜひ，

トピック・セッション「ジュラ系」での発表

を検討していただきたい．

ジュラ系研究に関する情報をメールで随時

発信中．また，国際ジュラ系小委員会（ISJS）

から発行されているNewsletter（最新号は

2004年８月発行の31号，32p，表紙の写真参

照）の転送も行っている．配信を希望される

方は，世話人代表まで連絡されたい．

（松岡　篤）

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
世話人らが東アフリカやアジア各地で行っ

ていた後期新生代の環境変遷と哺乳類の進化

に関する研究は1996年からタイにもフィール

ドを拡大した．この調査による最近の研究成

果と今後の研究の進め方を議論することを目

的に表記の夜間小集会を企画した．

９月19日（日）午後６時より９名の参加を

得て，以下の発表を元に議論が行われた．

タイにおける後期新生代哺乳類生層序・地質

年代・古環境に関する調査（仲谷英夫）

チェンムアン炭鉱の層序と堆積解析（田中里

志）

タイ北部Chiang Muanに分布するMae

Moh層群の古地磁気層序－古地磁気測定結果

報告－（浜田　毅・菅沼悠介）

タイの長鼻類化石の系統解析（三枝春生）

今後の研究費申請計画（仲谷英夫）

「タイにおける調査」では，香川大学の仲

谷英夫が1996年からの昨年までのタイにおけ

る後期新生代哺乳類生層序・地質年代・古環

境に関する野外調査をまとめた．この中で日

本隊が哺乳類生層序を新たに確立しつつあ

り，その過程で類人猿化石も発見し，それら

の研究成果を霊長類研究やComptes Rendus

Palevol, Amer. J. Phys. Anthropol. などに論

文として公表したことや，現在進行中の発掘

調査や地元の化石を中心とした博物館つくり

についても紹介した．

「層序と堆積解析」では，急用で出席でき

ない京都教育大学の田中里志会員から送られ

た資料により，昨年12月の調査結果を元に，

チェンムアン炭鉱の新第三系堆積物は基本的

動についてビジネスミーティングを中心に隔

年ごとに開催されている．今回初めての試み

でOpen Science Conferenceという研究発表

会が催され，分野を越えての活発な議論が繰

り広げられた．

３．32nd International Geological Congress

（フローレンス）報告

８月20～28日にフローレンス（イタリア）

で開催された表題の会議について，外田智千

（極地研）から報告があった．南極に関係す

る講演としては，南極大陸から最近発見され

た超高圧変成岩に関する報告や超高温変成作

用への高圧実験からのアプローチ，両極・海

洋域をからめた第四期環境変動に関係するト

ピック，さらには南極大陸を含むロディニア

超大陸の復元やその形成機構に関して活発な

議論が繰り広げられた．

４．第４回国際極年（IPY-4）に向けての取

り組み

2007年から始まる第４回国際極年に向け

て，地質関連の申請計画”Gondwan a

Evolution and Dispersion: A Perspective

from Antarctica”について本吉から説明が

あった．また国際極年の一環として行われる，

中・高生からアイディアを募りそれを実際に

極地で実践するプログラム「中・高生オープ

ンフォーラム」について，白石和行（極地研）

から説明と協力の要請があった．

５．将来計画について（観測計画の公募制）

平成17年度から取り入れられる南極での観

測計画の公募制について白石から説明があっ

た．今後は，南極観測計画を公募制とし，申

請された計画に対して設営的に可能かどうか

も含め，一定の審査を経て実行に移される方

式に変わる．

６．その他

今回，地質学会賞を受賞された鈴木和博委

員から挨拶があった．

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
場所：H11会場（参加者30名）

一昨年（109年会・新潟）来，学校現場と

博物館都の間で，地学教育に対して「どう関

わり合い，どう分担しあえばいいのか」をめ

ぐって学校教育・生涯教育両委員会合同の夜

間小集会をもち，討論を積み重ねてきたが，

今回は主として「博物館の果たす役割につい

て考えてみよう」ということで， 高校から

「地学」が消滅して行く中で，「子どもたち全

員が地学的内容を履修する最後の機会」とな

る中学校現場からの話題提供をもとに，博物

館で実践されている「教員向け講座」等の例

をぶつけ，意見を交換し合う形がとられた．

まず前半は，「断片的で地球の全体像も見

えず，子どもたちに何が育ったかもつかめな
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20日（月）18：00-20：00

地震発生帯の深海掘削計画
世話人：氏家恒太郎・森田澄人
夜間小集会「地震発生帯の深海掘削計画」

は，最終日に開催されたにもかかわらず約40

名の参加者があり，活発な議論が交わされた．

今年，関係者のこれまでの並々ならぬ努力が

実ってついに統合国際深海掘削計画（IODP）

において，南海トラフ地震発生帯掘削が正式

に採択された．ランキングは高く，掘削は早

ければ2006年にはノンライザー船による地震

発生帯初期物質の掘削がスタートする．その

ような状況をふまえたうえで，まず世話人の

氏家（IFREE/JAMSTEC），森田（産総研）

により南海トラフ地震発生帯掘削計画の進捗

状況とこれまでに出されている日本側研究プ

ランの紹介がなされた．引き続く講演では，

堤　昭人氏（京都大）による岩石の高速せん

断特性に関するこれまでの研究成果と林　為

人（IFREE/ JAMSTEC）による台湾

Chelungpu断層掘削計画および断層帯コア採

取状況の紹介がなされた．

南海トラフ地震発生帯掘削に関してこれま

で日本側から出されている研究プランは多岐

にわたっており，掘削コア分析・解析，沈み

込み帯物質・模擬物質を用いた実験，検層に

よる物性解析，地震計・歪み計・電磁気など

を用いたモニタリング等が含まれる．そのよ

うな中，今回堤氏によって示された高速せん

断実験によるアプローチは非常に興味深く有

効であると考えられ，今後，沈み込み帯物質

（またはそのアナログ物質）を用いた実験が

大いに期待されるところである．また，林氏

によって紹介された台湾Chelungpu断層掘削

計画は，南海トラフの分岐断層（1944年の東

南海地震ですべり，津波を引き起こしたと考

えられている）掘削を今後実施するうえで大

変良い指標となるであろう．地震・測地学的

解析により1999年集集地震でのChelungpu断

層のすべり挙動が詳細に明らかにされてお

り，掘削によるそのメカニズム解明が期待さ

れている．沈み込み帯地震発生帯掘削では，

これよりも更に深く広く地質・地球物理学研

究者が互いに協力して横断領域的研究をすす

めていく必要がある．更なる多くの方々に関

心を持って頂き，斬新かつ画期的な研究プラ

ンを出して，地震発生帯の深海掘削計画を成

功に導いて頂きたい．よろしくお願い致しま

す．

堆積地質部会幹事会夜間小集会
世話人：七山　太
9/20（月），堆積作用と堆積過程の口頭セ

ッション終了後， F-10会場において堆積地

質部会幹事会が開催された．

最初に部会ランチョンの議論を踏まえて，

堆積地質部会幹事間で，簡潔に意見交換が行

われた．主な議題は安藤寿男氏より日本堆積

学会の来年度の行事予定について，七山から

地球惑星科学関連学会2005年合同大会（第16

い教科書」をもとに，「自らが学んだことも

ない多くの理科教員」が地学的な内容を教え

なければならない中学校現場の状況の中で，

自分自身が地学を学ばずに教員となった１人

として，自分たちが住む関東平野の地下を題

材に，（小学校で学んだ）郷土のなりたち→

地震動→地下の地層→地球の内部→大地の動

き→地表の変化→郷土に成り立ちという，変

動観・歴史性をもった「ストーリー性のある

地球像」を子どもたちに描かせようと努め実

践しているグループに加わって学びながら，

自らのカリキュラムを作ってきたという立場

から，小野洋会員の話題提供を受け，質疑討

論が行われた．

質疑の中で，「子どもたちの既成概念にな

っている郷土の認識に対し，どのようなメッ

セージを送り，どのように理論的な橋渡しを

するのか」という問いに関して，「日本列島

そのものに対する認識が大きく変わって来て

いる中で，子供から大人まで共通して謝った

認識が植え付けられているように感じられる

ので，子供のうちから正しい認識が育つよう

な配慮が不可欠」といった意見も出される一

方で，「とにかく教員採用枠を増やそう」い

う訴えや，「（地学関連の）他学会とも協力し

合って理想的な教科書が作られるよう，文部

科学省に働きかける動き」や「地学の重要性

を国連に提言しているヨーロッパを中心とし

た動きに呼応し，国内からも同様の準備が進

められている学術会議の動き」などが紹介さ

れるとともに，「普及・教育に専念する人と

研究に専念する人とがはっきりと役割分担し

ている」博物館の例や，「”協力” 員という

形で，学校と博物館との橋渡しをする人をお

いている」地方博物館の例などが紹介されは

じめたところで，後半の話題に移ることにな

った．

後半では，「博物館が学校の先生に対しど

のように関われるか」という内容で，森田利

仁さんから千葉県率中央博物館における「展

示解説員の存在が，（互いに癖の強い）学芸

員と学校教員との間でコーディネーターの役

割を果たしてくれたばかりか，自分自身の学

芸員としての普及活動までもがスムースにい

くようになった」という例が，つづいて，田

口公則さんから神奈川県立生命の星・地球博

物館における「（自身による，博物館の条件

を生かした極めて実践的な）教員向け研修会」

の実践例が，それぞれ報告された．２つの報

告とも，それぞれ非常に含みのある問題を提

起していたのだが，残念なことに討論を深め

る時間が残されておらず，来年の京都大会で

は「博物館独自の討論会をセッションとして

企画するなどして深めていこう」と約束しあ

って散会した．

（府川宗雄）

回）および同大会における堆積レギュラーセ

ッション実施について，それぞれ簡単な報告

があった．

これに引き続き，松田博貴氏の司会で2006

年国際堆積学会の準備会議が行われ，全体の

作業状況（松田博貴氏），巡検（伊藤慎氏），

ショートコース（成瀬　元氏），テクニカル

セッション（保柳康一氏）に関する各担当者

から詳しい作業状況の説明があった．

地質環境長期安定性委員会
世話人：高橋正樹・増田俊明・吉田
英一
開催日時　2004年９月20日　17：30～19：00

場所　　　千葉大学

参加者　　高橋委員長他　約20名

議事内容

当委員会は，2000年に発足し３年間の第一

期を終了し，今回の委員会から第二期の活動

に入ることとなった．今回の夜間小集会では，

第二期のキックオフとして，当委員会の委員

長ほかの選出と，今後のおおよその方針につ

いて意見交換を行った．

○第二期の委員会役員（委員長，副委員長，

事務局）の選出について

第一期役員が引き続き実施ということで参

加者の了承を得た．

委員長　　高橋正樹（日本大学）

副委員長　増田俊明（静岡大学）

事務局　　吉田英一（名古屋大学）

○今後の主な方針について，以下のような意

見が出された．

・月刊地球を出したもののインパクトが少

ない．

・地質学会としての動きを出すべきではな

いか．

・地下のことを知るというメッセージが少

ない．もっと一般の人も意識した活動

（教育／啓蒙）も行うべきではないか．

・学術的に，例えば，地質環境のモデル化

方法などを取り上げて委員会として検討

するとか，具体的なテーマを設けてはど

うか．

・委員会活動を広く知ってもらうために

「シンポジウム」などを開催しては どう

か　など．

今後，これらの意見を参考に来年の合同学

会，地質学会をマイルストーンとして随時，

意見交換を行っていくこととした．

ランチョン

19日12：00-13：00

第四紀地質部会（B会場）
大会２日目（19日）に８名の参加でランチ

ョンを開催しました．内容は以下の通りです．
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似する粒子法が最近注目を集めている．講演

では，主として付加体の変形のシミュレーシ

ョンが紹介されたが，結果がムービーとして

示され，極めて印象的であった．付加体内に，

変形の集中帯がエピソディックに生じ，これ

が瞬間的に海側へのスラストとして成長する

様子が見て取れ，天然の過程を良く再現出来

ていると考えられた．出席者も講演に感銘し，

活発な質疑応答が行われた．

第２部．構造地質部会議事（12：40-13：10）

議題：

１）地球惑星科学関連学会2005年合同大会の

地質学会提案レギュラーセッション・コン

ビナーについて以下の事項を承認した．

「変形岩・変成岩とテクトニクス」：構造

地質部会と岩石部会から各１名を選出し，任

期は２年とすること，および来年度は，構造

地質部会から竹下　徹（広島大）が担当する．

「地域地質と構造発達史」：地質学会の層序部

会，地域地質部会，構造地質部会から各１名

のコンビナーを選出している．来年度は，構

造地質部会から原　英俊（産総研）が担当す

る．

「テクトニクス」：地震学会および地質学

会共同提案の，「テクトニクス」セッション

については，構造地質部会ランチョン後に共

同コンビナーを構造研MLで募集し，高木秀

雄（早稲田大学）を選出した．

２）構造研に対する若手14名の意見・要望

（アンケート）結果報告と意見交換

アンケート報告：若手は，第１線の研究者

を招待した勉強会等を開き，構造研の例会を

活性化させるべきだと考えている．一方で，

現状は構造地質学分野が多数の小分野に分か

れて来ており，一部の若手はもはや構造研は

必要ではないと感じている（構造研の使命は

終わった）．

意見：設立が提案された構造研若手の会

は，現状では，業績主義・任期制などで若手

に余裕がなく困難．

３）構造研の解散と構造地質部会への統合：

高木秀雄提案：現状で，会員の意識，情報

の提供，会誌「構造地質」の諸問題，事務局

の負担，地質学会の活性化等様々な観点から

１）現在，井内さん（愛媛大）を中心に進め

ている沖積層に関する地質論集の進捗状況に

ついて，嵯峨山が報告しました．２）黒田さ

んより災害地質に関し報告があり，第四紀地

質部会の対応について話し合いました．今後，

「第四紀地質と災害（仮題）」などのシンポ開

催も考慮しつつ，災害委員会の動きを見なが

ら対応して行くことが確認されました．３）

熊井さんより国際的な新第三紀や第四紀の取

り扱い変更の動向について報告がありまし

た．４）庶務担当は高安克己さん（島根大）

から長橋良隆さん（福島大）への変更が確認

されました．その他の役員は留任で，次の通

りです．

部会長；熊井久雄（元大阪市立大学），部

会長代理；吉川周作（大阪市立大学），庶務

担当；長橋良隆（福島大学），国際担当；井

内美郎（愛媛大学），編集担当；輿水達司

（山梨県環境科学研究所），学会賞担当；菊地

隆男（立正大学），災害担当；黒田登美雄

（琉球大学），行事担当；嵯峨山積（北海道立

地質研究所）．

（嵯峨山　積）

構造地質部会（C11会場）
標記ランチョンが，９月19（日）の昼休みの

時間帯（12：10-13：10）に行われた．昨年

度から，ランチョンは2部構成（第１部．講

演会，第２部．構造地質部会議事）で行われ

ているので，本年度もそれを踏襲した．第２

部では，部会員の多くが所属する構造地質研

究会を解散し，構造地質部会に統合すべきか

どうかが主として議論された．以下に概要を

述べる．なお，本ランチョンの参加者数は，

約25名であった．

第１部．講演会（12:10-12:40）

題目：砂箱実験と粒子法シミュレーションを

用いた構造形成過程の検討：個別粒子の情報

から何が分かるのか

講演者：山田泰広（京都大学大学院工学研究

科）

講演内容：地質構造形成過程のシミュレーシ

ョンを行う際，従来有限要素法が広く用いら

れて来たが，特に大変位を伴う不連続面をあ

らかじめ定義することなくシミュレート出来

る方法として，解析対象を粒子の集合体と近

考えて見て，構造研を解散し構造地質部会へ

スムーズに統合することは可能である．

意見：

（1）構造研の廃止に賛成，年会費4,000円は

高すぎる．会誌投稿が少ない以上廃止すべ

き．

（2）会誌を廃止するとして，次号を出すかど

うかだけでも，今決めて欲しい（最終号を

出す方向で検討中）．

（3）地質学雑誌の編集委員を構造地質部会か

ら選出して，構造地質学関連の特集号を編

集する．

この問題については，年内にアンケートを

実施して，再度問題点を掘り起こすこと．さ

らに，来年２月締め切りで，構造研存続か部

会への統合かの投票を行い，３月の例会・総

会で結果報告をすることを可決した．

文責（竹下　徹，構造地質部会庶務）

The Island Arc 編集委員会（C12
会場）

東アジア地球科学機関の人的ネッ
トワーク“CCOP”（F10会場）

女性地球科学者交流会（F20会場）
参加者11人（女性10，男性１）．田崎さん

の姉君手作りのたくさんのバナナケーキ，ピ

ザトーストなどを食べながら交流会を行いま

した．34thIGCでは保育所がなくて苦労した

話，現在子育て中の方と子育てを終わった方

の経験談，院生・ODの将来について当人お

よび指導教員の悩みや展望，大学における女

性教員の立場や状況など様々な話題が出て

意見を出し合ったり（時には励まし合い？）

情報交換を行ったりと，予定の時間ではとて

も終了できませんでした．このようにいつも

話したい人・他のところの状況を聞きたい人

が集まってにぎやかに交流会を行っています

ので，ぜひ来年の年会ではみなさんおいでく

ださい．

（報告：大友幸子）

千葉大会に参加して，何年か前に，ある学

会連合の発足記念講演で荒俣宏氏 が「学問

が活発かどうかは，学会の構成員に女性が多

いか，若い人が多いかで 測ることができる

ところがある」と語ったのを思い出した．学
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る．

古生物部会では，部会員あてに各種情報を

メールで配信しております．入会ご希望の方

は，saiki@chiba-muse.or.jpまでご連絡下さ

い．

（平山廉・斎木健一）

海洋地質部会（G10会場）
９月19日12：00-13：00に，参加者11名で

海洋地質部会のランチョンを開催した．

海洋地質研究の実施機関は今年の国立大学

の大学法人化など大きな組織の変更が進んで

いる．参加メンバーから，産業技術総合研究

所・海洋研究開発機構（JAMSTEC）・東京

大学海洋研究所などの研究関連部署の変更に

ついての紹介を行っていただいた．その後，

海洋地質部会に関しての意見交換や参加者の

自己紹介による交流を行った．

意見交換での発言内容など（順不同）

・海洋地質に関連したアクティビティある

種々のコミュニティーやグループがある

が，日本地質学会の年会の中では，さまざ

まな海洋地質分野の研究発表を行うために

海洋地質セッションを今後とも続けるべき

である．（今回の海洋地質セッションは，

学会直前に国際古海洋会議の開催があっ

て，例年に比べて古海洋・古環境関係の発

表が少なかった）

・海洋地質ランチョンに関しては，昨年の静

岡での際に，若い人にも有用な情報交換の

場として活用すべきという意見があった

が，今後も海洋地質など海洋関係研究者の

ネットワークつくりのひとつの情報交換の

場として運用してほしい．

・海洋研究の輪を広げる良い機会として，海

上保安庁海洋情報部の教育関係者向け体験

乗船の経験が紹介された．

・海洋地質学関係の研究組織が大きく変化

し，研究者の所属関係が不明確になってい

る場合が増えている．各研究者が所属機関

を越えて，一層有機的に提携を計るため，

その所属などのわかる名簿を部会で整備し

てほしいとの要望があった．その印刷公表

手段については，今後，世話人の間で検討

する．

発足以来，部会長（氏家　宏）・世話人

（湯浅真人・西村　昭）で部会の運営（ラン

チョンの開催やプログラム作成等）にあたっ

てきたが，藤岡換太郎氏（グローバルオーシ

ャンディベロップメント）から協力いただけ

るとの発言があった．まずは，藤岡氏に世話

人に参加いただいて，今後，世話人として新

メンバーを加えることや交代も含め検討しつ

つ活動を強化していくこととなった．

海洋地質部会の活動についてご意見・ご要

望は，下記にご連絡下さい．

西村　昭（産総研地質情報研究部門）

akira-nishimura@aist.go.jp

会でもっと女性 が闊歩している時代が来る

ことを熱望している．

（感想：矢島道子）

＜保育室利用者感想＞

今年もまた学会保育室にお世話になりまし

た．矢島先生をはじめ，担当の千葉大学の先

生方，千葉大生協の方々には，いろいろ配慮

していただき感謝しております．今回会場に

なった千葉大学のキャンパスには，お散歩に

ぴったりの小道やちょっとした公園，子供達

が大好きなどんぐり（しい）の実が沢山あっ

て，子供達は学会期間中楽しく過ごせたよう

です．今回保育を担当していた“ママ

MATE”さんからは，保育室での様子の写

真を送っていただきよい記念になりました．

うちの息子は，普段通っている保育園より学

会の保育室が気に入ったらしく，家に帰って

からもH館（保育室があった建物）に行くと

いって毎朝，母を困らせました．

今回は，去年より利用する方が増えたよう

です．この調子で，保育室を利用する方が増

えていって欲しいと思います．

（堀　利栄）

古生物部会（F31会場）
古生物部会ランチョンは９月19日（日）

12-13時に開催された．20名が出席し，以下

の内容について話し合われた．

１．役員について

2005年度および2006年度（任期は2004年大

会終了後から2006年大会終了まで）は，下記

の役員で古生物部会を運営することが確認さ

れた．

代表：平山廉（早稲田大）

幹事長：利光誠一（産総研）

行事委員：斎木健一（千葉中央博）

編集委員：近藤康生（高知大）

新生代担当幹事：北村晃寿（静大），岩井雅

夫（高知大）

中・古生代担当幹事：鈴木寿志（GEO・

TEC） 鈴木雄太郎（静岡大）

脊椎動物担当幹事：三枝春生（兵庫人と自然

博），後藤仁敏（鶴見大）

２．千葉大会の反省

申込方法の電子化や中・高校生によるポス

ター発表などの新しい試みについては，評価

する声が多かった．全体としては次のような

意見が寄せられた．

（1）：世話人の仕事が大きく変わり，仕事の

内容に不明な点が多かった．

（2）：紙による要旨の締切がPDFより早いの

は参加者の低下につながるのではないか．事

務局と世話人に同時に送るようにして，

PDFと同じ締切にしてはどうか．

（3）：午前中のプログラムに空きが多かった

ため，時間に余裕ができたという意見と，時

間が無駄になったという意見がでた．

（4）：発表に使ったパワーポイントのファイ

ルが世話人のパソコンに入っている．発表の

終わったファイルを世話人が責任をもって削

除するなどのガイドラインを作る必要があ

（文責：氏家　宏・西村　昭）

岩石部会（G20会場）
９月19日に約15名が参加して岩石部会ラン

チョンが行われた．事前にメーリングリスト

にて取り上げるべき議題について募集した

が，特に提案がなかったため各種報告を中心

としたランチョンとなった．

来年度以降の合同大会の通常セッションへ

のコンビナーの選出方法について，選出方法

のルール化を検討した．変形・変成岩セッシ

ョンのコンビナーについては，構造部会との

共同提案として行っているため，今後も岩

石・構造各部会から１名ずつ選出し，代表コ

ンビナーについてはコンビナー同士で調整し

て決定することにする．2005年度のコンビナ

ーについて，岩石部会選出分について来年は

宮崎さん（産総研）にお願いする．もう一つ

の通常セッションである岩石・鉱物・資源セ

ッションのコンビナー候補として，岩石部会

からは志村さん（新潟大）にお願いする．

岩石部会の幹事については，部会長・行事

委員・広報委員はそれぞれ任期２年とのこと

で，昨年度選出された部会長および広報委員

は引き続き来年度も担当する．行事委員につ

いては，地質学会開催大学との連携を図るた

め，今年度の角替さんから来年度は京都大学

の平島さんにお願いする．

各賞受賞者および名誉会員の推薦につい

て，本年度は岩石部会関係者から４名の受賞

者・名誉会員が選ばれた．来年度以降も部会

として積極的に推薦してゆく方針を確認し

た．

各種学会参加報告および今後開催される学

会の紹介が行われた．今後開催される学会に

ついては，逐次岩石部会メーリングリスト・

ホームページなどで紹介していくことになっ

た．

（下司信夫）

20日（月）12：00-13：00

第1回AOGSへの参加報告と今後
についてー地質科学の更なる発展
を目指してー（Ｃ11会場）
（世話人，吉田武義，徐　垣）
本ランチョンは，以下のプログラムに従っ

て進められた．

プログラム

１．ランチョン開催の経緯（吉田武義）

２．はじめに（斎藤靖二）

３．AOGSの紹介（佐竹健治）

４．地球惑星科学関連学会の連携のあり方検

討WG報告（木村学）

５．地質学会の国際対応（脇田浩二）

６．関連学会の状況（古生物学会，岩鉱学会）

７．ディスカッション

８．最後に（徐　垣）

最初に，吉田より本ランチョンの開催に至

った経緯が説明された．それに引き続き，斎
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各賞推薦人　石田啓祐（徳島大学） →　酒

井　彰（産総研）

層序部会

部会長　新妻信明（静岡大学） 再任

行事委員　岡田　誠（茨城大学） 再任

連絡係　星　博之（愛知教育大学） 再任

国際・対外委員　高橋雅紀（岐阜大学） 再

任

各賞推薦人　安藤寿男（茨城大学）

合同大会コンビーナー

山北　聡（宮崎大学）であったが，本年構

造地質部会が単独で運営してしまった．この

ため，本年は，層序部会と地域地質部会で合

同で一人出すことにした．

担当は柳沢幸夫氏（産総研）で（層序部会

選出　留任）とすることになった．構造部会

の原　英俊氏（産総研）とともに「地域地質

と構造発達史」のセッションの運営に当たる．

堆積地質部会（F10会場）
9/20（月），F-10会場において部会ランチ

ョンが開催され，以下の５項目について審議

が行われた．

（1）来年度の堆積地質部会のセッション区分

千葉大会においては，部会提案の５つのセ

ッション，砕屑物組成・組織と続成作用（世

話人：竹内　誠・吉田孝紀）口頭２件＋ポス

ター4件，炭酸塩の起源と地球環境（世話

人：山田茂昭・井川敏恵）口頭７件＋ポスタ

ー８件，堆積相と堆積システム・シーケンス

（世話人：酒井哲弥・石原与四郎）口頭３

件＋ポスター９件，堆積作用と堆積過程（現

行過程部会との協賛）（世話人：田村　亨＊・

七山　太）口頭11件＋ポスター17件，石油・

石炭地質学と有機地球化学（石油・石炭地質

部会との協賛）（世話人：鈴木祐一郎・大久

保　進＊）口頭４件＋ポスター３件（＊他部会

から選出された世話人）が行われた．特に堆

積作用と堆積過程のセッションは口頭，ポス

ター共に盛況であった．砕屑物組成・組織と

続成作用のセッションについては，来年度以

降，世話人を中心に発表者を集める努力をす

ることを申し合わせた．なお，来年度の京都

大会においても，ほぼ同じセッション区分を

部会から提案することで各位から合意を得

た．

（2）次期部会の体制について

次期体制の人事について意見交換を行った

が，会場では結論が得られなかった．今後，

メーリングリスト等を使って調整を行うこと

にした．

（3）千葉大会の反省

一般口頭発表が午後に集約された変則的な

スケジュールのため，一部の口頭発表希望者

から不満のコメントがあった．

（4）部会関連学会の動向について

安藤寿男氏より日本堆積学会の動向につい

て，松田博貴氏よりISC2006準備委員会の作

業状況について，七山から地球惑星科学関連

藤地質学会新会長より，本ランチョンにおい

て，本年７月５日～９日にシンガポールで開

催された，第１回AOGS（アジアーオセアニ

ア地球科学会）について，その世話人の一人

である佐竹さんより，その開催の経緯や現状

を報告して頂くとともに，この集まりでは，

AOGSに関する議論に限定せずに，最近，地

球惑星科学関連学会連絡会において，急速に

議論が進んでいる地球惑星科学関連学会の連

携組織創設に関する動きについても，木村会

員より，ご報告を御願いし，それらをもとに，

今後の地質科学の更なる発展を目指し，地質

学会の国際対応ならびに，関連学会との協同，

連携について，会員の皆様のご議論をお願い

したいという主旨が述べられた．

これを受けて，産総研の佐竹さんより，

AOGSについての詳しい報告と，この会が広

く地球科学全体を包含した集まりであるこ

と，開催経費は個人参加者の参加費で賄われ，

一度参加すると，その後３年間はAOGSＳ会

員として登録される等といったAOGSの仕組

みが紹介され，更に，来年度のセッション提

案の締めきりが，10月30日に延長されたこと

や，地質学会関係者による何件かのセッショ

ン申込みがあるが，さらに積極的に申込んで

欲しいとの要望等が出された．

木村会員からは，地球惑星科学関連学会の

連携のあり方検討ＷＧの報告があり，現在合

同大会共催学会の大部分が，地球惑星科学関

連学会の連携組織を構築することに同意して

いることが紹介された．その後，脇田会員よ

り地質学会の国際対応に関する報告がなされ

た後，古生物学会の北里会長ならびに岩鉱学

会の小畑会長らからも，各学会が連携して，

現在の地質科学がおかれた状況を打開してゆ

く必要性が論じられた．平元会長をはじめと

する方々の発言があった後，徐会員によるま

とめで本ランチョンは終了したが，地質学会

が地球惑星科学関連学会の中で，また国際的

にも，これまで以上に積極的に発言し，その

活動を展開する必要があるというのが多くの

参加者の一致した意見であったと思う．

（吉田武義）

地域地質部会・層序部会合同
（C12会場）
産総研の尾崎正紀氏の講演のあと役員改選

等を行った．

演題と演者「産総研地質調査情報センター

の図幅事業の現状と将来構想」尾崎正紀（産

総研地質調査情報センター）

その後，両部会で役員選出を行い，以下のよ

うに決定した．

地域地質部会

部会長　天野一男（茨城大学） 再任

行事委員　斎藤　眞（産総研） 再任

連絡係　斎藤　眞（産総研） 再任

国際・対外委員　小嶋　智（岐阜大学） 再

任

災害対応　木村克己（産総研） 再任

学会2005年合同大会（第16回）および同大会

における堆積レギュラーセッションについ

て，それぞれ簡単な報告があった．

（七山　太）

火山部会総会（F51会場）
日時：2004年９月20日（月）12：00-13：00

場所：千葉大学総合校舎F号館F51

ランチョン参加者

及川輝樹，木村純一，高田亮，高橋尚靖，千

葉達郎，長橋良隆，古川竜太，三宅康幸（８

名）

１．役員の一部交代と選出

連絡ニュース委員の大場司さんの後任とし

て，及川輝樹（核燃料サイクル開発機構）さ

んが承認された．三宅康幸さんが代理をして

いた地質災害専門委員とし て，火山部会か

ら千葉達朗（アジア航測）さんが選出された

（事後承諾）．

２．報告事項

a．連絡ニュース　

火山部会メーリングリストを再確認し，内

容の修正・追加を行う必要がある．

b．合同大会定番セッションについて

地球惑星科学合同大会の「長期的火山活動」

のセッションは，火山地質・火山物理・火山

岩岩石学・地球化学・テクトニクスと分野は

多様であるが，テーマセッションに適しない

講演を受け入れる定番セッションとして存在

意義があるので，今後も継続する必要がある．

火山部会としては，今後地質関係者の講演増

に向けて積極的に取り組むようにしたい．

2005年度は，藤林紀枝・木村純一に新しいコ

ンビーナー１名で登録をする予定である．３

人目のコンビーナーの推薦をお願いしたい．

また，合同大会以外の企画についても検討し

たいと考えているので，広く意見を求めたい．

c．行事委員会

千葉大会では，定番セッション「噴火と火

山発達史」と「深成岩・火山岩とマグマプロ

セス」（岩石部会共催）を行った．2005年度

の京都大会では，新たにトピックセッション

を企画する予定である．

d．各賞委員

各賞の選考方法が変更されたため，火山関

係からの委員の役割がこれまでと変わったこ

とについて報告がなされた.

e．教育

今年度は特に活動していない．

f．地質災害

緊急展示について

最終的には，通常のポスターセッションと

締め切りが違うだけで，ほとんど同じ扱いと

なった．そのため，きちんとした予稿集原稿，

査読，著作権放棄同意書が求められたが日程

的な余裕もなかったので，もう少し敷居を低

くしてもよかったのではないか．
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れば，是非，使用したいと強く思いました．

また，その他にも弾性波試験やROCK -

EVAL分析などを見せて頂き，言葉では知っ

ていた事も実際に見ると感じが違い，非常に

興味深かったです．

次に石油資源開発技術研究所を見学し，こ

こでも会社の概要と，その意義を丁寧に説明

して頂きました．石油資源開発の方は，以前

の静岡大会の相良油田巡検や新潟大会の時の

金津巡検でもお世話になった事があり，以前

から研究所の方に行きたいと思っていたの

で，今回，実際に研究所内を見ることが出来

て嬉しかったです．こちらもJOGEMCの研

究所と同じく，石油の性状や貯留岩の評価，

化石調査等を行っていました．実際に微化石

の顕微鏡を見せて頂いたり，炭素同位体比分

析の場を見せて頂いたりと，とても充実した

見学となりました．

今回，この見学にはボーリング会社の方や，

学生の方など，自分とは異なる分野の方も参

加していて，それぞれに興味のある事の質問

等をしており，自分とは違う分野の人との交

流も一つの思い出になりました．参加者は少

なかったけれど，とても満足のいく見学だっ

たと思います．これらの案内をして頂いた柳

本裕氏および中水勝氏には，大変お世話にな

りました．機会を作って，是非，もう一度訪

れて分析や研究をしたいと思います．今回は

ありがとうございました．

（脇元理恵）

Ｂ班　関東山地の三波川変成帯
案内者　田切美智雄・廣井美邦・松本哲
平・谷本一樹

【参加者の感想】

西日本出身の私にとって関東の露頭をいま

まで見たことがなく，Ｂ班の見学旅行をとて

も楽しみにしていた．Ｂ班は田切美智雄氏

（茨城大学）・廣井美邦氏（千葉大学）・谷本

一樹氏（株式会社土木管理総合試験所）の案

内で行われた（松本哲平氏が仕事のため欠

席）．見学者は６名と少人数であったが，そ

の分アットホームな雰囲気の中で見学旅行が

行われた．

見学旅行

A班　石油天然ガス・金属鉱物資
源機構（JOGMEC）ならびに石
油資源開発（株）（SK）技術研究
所見学
案内者　柳本　裕・中水　勝

【参加者の感想】

今回の千葉大会では，石油天然ガス・金属

鉱物資源機構（JOGMEC）ならびに石油資

源開発（株）（SK）技術研究所の見学が出来

るということで，以前からこの研究所や資源

機構に興味のあった私はA班に申し込みまし

た．当日の朝，幕張本郷駅で案内者の方が待

っていて下さり，迷子になる事もなくバスで

資源機構および研究所に行くことが出来まし

た．当日の参加者は５名と少なかったのです

が，その分，機器の説明や質問の対応はとて

も丁寧で，非常に理解しやすく，良かったと

思います．

最初にJOGEMCで機構の概要の説明を受

けました．日本だけでなく，世界の石油，天

然ガスや資源の探査の為の技術開発を行って

おり，産油国国営石油会社との共同研究など

は，石油資源の乏しい日本にとって，非常に

重要な事であると感じました．特に天然ガス

の液体燃料化技術開発やメタンハイドレート

技術開発は，これからの日本にとっての重要

な課題になると思いました．その後，

JOGMEC施設内の分析機器の見学を行いま

した．私は自分の研究で石油を扱っているの

ですが，大学内には石油の性状を詳しく分析

する機器が少ないため，JOGMECではどの

ような機器を使って分析を行っているのかが

非常に興味があったので，この分析機器案内

は私にとって，とても有意義なものとなりま

した．特に興味があり，実際に使用したいと

思った機器はGC/MS/MSです．これは日本

にも数少ない装置らしく，微細な成分の分析

も可能であるという事で，貴重な分析機器だ

と思います．実際に使用したい場合には，申

請を出せば使用出来るという事でしたので，

今後自分の研究が発展し，使用する機会があ

朝８時に千葉大学を出発．少し早めの昼食

をとり，最初の見学地点に着いたのは，12時

過ぎであった．ここではまず，田切先生から

関東三波川変成帯の研究史と炭質物の石墨化

度に関する基本的な説明を受けた．

次の見学地点では，緑泥石帯と黒雲母帯の

泥質片岩が断層で境される露頭を観察した．

断層は幅１ｍぐらいの断層破砕帯を伴い，北

に開いた馬蹄形に分布していた．その破砕帯

の中には，三波川変成帯の岩石とは異なる異

質な岩片が含まれており，御荷鉾緑色岩のよ

うなものもあった．また黒雲母帯の泥質片岩

には多数のアルバイト点紋がみられた．

見学旅行一日目最後の見学地点である長瀞

町の河川の一部は露頭が天然記念物に指定さ

れており，岩石採取ができず残念であった．

ここでは，Ferri-stilpnomelaneの多い褐色層

と石英の多い優白色層の互層からなる石英片

岩と，Ferro-stilpnomelaneの針状結晶を多く

含 む 石 英 片 岩 を 観 察 し た ． F e r r i -

stilpnomelaneとFerro-stilpnomelaneが隣り

合って産する，すなわち酸化還元条件が急激

に変化するという岩石学的に興味深いところ

であった．また，緑色片岩中の褶曲の形成時

期に関して，参加者の間で長時間にわたって

議論がなされた．また，露頭に向かう途中に

「日本地質学発祥の地」という石碑が建てら

れていた（写真B班－1）．これは東大地質学

科初代教授のナウマン博士が長瀞一帯を調査

して以来，わが国の地質学上重要な拠点とな

ったことにより建てられたものである．

宿に着いたのは，17：00頃であった．風呂

に入り，18：00から懇親会が開かれた．そこ

では，宿の主人が腕によりをかけた料理が全

員に振舞われた．特に“マグロの塩焼き”は

とても美味しかった．

二日目，空は厚い雲に覆われており，いつ

雨が降ってもおかしくない天候であった．こ

の日は三波川流域の露頭を見学した．三波川

は言うまでもなく，日本の代表的な変成帯が

命名された川であり，さぞすばらしい景観な

のだろうと期待していたのだが，意外と川幅

がとても狭く普通の川であった．最初の露頭

では，緑色片岩を観察した．ここの緑色片岩

にはアルバイト点紋が多数見られ，不思議な

日本地質学会News ７（11） 25

B班－1 B班－2



二日目は，Stop５の山中白亜系南牧層群の

見学から巡検が始まった．ここでは，黒瀬川

帯中の浅海成層の意義について様々な意見が

飛び交った．Stop６および７では，両神層の

メランジュを観察し，その成因について議論

が行われた．次に，Stop８の大滝層群の変成

岩相を見学した．Stop９では，大滝層群と小

河内層群の境界断層を見学するため，高低差

120ｍの山を下った（登りはしんどかった）．

Stop１０は，時間的余裕がなくなってしまっ

たため，見学を取りやめて，代わりに近くの

秩父三社のひとつである三峯神社を見学し，

二日目の巡検を終えた．

三日目は，今にも雨が降りそうな中巡検が

始まった．最初の見学地点に向かう途中，有

名な瀬林の漣跡を観察した．この日の巡検は，

Stop11と13でそれぞれ，秩父帯北帯である柏

木層と住居附層の岩相を観察した．途中

Stop12では，蛇木層の岩相を観察した．今回

の巡検での最後の見学地点であるStop14で

は，黒瀬川帯の蛇紋岩と浅海性の堆積物から

なる山中層群との境界を観察した．

巡検中，初日と二日目の夜に懇親会が設け

られ，案内者の方々が用意してくださった美

味しい酒を堪能しつつ，議論に花を咲かせた．

その議論のなかで，巡検参加者である大学生

が投げかけた『フィールド調査をすることの

意義』について，非常に興味深い意見が飛び

交った．その意見のひとつに，『だってフィ

ールドは僕らの実験室だから』というひとり

の研究者の言葉が，今も心に残っている．

今回の巡検では，様々かつ典型的な地質現

象を観察できた．白亜紀付加複合体を中心に

研究している私にとって，多様な分野を専門

とする方々と意見を交換したことは，今後の

研究を進める上で，非常に有意義なものであ

った．最後に，すばらしい巡検を企画・運営

して下さった案内者の方々に参加者を代表し

て深くお礼申し上げます．

（常盤哲也）

D班　浪江周辺の畑川破砕帯
案内者　藤本光一郎・重松紀生・大谷具
幸・金川久一・高木秀雄・小澤佳奈
参加者　河本和朗・滝沢茂・土屋友恵・石井

ことになかには級化構造つくるような配列し

ているところもあった．すぐ近くの石切場で

は紅廉石石英片岩の転石を採取することがで

きた．石英の白と紅廉石の赤のコントラスト

がとてもきれいな石であった．

そして，今回の見学旅行最後の場所では，

断層破砕帯を伴わず，石墨化度が急激に変化

する泥質片岩の露頭を見学した．こうした連

続露頭にいわゆるシャッフルド・カード境界

があるとされ，この周辺の地質構造に関して，

有意義な議論がなされた．

全体を通じて，田切先生の解説は非常に丁

寧であったので，三波川変成帯の露頭をほと

んど見たことがなくても十分に理解できた．

廣井先生は地質学会のスタッフとして前日ま

で働き詰めであったにもかかわらず，参加者

に対してきめ細かな対応をしていただいた．

案内者の皆様方，ありがとうございました．

（別府裕樹）

C班　関東山地の秩父四万十帯付
加体トラバース
案内者　久田健一郎ほか

【参加者の感想】

今回の巡検は，関東山地の秩父帯と四万十

帯について，久田先生から直にレクチャーを

受けられるとのことで，早々に参加を申し込

んだ．そして，参加者の約３分の１が久田研

究室の学生および元学生から成るという，ま

るで久田研究室のOB会を思わせる雰囲気の

中で，この巡検が始まった．

巡検初日は曇り空の中，集合地点である武

蔵五日市駅を出発した．スケジュール上，ま

ずはStop２から先に見学することになった．

Stop２では，小河内層群中の地層境界断層の

産状を観察した．Stop１では，小仏層群の著

しく褶曲したタービダイト相を観察し，その

成因について堆積性か構造性かについて活発

な議論が行われた．Stop３では，黒瀬川帯の

蛇紋岩を観察し，含まれているマイクロガブ

ロや角閃石のブロックをこぞってサンプリン

グした．そして，Stop４で，黒瀬川帯を構成

する岩石について観察し，初日の巡検を終え

た．

和彦・佐藤尚弘・岩下享平・荒井優祐・

川田祐介・岡本伸也・藤本幸雄・佐久山尚

文・安原健雄

【案内者からの報告】

いわき出発と参加者の皆様には少し不便を

かけましたが，心配した雨にもたたられずに，

楽しく断層岩を観察できたのではと思いま

す．露頭でも大地震から，サブミクロンの微

細構造の話題まで，話がはずみました．巡検

の内容については河本さんが詳しく書いてく

ださいましたので，それをお読みください．

【参加者の感想】

Ｄ班は内陸大地震の破壊開始域を見るコー

ス．畑川破砕帯は主要な断層活動が終了後に

大きな活動がないまま岩体全体が上昇削剥さ

れたため，深部の断層岩が改変されずに地表

に露出していると期待される．いわき駅に案

内者の金川さんがデッキブラシをかついであ

らわれた．なるほど固結した剪断帯だからデ

ッキブラシでクリーニングするのか．畑川破

砕帯は，最大幅が1kmを超えるマイロナイト

帯，最大幅100mで40km以上連続的に露出す

るカタクレーサイト帯，幅数m未満の小剪断

帯群から構成されている（らしい）．

Stop１は，カタクレーサイト帯の西側１～

２kmに分布する小剪断帯．未変形の花崗岩

中に，数cm～数10cm幅のマイロナイト化し

た多数の小剪断帯が見られる．母岩とマイロ

ナイトの境界がシャープなのは意外だった．

Stop２は，畑川破砕帯の主要なカタクレー

サイト帯．マイロナイト化した石灰岩の小岩

体を含む．方解石は低温でも延性変形するた

め，石灰岩のマイロナイト化はカタクレーサ

イト帯形成にともなうと考えられる．幅数m

の２列のガウジ帯が見られた．より浅所に上

昇後，中新世以後に再び剪断を受けて形成さ

れたもので，一部は完全に粘土化している．

Stop３は，カタクレーサイト帯から約３

km東の花崗閃緑岩中に形成された断層岩．

母岩の岩片を多量に取り込んだ暗色の脈状岩

だが，基質の組織は深成岩的で急冷組織は認

められないという．メルトがゆっくりと冷え

るような高温下でも，高速剪断ならば摩擦溶

融をともなう脆性破壊が生じるのだろうか？
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見せて下さいましたことに感謝いたします．

（河本和朗）

Ｅ班　丹沢山地に露出した伊豆弧
地殻断面
案内者　有馬　眞・石川正弘

【参加者の感想】

久しぶりに本当の「下部地殻」を見た．活

断層や地震の専門家は，地震発生域の下限

（脆性／塑性変形境界に近似される）をもっ

て，上部地殻と下部地殻を分ける．一方，岩

石屋さんや構造屋さんにとっての下部地殻

は，いわゆる，地球を輪切りにしたときの地

殻の下部である．

日本列島は周知の通り，地震国であり，陸

域だけで二千以上の活断層が存在すると言わ

れている．それら活断層の多くは，岩相境界

や地質境界等，何らかの既存の面構造が現在

の応力配置下で繰り返し活動しているもので

ある．したがって，真に活構造を理解するた

めには，彼らの生い立ちを知り，古傷も丁寧

に診てあげなければ・・・と思い，本コース

に参加した．

まず，Stop１の前に，中川河床に降り，転

石を用いての，丹沢地域に露出する主な岩石

の説明があった．転石はきれいに磨かれてい

て，岩相を見るにはもってこいである．案内

者曰く，「枝沢は，急すぎて，しょっちゅう

落石があり危険すぎる．露頭の場所も形も，

変わってしまう．」とのこと．なるほど，見

回した谷の両側の斜面は切り立っており，日

本有数の隆起帯であることを実感した．

Stop２では，本地域に最も広く分布する畦

ヶ丸トーナル岩中に，径数十センチの角閃石

斑レイ岩のエンクレイブが多数包有されてい

る産状を観察した．ぱっと見に，マグマミキ

シングか，と思いきや，そうではないらしい．

斑レイ岩中の斜長石に融食－再成長組織があ

ること，輝石に非平衡組織が認められること，

ハーカー図上でSiO
2
60％付近に屈曲点が存在

すること等から，SiO
2
60％の初生マグマから

珪長質側への結晶分化と苦鉄質成分の集積

で，上記産状を説明できるとの解説があった．

カルクアルカリ岩の成因のひとつとして，非

Stop４は，カタクレーサイト帯から東へ約

１kmのマイロナイト帯である．幅1.5mほど

の間で，アプライト脈に向かって塑性変形が

強まっている．カリ長石に富むアプライト脈

近傍でミルメカイト反応（340～400℃）との

相互作用でマイロナイト化が進んだもの．マ

イロナイトの見かけは，中央構造線沿いの花

崗閃緑岩源マイロナイトと似ている．

Stop５は見学コースのハイライト．主要な

カタクレーサイト帯から約200m東の露頭．

原岩の花崗閃緑岩から暗色細粒のウルトラマ

イロナイトに漸移する数cm～10数cm幅の小

規模なマイロナイト帯が，数m以内の間隔で

多数見られる．このマイロナイトは300～

360℃という低温で形成されたとのこと．そ

の中心部は粉砕され緑簾石が生じているもの

が多い．破砕後に再び塑性変形を受けたこと

が確認できる場所もあり，地震間の塑性変形

と地震発生時の脆性破壊が共存する内陸大地

震の破壊開始域で形成されたと考えられる．

また低温の塑性変形は畑川破砕帯の限られた

場所だけに見られるため，くりかえし震源と

なった部位であると考えられるとのことだ．

畑川破砕帯の総変位量は60kmと見積もら

れ，数mの変位なら１万回以上は動いたはず

だ．ここがそれほどくりかえし破砕されてい

るようには見えない．主要なカタクレーサイ

ト帯は露頭から200m西にある．震源領域の

構造を保存しているとしても，ここは深部で

幅広になる剪断帯の縁辺部なのだろうか？

Stop６は，カタクレーサイト帯から東へ

500ｍの，マイロナイト帯に生じたシュード

タキライト．露頭ではマイロナイトまたはカ

タクレーサイトの面構造に直交して注入した

シュードタキライトの支脈を，さらに左横ず

れに切るシャープな剪断面が見られた．

Stop７は，主要なカタクレーサイト帯を切

る花崗閃緑斑岩の岩脈．岩脈は剪断変形を受

けておらず，角閃石から98.1±2.5MaのK-Ar

年代が得られ，畑川破砕帯の主要な活動は，

それまでに終了したことが明らかになった．

案内者は，1995年兵庫県南部地震をきっか

けに震源断層の破壊開始域の解明にたいへん

な熱意をもって取り組んでこられた方々であ

る．その成果を，このような充実した巡検で

常に興味深かった．また，石渡さんが，「オ

マーンでも良く見る．熱水の循環によるもの

ではないか．成熟した島弧のイメージ．」と

の解説をして下さり，こちらも大変参考にな

った．

Stop３では，畦ヶ丸トーナル岩と角閃岩と

の貫入境界（前者が後者に貫入）を観察した．

貫入境界のトーナル岩側に，厚さ約10cmの

断層ガウジを伴う東西走向の左横ずれ断層が

あった．まさに貫入境界面にではなく，トー

ナル岩の中に断層ができていることが興味深

かった．

Stop４では，枕状溶岩の組織を残す丹沢変

成岩（角閃岩）を観察した（写真足元）．著

しく塑性変形を被った枕状溶岩の上下判定に

挑む石渡さんの眼差しに，プロの意地を感じ

た．

Stop５では，丹沢変成岩類に貫入するグラ

ノファイア中のシュードタキライトを観察し

た．暗緑色を呈し，一見，玄武岩の貫入岩脈

のように見える．しかし，厚さ約20cmに達

するプール状部分のコアでは，いかにもガラ

ス光沢を持つ部分が残されていた．また，周

辺にも厚さ数mmのシュードタキライト脈が

多数観察された．これらは，同時期に形成さ

れたのであろうか？今後の解析結果が待たれ

る．

Stop６では，神縄断層リニアメント直下の

河床に降り立ったが，変位地形は見られなか

った．しかし，ここでの神縄断層の走向に近

い，ほぼ南北走向のウルトラカタクレーサイ

トらしき断層岩を発見！？

オプションで，足柄層群の塩沢層を観察し

た．トーナル岩の円礫を含む礫岩が，神縄断

層の運動に引きずられて，ほぼ直立している．

有馬さんの「こんなに新しい地層が，こんな

に立っているなんて！」との感動の声につら

れつつ，「こんなに新しい」地層の年代が１

Maであることにさらに感動を覚えた．

この巡検を通して，島弧の下部地殻から上

部地殻までの断面をコンパクトに体感するこ

とができた．岩石学的な研究成果に加え，地

震波速度測定実験結果を加味した地殻断面

は，非常にリアルで説得力があった．欲を言

えば，日帰りではなく，１泊２日程度をかけ
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休憩を交えて約２時間半，目的のstop１に

到着．千倉町白間津海岸で，千倉層群最下部

の「白浜層」とその上位の「白間津層」の境

界を観察しました．茶褐色の前者に対し灰白

色の後者と肉眼ではっきり区別できる両者，

その境は肉眼で見る限り調和的で整合に見え

ます．しかし，色の違いは風化の度合いの違

いで両者に明らかな差があること，微化石か

ら得られた「白間津層」の年代と安山岩礫か

ら得られた「白浜層」の年代が逆転している

こと，ゼオライトを含む鉱物脈が「白浜層」

に限定されることなど整合一連では説明でき

ないことがあり，現時点では整合か不整合か

決め手を欠いているとのことでした．

stop２では，「白浜層」中のテフラ鍵層

SH－A～Cの３枚およびSH－B下面のソール

マークを中心に観察しました．ソールマーク

は小規模のものが狭い範囲に集中しており，

流向はほとんど北西から南東の一方向を示

し，現在の相模トラフの方向とも調和的であ

るとの説明がありました．またゼオライトが，

SH－C下部の軽石が風化してできた空隙に晶

出している様子，「白浜層」中の割れ目を脈

状に充填している様子を見学しました．

昼食後のstop３野島崎では，「白浜層」最

下部“野島崎礫岩部層”の岩相とその中の礫

が割られてそこにゼオライトの鉱物脈が貫入

しているところを詳しく観察しました．脈の

方向はＮ20～40Ｗが卓越し，これはフィリピ

ン海プレートの方向とほぼ同じだそうです．

stop４小戸漁港では，「白間津層」下部の

礫岩を多く含む地層を見学しながら，皆で

様々な意見交換をしました．ここの礫は，角

礫から円礫までいろいろ，径は10～20cmの

ものが多いが１ｍを越すものもあり，基質中

にシロウリガイの化石が見られます．成因と

しては，海底地すべり説と泥ダイアピル説が

あり，現在のところより下位の地層に由来す

る泥ダイアピルと考えた方がよいそうです．

また，礫の表面に生痕を見つけて質問した人

がいて，生痕が専門の小竹先生は我が意を得

たとばかり熱心に説明していました．

いずれにしても，天候に恵まれ（恵まれす

ぎ？）有意義な一日でした．途中何回か登場

した産総研徳橋さんの補足説明も含め，資料

て，各露頭をじっくり観察してみたかった．

末筆となりましたが，巡検を準備，案内し

て下さった有馬さん，石川さん，横国大の皆

さんに心から感謝いたします．楽しい一日を

ありがとうございました．

（宮下由香里）

F班　八丈東山・西山火山（中止）
案内者　津久井雅志・中野　俊

G班　多摩川流域の上総層群の古
環境（中止）
案内者　松川正樹・馬場勝良・相場博
明・青野宏美・小荒井千人

Ｈ班　房総半島南端の鮮新統トラ
フ充填堆積物とゼオライト脈
案内者　小竹信宏・井上厚行

【参加者の感想】

猛暑にみまわれた今年の夏の続きなのか，

季節はずれの暑さそして強い南風が吹く９月

21日，Ｈ班は千葉県内で最も気温の高い房総

半島南端へ出かけました．まず，車内での自

己紹介で，参加者が九州や関西など全国各地

から集まり，南房総を初めて見学する人がか

なり多いことがわかりました．そして，案内

者からの説明で，この地域で考えられるいく

つかのコースの中から，時期や露頭状態を考

慮（藪こぎ不必要，蛇に出会わない等）して

今回の巡検がこの海岸沿いのルートに決まっ

たことを知りました．

目的地までのバスルートは，房総半島を南

北に縦断して目的地の白浜海岸へ達するコー

ス．前弧海盆の堆積物である下総～上総層群

に始まり，フィリピン海プレートの沈み込み

にともなって形成された外縁隆起帯にあたる

嶺岡帯，付加体と考えられる保田層群・石堂

層群などを通過し，海溝陸側斜面堆積物の豊

房層群・千倉層群に到着します．つまり，過

去のプレート収束域陸側に見られる海底断面

を，まさに現在の陸地で見られるコースなの

です．当然案内者も，参加者にそういうイメ

ージがつくれるように繰り返し説明してくれ

ました．

が見やすくまとまっており，説明もわかりや

すく，質問時間も十分に取っていただき，参

加者一同満足しながら帰路に着きました．案

内していただいた小竹先生・井上先生有難う

ございました．

（米澤正弘）

I班　房総半島上総層群の堆積作
用とシーケンス
案内者　伊藤　慎・齊藤高浩

【参加者の感想】

第I班の上総層群巡検は，浅海相と深海相

の堆積作用とシーケンスの発達を見学する巡

検であった．本巡検は，Stop１では浅海相を，

Stop２では深海相を見学するというシンプル

な構成であったために，２つの地点で詳細な

解説と時間をかけた議論が展開されたことが

大きな特徴であった．

Stop１（万田野層）では，下部外浜から後

浜の堆積環境で形成された高海水準期堆積

体，さらには，海進面を介して陸棚に発達し

たサンドリッジ堆積物からなる海進期堆積体

を見学した．下部外浜堆積物には，大きく分

けて２つのタイプのストーム堆積物が発達し

ており，その堆積過程について説明があった．

１つ目のタイプは，異方性移動型のハンモッ

ク状斜交層理砂岩で特徴づけられる．この堆

積相は，振動流の卓越した条件で形成された

ものと考えられる．２つ目のタイプは，平行

層理，フォアセット層理，礫質デューンなど

に側方変化するタイプのハンモック状斜交層

理も観察することができた．このタイプの堆

積相は，沖合へ向かう一方向流がより強く働

く複合流の卓越した条件で形成されたことが

うかがえる．このように，ストーム堆積物に

は，沿岸流や離岸流の影響，暴浪の規模や暴

浪の海岸線に対する侵入角度によって変化す

ることについて詳細な解説を聞くことができ

た．Stop１では，ストーム堆積物として一括

される堆積相にも多様なバリエーションが存

在することが露頭で実感できた．

Stop２（大田代層）では，海底扇状地に発

達する密度流堆積物の堆積相と堆積シーケン

スを観察した．ここで最も印象深く感じたの
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標本採集を行い，砂層に残された堆積構造や

化石産状を観察した．印西市木下地区では，

貝層を石材として利用した史跡を見物しなが

ら，旧市街地域や利根川水運の歴史的変遷に

ついても案内した．

JR木下駅前広場で参加費徴収と案内資料

配布を行い，見学コースや観察地点について

説明した．そして，駅前商店街から手賀排水

機場わきを通り利根川左岸遊歩道へ向かっ

た．遊歩道では利根川を展望しながら，治水

事業や木下河岸について，地元の森　耕一氏

（印西市文化財基礎調査会委員）から解説が

あった．この地点が船つき場となった理由は，

上岩橋層の固結した貝化石層が河床に露出し

ており，安全な水路を掘削出来なかった為と

されている．遊歩道から旧街道へ移動する途

中では，江戸時代中期から明治時代中期にか

けての問屋街について，印西市教育委員会が

設置した案内板によって解説した．旧市街地

周辺や山根山不動堂では，貝層で造られた石

垣塀や大きな灯籠が保存されており，船着き

場の繁栄していた景観を想像した．旧市街地

から天然記念物の露頭へ向う途中の住宅地域

でも，庭石として置かれた貝層の大きな団塊

をみることが出来た．県立印旛高等学校正門

付近では，天然記念物として指定された木下

貝層の露頭があり，貝類の特徴種とその保存

状態，砂層の粒度組成や堆積構造を詳細に観

察した．木下貝層は，二枚貝類やカシパンウ

ニの化石が水平方向に並んで密集した層準と

化石が比較的少ない層準から構成され，その

特徴種や個体数も下部から上部へ変化してお

り，潮汐三角洲堆積物であることを説明した．

これら貝類は古東京湾の浅海域に生息してい

た種類が潮汐作用によって潮流口付近で厚く

堆積したもので，約12万年前の海水準上昇期

に対比される地質事象であることを指摘し

た．木下貝層の最上部は，貝殻が溶失してお

り，これと同層準の化石産状は印旛高等学校

運動場わきに露出する地層断面で観察した．

そして，木下公園から中央公民館へ印西市の

大型バス（コスモス号）で移動した．中央公

民館では，昼食と休憩をとり，木下貝層と古

東京湾，貝化石を利用した古代人の生活，文

化財としての木下貝層など，液晶プロジェク

タ－を利用して解説があり，質疑応答を行っ

た．午後には，木下駅前から印西市中ノ口へ

大型バスで移動して，浅間神社付近に分布す

る木下貝層最上部の海浜堆積相や常総層の湿

地堆積相を観察した．そして，木下貝層から

多産する貝，蟹，カシパンウニなどの化石を

採集した．化石層は緩い斜面に広く露出して

おり，干潟での潮干狩りのように標本を拾う

ことができた．最後には堀り跡などを埋め戻

して，大型バスに乗ってJR木下駅へ戻り解

散した．

この見学会には，中央公民館視聴覚室や大

型バス（コスモス号）の利用など，印西市教

は，厚層理タービダイトの成因についての説

明と議論であった．一般的に，深海底の堆積

物は，運搬・堆積過程の考察なしにタービダ

イトとして一括される場合が多い様に感じら

れる．このために，タービダイトという用語

は，本来の密度流堆積物に対する解釈の１つ

という意味で使用されることが少なく，深海

相全般に対する単なる記載用語にまで成り下

がった印象を強く受けていた．しかしながら，

この巡検では，厚層理タービダイトの元とな

る流体の性質や発生原因にまで議論が発展

し，タービダイトと一概に言われているもの

の多様性と時空的変化を改めて認識できる有

意義なものであった．具体的には，厚層理タ

ービダイトの成因として最近話題のハイパー

ピクナルフローや２相流状態の乱泥流の運搬

機構が議論の対象となった．

一日という短い時間ではあったが，第I班

の上総層群巡検は，観察地点が２カ所と少な

くおさえられている構成になっていたことも

あって，非常に充実した解説を聞くことがで

き，大変勉強になった．最後に，巡検の企画

や準備をしてくださった伊藤先生をはじめ，

案内者や関係者の皆様には，参加者を代表し

て心からお礼を申し上げます．

（太田　亨）

J班　嶺岡山地の地すべりと火成
岩類
案内者　古谷尊彦・高橋直樹

K班　房総半島の地質環境
案内者　風岡　修・田村嘉之・吉田　剛

L班　堆積実験
案内者　池田　宏・目代邦康・飯島英夫

M班　文化財と地質学　―天然記
念物木下貝層化石観察ウｵ―ク －
案内者：大原　隆・桂　雄三・岡崎浩
子・大野康男・伊藤哲之
参加者：関根文子，石井良三，長濱和代，長

濱広憲，田野　歩，西谷直樹，吉岡　明，三

角　隆，三角みどり，三角ゆりあ，三角みど

り，三角まみ，三角大地，今野香緒里，今野

智文，岸　可奈恵，昌　珠，中林見恵，中村

美晴，おだかみちよ，たちわなあけみ，吉村

はるか，吉村幸子，永田幸実，村上亮輔，山

本伸之，末廣幸治，森　耕一，藤代武雄，飯

島伸一，飯島正義，荒木眞知子

【案内者からの報告】

この見学会は，2002（平成14）年に国指定

天然記念物として指定された木下貝層の露頭

について，その保全対策や活用方法の状況を

説明するため，一般市民・小～中学校生・高

校生などを対象として実施した．指定地域周

辺の化石を多産する地点では，木下貝層から

育委員会からご支援を戴きました．千葉県教

育委員会からは文化財案内などのご協力をお

願いしました．銘記して厚くお礼を申し上げ

ます．

（大原　隆）

【参加者の感想】

９月19日の日曜日，午前10時にJR木下駅

前に集合して受付を済ませると貝化石観察ウ

ォークの始まりです．当日は大変暑く，資料

と一緒にペットボトルのお茶が配られまし

た．まず，大原先生をはじめ案内をしてくだ

さる方々のご紹介とお話をいただきまして，

木下駅前から利根川の堤防へと向かい，木下

河岸跡を通り，吉岡問屋，山根山不動尊を見

学しました．ここでは木下貝層の貝化石が石

垣や石灯籠に使われています．ちょうど大谷

石が石垣などに使われているような感じで

す．木下貝層の貝化石というと，砂の中あっ

て，素手でも掘れるようなイメージがあるの

ですが，ここでは固結した貝化石が使われて

います．硬い石材など産出しないこの地では，

この固結した貝化石は貴重な石材でもあった

ようです．

次に，国の天然記念物として指定されてい

る印旛高校正門前の露頭を観察しました．こ

の付近は現在「木下公園」として整備中です

が，整備が完成すればこの露頭もさらに観察

しやすくなることでしょう．ここは天然記念

物の指定地ですので貝化石の採集は出来ませ

ん．

観察を終えると中央公民館で昼食をとり，

ロビーに展示されている貝化石の標本を見学

して，午後からは，講師の先生の方々に，木

下層の成り立ちや，木下の町並みの歴史のこ

と，天然記念物や文化財のことについてのお

話をしていただきました．木下貝層が文化財

の材料として使われているというはとても興

味深い話でした．

その後で貝化石の採集場所に向けて出発し

ました．少し前までは、貝化石が見られる露

頭があちこちにあったのですが，現在は貝化

石を採集できるような場所は少なくなってし

まったようです．ここでの採集は化石ハンマ

ーよりも園芸用の移植ゴテやスコップが重宝

します．砂地の層の中から，バカガイ，アカ

ニシやカシパンウニやなどを採集できまし

た．よく観察すると小さな巻貝や二枚貝など

がたくさん含まれていて時間を忘れてしまい

そうです．この観察ウォークに参加した皆さ

んがビニール袋いっぱいに貝化石を採集する

ことができました．

貝化石の採集を終えて木下駅に戻り，本日

の貝化石観察ウォークも終わりとなりまし

た．貴重な自然を大切にしていかなければな

らないと思いながら，充実した１日を過ごし

た貝化石観察ウォークでした．

（吉岡　明：印西市在住）

日本地質学会News ７（11） 29



来たという方が例年になく多く，３日間開催

しているここ数年の情報展の中では，最も多

い来場者で大賑わいでした．３日間全日が休

日であったため昨年のように，小学校のクラ

ス単位での団体参加者がいなかったのが，唯

一の残念です．

例年，情報展の会場を選定するには，地の

利を活かして地質学会年会のホスト大学の先

生方にご尽力いただいておりますが，学会会

場とのアクセスがよい場所を見つけるのは難

しいようです．地質学会事務局のほうでは，

シャトルバスを出せないかなどご検討いただ

いておりますが，それも難しく今回も学会員

の皆様にはご不便をかけてしまいました．そ

れでも，毎回ご来場下さる学会員の方々から

「毎年，準備ご苦労様．」とか「地学普及のた

めに頑張って．」という言葉を頂戴しており，

事務局サイドとして大変うれしく感じており

ます．

今回アンケートの回収率を上げるために，

昨年までは全員に配っていたお土産（3D絵

はがきセット）を，アンケートと交換で差し

上げることにし664人の方が回答して下さい

ました．集約してしまうと「たのしかった」

「親子で楽しめました」「親切に説明してくれ

ました」「また，ここで開催して下さい」な

ど具体的な感動の伝わりにくい言葉になって

しまいますが，１枚１枚のアンケート用紙を

見ていると，その字体・文章・文字の大き

日本地質学会の年会会期に合わせた９月18

日（土）～20日（月）の３日間，千葉市にあ

る千葉県立中央博物館において地質情報展を

開催しました．３日間で1600名をこえる市民

の方々が会場を訪れ，身近な地質情報の多さ

に驚き，応対する研究者の説明に聞き入って

いました．この催しは，産総研地質調査総合

センターと日本地質学会との共催で企画さ

れ，今回で８回目を数えます．千葉地域の地

質として海岸段丘やタービダイトの話，房総

半島沖の海底地質，関東ローム層，活断層，

山砂利や天然ガスなどの天然資源，地質調査

総合センターの取り組みなど盛り沢山の研究

成果の展示のほか，千葉の房州石や各地から

集めた色々な石を割ったり，アンモナイト化

石のレプリカを作ったりという体験コーナー

等が設けられました．また，今回は後援機関

の一つである関東地質調査業協会が，７月の

新潟県・福井県の豪雨による被害状況写真や

過去の地震による様々な被害状況写真を展示

され，その凄まじさを来場者に紹介しました．

今回は，事前の宣伝として，通常行ってい

る専門誌への記事掲載依頼，教育機関・報道

機関・博物館友の会等へのポスターやチラシ

の送付だけではなく，新聞社・NHKの千葉

支局への挨拶廻りが功を奏してか，多くの媒

体をとおして地質情報展を紹介していただき

ました．アンケートを見ても，NHKのニュ

ースを見て来られた方や，新聞記事を読んで

さ・ひらがな・漢字など，全てが異なる「た

のしかった．」なのです．「もしかしてこれは，

あの子が書いたのかな？」などと想像してし

まうようなものもあり，機会があれば関係者

の皆さんには是非，実物を見てもらいたいと

思っています．もちろん，楽しかったという

意見ばかりではありません．「字が小さくて

見難い．」「専門的で分かり難い．」などのお

叱りは，毎回のようにご指摘いただいており，

写真や図を多くして文字数を少なくするよう

努力はしておりますが，まだまだ至らないと

ころも多く，心苦しく受け止めています．こ

れらのご意見を真摯に受け止め，今後の普及

イベントに役立てていきたいと思います．

最後になりましたが，千葉県立中央博物館

の高橋先生には，企画の段階から最後の後片

付けまでご協力いただき，当方の我が儘も聞

いていただきました．また，千葉大学の津久

井先生をはじめ地質情報展開催にあたりまし

てご尽力いただきました皆様，ご後援をいた

だきました各機関（千葉大学理学部，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）に感謝いたします．

（産業技術総合研究所地質情報展開催事務局）
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いてくださったこともあり，学会本番に一週

先んじて，上記のごとく多くの参加者を得て

実施することができた．

参加者の協力もあって，朝８：45には千葉

駅前を出発．館山自動車道を経て最初の見学

地（君津市市宿の砂採取場）に向かったが，

途中の交通事情にも恵まれ，予定より大幅に

短縮された車中の時間も，房総半島の地形・

地質の概要と，それに関する車窓の景観など

についての，橋本さんの案内等を交えながら，

参加者の自己紹介から参加費の徴収にいたる

まで，大変能率的に利用された．

市宿の大露頭では自家用車参加による地元

の先生方が合流．ここでは，圧倒されるばか

りに折り重なったクロスラミナと，層準ごと

の化石種構成の変化などから読み取ることが

案内者　篠崎　貞　高橋康明　橋本　昇

参加者　青木秀則・阿部国広・石田千佳・今

吉拓哉・鵜浦武久・岡野良平・小野　洋・上

西敏郎・佐瀬和義・田中芳信・府川　宗雄・

吉田昭彦・鈴木邦夫・飯島 力・堀内正貫・

田中 茂・秋元孝敏・渡辺和男・山本和彦・

森田吉一・山田誠一・江沢幸男・横田敬一・

中村悦朗・春川光男・柴田道世・鶴島規晃・

鈴木欣也・大岩　昭（順不同，除案内者，総

勢32名）

【世話人からの報告】

一昨年（第109年会・新潟）から始め，今

回３年目を迎えた教員向け巡検であるが，地

元千葉県地学教育研究会の中心メンバーでも

ある方々が，企画の段階から主体となって動

できる市宿層の形成過程や堆積環境の変遷に

ついて，高橋・篠崎両氏の解説を受けながら，

ラミナの立体構造の観察と，貝やクモヒトデ

などの化石採集が行われたのち，小糸川上流

の三島ダムに移動した．

ここで昼食後，県地学教育研究会の呼びか

けに応じて自家用車参加してくださった先生

方（前記．この配慮と協力がなかったら，こ

こでの見学は不可能であったろう）の車に分

乗し，サルの生息地で知られている高宕山の

分水界を越えて高宕沢に入り，三浦層群上部

に相当する天津層・清澄層・安野層の代表的

な鍵層を観察しながら沢をつめ，上総層群基

底の，いわゆる黒滝不整合の堆積環境と形成

過程等を観察して，三島ダムに戻った．しか

し，高宕沢での見学対象の多さと，狭い沢奥

地質情報展2004ちば「海から生まれた大地」開催報告

理科教員向け見学旅行・9月12日（日）実施

写真左から，石割り体験コーナー．拡大して

床貼りした1/20万地質図とシームレス地質図

「関東」．千葉氏周辺の水を使って水質検査
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も含めた堆積の様子を観察しながら環境の変

遷を考察するとともに，化石の採集も行った．

観察終了後，砂採取工事場入口前で解散式

を行った後，案内者の方々の力作ともいえる

案内書に加え，現場での観察と採集で得られ

た多くのおみやげを手に，短くなった秋の陽

も暮れかけた17：25無事千葉駅前に戻り，バ

ス本隊も解散した．前２回が雨・台風と荒天

までの往復には意外と時間を取られたため，

次に予定していた梅ヶ瀬層上部の鍵層Ｕ２の

観察は（露頭が小さく駐車スペースが狭いこ

ともあって）車内説明だけで見学は割愛し，

最後の見学地袖ケ浦市高谷へと急いだ．

高谷の砂取場露頭では，下総層群中部に当

たる上泉層と清川層との重なりのなかで，市

宿露頭での観察の復習と応用を兼ね，貝化石

にたたられたこともあって心配されていた天

気も，雲がやや多いながら終日晴天に恵まれ，

皆勤の参加者も世話人に当っている学校教育

委員側も，それぞれに自分が雨男でなかった

ことに胸をなで下ろした次第でもあった．

（府川宗雄）

返答に窮する場面も見られたが，同時に研究

のアドバイスもなされ，次に生かせるものと

なったと思われる．なお参加校の１つである

千葉県立柏高等学校の小泉治彦先生がおこな

ったアンケートによると，今回の発表会に参

加することにより「自分の課題をより深く知

ることができた」「大学の先生に問題が聞け

たし，少し褒められたので良かった」などの

意見があり，参加した生徒の７割以上が「こ

のような会にまた参加しても良い」と答えて

おり，生徒にとっても意義のある会であった

ことが伺える．

なお今回の発表会では，南関東以外の地域

からの参加校が少なかったことが課題として

あげられる．遠方からの児童・生徒の参加は

難しいので，今年度からはポスター掲示のみ

の参加も受け付けていたが2校のみの参加で

あった点は残念である．平成14年度からの文

部科学省「科学技術・理科大好きプラン」に

よって全国にスーパーサイエンスハイスクー

ルが指定され，SPP事業も含め，先進的な理

科の授業が各地でおこなわれている．それ以

千葉大会２日目の９月19日に，学校教育委

員会（現：地学教育委員会）の主催で「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～」がおこなわ

れた．この発表会の目的は，地学普及の一環

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にある．さらに

この会を通じて地学を研究する児童・生徒と

研究者の交流が進み，地球科学普及の一助と

なることも願っている．年会における「地学

研究」の発表会は昨年の静岡大会からおこな

われているが，今年は発表会場をポスターセ

ッション会場としたことから，多くの会員の

方にご覧いただけたことと思う．なお昨年度

は高校の地学クラブの研究発表に限っていた

が，今年度は小，中，高校に拡大し，授業に

おける地学研究も対象としたことから，南関

東の学校を中心に多くの参加を得ることがで

きた．今回は小学校から高校までの13校から

30件の発表があり，当日は50名近くの児童・

生徒，1000名を超える研究者が参加した．研

究者から厳しい質問も多くなされ，高校生が

前から学校における地学研究は数多くおこな

われており，ぜひ来年度は京都大会において，

全国の学校から地学研究の成果が集まること

を期待している．

最後に，発表会を共催した千葉県地学教育

研究会，後援をいただいた千葉県教育委員会，

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，さらに今回の発表

会参加者，会場校である千葉大学の関係各位

に謝意を表したい．

なお，参加校は以下の通りである．

慶応義塾高等学校，千葉県立柏高等学校，静

岡県立中央高等学校，千葉大学教育学部附属

中学校，千葉県立木更津高等学校，立命館高

等学校，早稲田大学高等学院，千葉市立磯辺

第二中学校，千葉市立新宿小学校，日出学園

高等学校，千葉市立稲毛高等学校，川崎市立

有馬中学校，慶応義塾幼稚舎

（大分大学教育福祉科学部　三次徳二）

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～
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日本地質学会法人化募金活動へのあらためてのご協力のお願い

いつしか秋も深まり菊花の候となりましたが，会員の皆様にはますますご清栄のこととお慶び申し上げます．皆様には学会法人化募金活動
につきましてご努力をいただき深く感謝する次第です．おかげさまであと300万円ほどの募金が集まれば，目標を達成する段になりました（醵
金総額　13,499,995円（2004年10月19日現在））．この後は年次総会のような特段のイベントもなく，座視していては目標達成がままなりません．
再度の募金や存知よりの会員および企業への募金の呼びかけもあわせて，学会員より広く募金をいただくために，一段の活動強化を図りたく
ご協力をお願いする次第です．
総会で法人化への移行が承認され，会長始め新執行部の体制も新たに構築されました．また，過日の文部科学省との交渉でも法人化への道

筋に進展が見られ，今年度内の法人化も現実味を帯びており，その意味でも基金の早期の獲得が不可欠な状況であります．上記事情に鑑みま
して皆様の今一度のご協力をお願いいたしたく存じます．

日本地質学会会長　齊藤靖二
副会長・募金委員会委員長　加藤碵一
副会長・法人化委員会委員長　木村　学

醵金者（518名＋ 醵金総額　13,499,995円）10月19日現在

（名誉会員）新井房夫　猪木幸男　石井健一　市川浩一郎　市原　実　糸魚川淳二　今井　功　岩u正夫　氏家　宏　宇留野勝敏　大森昌衛　垣見俊弘
勝井義雄　加藤磐雄　唐木田芳文　勘米良亀齢　木崎甲子郎　黒田吉益　小島丈児　小高民夫　小林英夫　斎藤昌之　斎藤林次　佐藤　正　下山俊夫
杉村　新　諏訪兼位　関根良弘　棚井敏雅　千地万造　徳永重元　中川久夫　中沢圭二　中世古幸次郎　奈須紀幸　野沢　保　橋本光男　羽田　忍　羽
鳥謙三　坂野昇平　秀　　敬　深田淳夫　藤井昭二　藤田和夫　藤田至則　古川和代　堀口萬吉　松本達郎　松本 夫　水野篤行　都城秋穂　村田正
文　八木健三　山岸猪久馬　高柳洋吉　（正会員）会田信行　青野道夫　赤木三郎　赤羽貞幸　赤羽久忠　赤松守雄　秋葉文雄　秋山雅彦　阿久津純
浅川行雄　芦　寿一郎　足立　守　足立勝治　阿部国広　阿部なつ江　阿部正憲　天野一男　荒井晃作　新井宏嘉　荒木英夫　荒戸裕之　荒牧　寛　在
田一則　安東淳一　安藤寿男　安間　莊　安間　恵　飯泉　滋　池上直樹　池田保夫　石井和彦　石井輝秋　石井秀明　石垣　忍　石賀裕明　石川輝海
石崎国熙　石原舜三　石綿しげ子　石渡　明　磯部一洋　板谷徹丸　伊藤　孝　伊藤谷生　伊藤康人　井上　茂　井内美郎　猪間明俊　今岡照喜　今村
哲己　井本伸広　井龍康文　岩井雅夫　岩松　暉　上杉　陽　上砂正一　植田勇人　上野将司　植村和彦　氏家恒太郎　氏家　治　宇田進一　歌田　実
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議題

１．環境地質学専門委員会からの提言案につ

いて

1.1 地球科学技術者資格

資料5－2を用いて，「地球科学技術者資格

の確立－持続可能な社会と地球科学の発展に

向けて－」の提言案が千木良委員長から説明

された．

それに対する討論の結果，

・冒頭に環境問題や災害問題などを記述

し，その中で地質技術者が活躍している

ことを示す．

・地球科学技術者資格を充実することによ

って期待される効果についても記述す

る．

・タイトルを「地球科学技術者資格制度の

確立」など，内容を良く表すものに工夫

する．

などの修文の後，専門委員会の合意を得て,

関連する研連，産業界に賛同をつのってから，

必要に応じて修正を加え，学術会議の第４部

会に提出することになった．学術会議からの

対外報告は，部会で承認の後，研連あるいは

専門委員会名で行うことができる．学術会議

のホームページを参照して作文する．

提言の主対象は，学術審議会と文科省とす

る．

1.2 初等・中等教育

資料5－3を用いて，「初等・中等教育にお

ける地質環境教育の充実－持続可能な社会に

向けて－」の提言案が千木良委員長から説明

された．討論の後，次のような修文をするこ

ととなった．

・趣旨の部分に，自然環境の保全や自然を

時間の概念の中でとらえることの重要性

を入れる．

・実際の大学教員が初等・中等の教育に参

加することの効果が大きいので，このこ

とに対する協力も盛り込む．

・地域ごとに地質環境を観察できる場を教

育現場で活用できるよう，場所の整備と

情報発信と更新についても協力を呼びか

ける．

修文の後，古生物，地質，第四紀研連に流し

て，賛同を得る．その後，必要に応じて修正

を加え，提言として学術会議に提出すること

になった．

２．環境地質学の教育についてのアンケート

回収・整理状況

千木良委員長から，95通のアンケートを発

送し，33のアンケートが回収され，現在，各

大学の授業科目と内容のキーワードで整理中

であることが報告された．

３．環境地質学に関するシンポジウム

町田委員から，環境地質学の重要性をアピ

ールするために，例えば「地球環境変動から

考える都市環境の将来」のようなタイトルの

シンポジウムを開催してはどうか，との提案

があり，全員がその必要性に同意した．シン

ポジウムの内容については，次のような意見

が出たが，欠席の委員も含めて，まず，当専

１）日時：平成16年９月30日（木）

10：30－13：30

２）場所：日本学術会議　第４部会議室

３）出席者

出席：千木良，町田，佐々木，福澤，牧野

欠席：石井，清水，高濱，田崎，徳永，小泉

４）配布資料：

資料5-1：第４回環境地質学専門委員会議事

録

資料5-2：提言案　地球科学技術者資格の確

立－持続可能な社会と地球科学の

発展に向けて－

資料5-3：提言案　初等・中等教育における

地質環境教育の充実－持続可能な

社会に向けて－

資料5-4：環境地質学の教育に関するアンケ

ート配布先と回収状況

資料5-5：環境地質学の教育に関するアンケ

ート文

資料5-6：日本学術会議と関連事項報告

資料5-7：第四紀学専門委員会のシンポジウ

ムの概要〈案〉2004.9.22

資料5-8：科学研究費時限付き分科細目候補

の趣旨説明（地球システム変動）

資料5-9：第21回太平洋学術会議の日本開催

について（協力依頼）

５）議事

報告事項

学術会議報告（町田）

・新日本学術会議会員選考委員会のメンバ

ーが30名決まり，選考が進められている．

４月には学術会議会員が決まり，10月か

ら新体制がスタートする．

・「社会のための科学」活動への協力アン

ケートは，回収後，まだ動きがない．

・18年度科研費時限つき分化細目新規設定

要望が募集され，地質研連から「地球シ

ステム変動」が提出された．各部２件の

みの応募枠だった．４部からは上の１件．

・今年度は科研費審査員に関する情報提供

を学術会議から受けていたが,今後は学

術振興会が行うことになった．

・太平洋学術会議：主催は学術会議．2007

年６月中旬に日本の沖縄で開催の予定．

11月に学会への協力がされる見込み．

環境地質学に関するアンケート〈千木良〉

・７月31日付けでアンケート用紙を発送し

て，回収・整理中であることが報告され

た．

門委員会のメンバーが発表可能なテーマを出

し合い，それも踏まえて決めることとなった．

都市の人工改変，都市の自然災害，自然災

害予防士，ハザードマップ，環境地質図，

川から海への土砂移動と人間のかかわり，

海岸の埋め立て地の液状化，環境倫理－土

地利用計画，自然保護と地学的要素

シンポジウムの内容：環境地質学の重要性を

アピールするもの（まとまりのある形で）

シンポジウムの対象：一般市民

開催日（仮）2005年３月12（土），あるいは

13〈日〉

場所：東京都民ホール（仮）200名収容

学術会議大ホールで行う場合には，第１土曜

日〈３月７日〉となるが，まだ学事の忙しい

時期なので，難しいかもしれない，との意見

があった．

12日には都立大地理学科主催のヒートアイ

ランドに関するシンポジウムが新宿の都民ホ

ール（新宿）で開催される予定であり，それ

と合体して，環境に関するシンポジウムとし

て，ヒートアイランド，環境地質，と２本立

てのシンポジウムとすることが福澤委員から

提案された．これについては，出席の委員か

らは同意されたが，この場合メインテーマを

都市に関連するものとする必要があるので，

シンポジウムの内容とともに，欠席委員の意

見を聞くことになった．

メインテーマを都市に無関係にする場合に

は，他の場所を確保することになる．

４．第四紀学専門委員会主催シンポ「私たち

の環境の明日を考える：第四紀が語る近未

来の環境」共催について（11.28開催予定）

第四紀学専門委員会主催のシンポジウム

（11月28日〈日〉）「私達の明日を考える：地

球史が語る近未来の環境」を環境地質学専門

委員会が共催することが承認された．

５．今後の予定と次回

提言案二件については，早急に修文を行い，

それに対する専門委員会の委員の意見を聞い

て再修正の後，関係研連などの賛同を得，必

要に応じて再修正し，学術会議の第４部会に

提出することとなった．最終的な提言は３月

中旬までにとりまとめる．

次回開催日については，連絡の上調整する．

公募人員：２名
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報　告

日本学術会議第19期第5回地
質科学総合研究連絡委員会
環境地質学専門委員会議事録

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．

産業技術総合研究所　活断層研
究センター若手任期付研究員公
募

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



震性及び非地震性地殻変動を明らかにし，海

溝沿いの巨大地震の多様性解明を通じて，次

の地震の予測精度向上に貢献し得る，地球科

学・生態学分野の高度な専門性と深い洞察力

を持ち合わせた研究者を募集する．

問合せ先：岡村行信　029-861-3855

以下は両者に共通な事項です．

・応募締切日：2004年12月28日（火）

・採用予定時期：2005年４月１日

・任期：５年（平成22年３月31日まで）

１．所属　活断層調査研究チーム

高精度の地震被害予測に必要な基礎データ

がまだ十分には得られていない重要活断層を

対象として，地形・地質・地球物理学的手法

を駆使した調査を行い，断層形態と古地震学

的なパラメータを取得し得る，地球科学分野

の高度な専門性と知的柔軟性を持ち合わせた

研究者を募集する．

問合せ先：吉岡敏和　029-861-2465

２．所属　海溝型地震履歴研究チーム

古環境解析等の手法を駆使して沿岸域の地

必要な書類，応募先などは，下記をご覧く

ださい．

http://www.aist.go.jp/aist_j/employment/

employment.html

また，活断層研究センターのメンバー・活

動内容などについては

http://unit.aist.go.jp/actfault/activef.html

をご覧ください．
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11月２日（火）～３日（水）

会場：仙台市情報産業プラザ

http://www.uni-science.org

○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―

11月４日（木）～６日（土）

場所：千葉県千倉町スパラダイス夢みさき

http://homepage1.nifty.com/npo-geopol/

○第５回こどものためのジオ・カー
ニバル
11月６日（土）～７日（日）入場無料

会場　大阪市立科学館　

http://geolo.sci.osaka-cu.ac.jp/geo/index.

html

○第49回日本水環境学会セミナー
「水環境を考えるために地理情報システム

（GIS）を活用する」

主催：（社）日本水環境学会

11月９日（火）

場所：東京大学弥生講堂「一条ホール」

E-mail：tamura@jswe.or.jp

○平成16年度第２回　建設技術者の
ための地質学教養セミナー
「地球の過去・現在・未来」

11月12日（金）

会場：建設交流館８Ｆ　グリーンホール

連絡先：断層研究資料センター

fred_c@orange.livedoor.com

2004.11～

地球科学分野に関する研究会，学会，国

際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開

催場所をご案内致します．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

☆印は，日本地質学会行事．

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

場所：神戸コンベンションセンター（神戸市）

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

○2004年世界アスベスト東京会議
11月19日（金）～21日（日）

場所：東京・早稲田大学国際会議場

http://park3.wakwak.com/̃gac2004

○第30回リモートセンシングシンポ
ジウム
11月１日（月）～２日（火）

場所：日本科学未来館・みらいCANホー

ル・会議室

http://www.sice.or.jp/bukai_web_appli/sind

ex.html

○第19回「大学と科学」公開シンポ
ジウム　ここまで進んだ日米の都市
地震防災

11

○第20回ゼオライト研究会
11月30日（火）～12月１日（水）

場所：タワーホール船橋

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

月　December
☆第14回環境地質学シンポジウム
日本地質学会環境地質学研究委員会

12月４日（土）～５日（日）

場所：東京大学農学部２号館

http://www.bekkoame.ne.jp/̃jcenvgeo/

○地質学史懇話会総会
12月23日（木・祝）13：30～17：00

場所：北とぴあ（JR京浜東北線王子駅下車）

内容：鈴木尭士氏「寺田寅彦」

山田俊弘氏「ステノ」

http://www.geocities.com/jahigeo/jahigeo5

1.html

2005年
月　January

○日本古生物学会第154回例会
１月21日～23日

場所：山形テルサ（山形駅前）

http://ammo.kueps.kyoto-u.ac.jp./palaeont/

○第29回日本フィッション･トラック
研究会
１月22日（土）～23日（日）

場所：愛知教育大学

http://wwwsoc.nii.ac.jp/ftrgj/

1
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きれないでいる．常に両方を見比べ，両方を

批判的にみるという習性となった．また，地

方どうしの比較は共通性や差異性を浮かび上

がらせてくれる．』との書き出しで始まって

いる．通読してみると，さらに，著者自身が

痛感してきた“後進的な新潟県と東北地方，

なかでも岩手県”（両方とも著者の郷里であ

る）に見られる共通性や違い，その経緯や原

因は何なのか？ということが，直接的な執筆

の大きな動機であろう．そして，その疑問に

対する答えをさまざまな面から探り，では当

面どうしたらよいだろうか？と考えたのが本

書であると思われる．そのような背景のもと

に豊富な文献資料に基づいて，新潟県と東北

地方，とりわけ岩手県との，地理的・歴史

的・文化史的・産業史的・経済史的な多様な

諸側面を総合した比較地域論の労作であり，

秀作である．

主な目次は次のとおりである．

序章

第一章　新潟県と東北の自然環境

第二章　新潟と東北の歴史の断片

第三章　明治以降の新潟と東北

第四章　新潟県と他県との産業の比較

第五章　県民性とは

終章　　むすびに代えて

まず，両地方が何時“後進地”の烙印を押

されたかとの問題提起をし（序章），次いで

全体的な背景としての地勢・気象条件，地

震・津波災害を紹介している（第一章）．主

体は，冒頭に紹介したように明治時代以降の

諸産業の発展史の分析であり，本書の約半分

を占めている（第三章と第四章）．そしてそ

れに至る経過として，その直前の新潟から東

北地方に及んだ奥羽越列藩同盟．戊辰戦争の

歴史的な意義が説かれ，また江戸時代以前か

ら中世・古代，古くは縄文時代までさかのぼ

って歴史を概観している（第二章）．産業面

については，奈良時代までさかのぼって，と

くに鉱山開発史，近世―現代では石油鉱業史，

発電所建設史（電力事業史）がくわしく記さ

れている．

第二章から第四章を通じて，テーマごとに

両地方の，あるいは東北地方内での比較が述

べられていて，著者が意図したどうかは分か

らないが，読者を考えながら読ませているの

が特徴の一つである．諸歴史から見て，新潟

や東北地方は，明治維新の前には長い時代に

わたってむしろ元気がよかったが，明治以降

の日本の近代化以降に“後進的”に追いやら

れたと分析する．

さらに，教育史・宗教史や県民性・方言，

各県出身の著名人（主として文化人―江戸時

代の良寛までさかのぼる）の概観，紹介者の

世代ならば誰でも知っている３人の海軍の元

提督（山本五十六・米内光政・井上成美―そ

れぞれ戊辰戦争に敗れた長岡藩・南部藩・伊

達藩の家臣の子息）の紹介など，非常に幅広

く，興味を持って読める（第五章）．最後に，

“裏日本意識”の問題をとりあげ，また，新

今年９月の千葉大会のポスター会場で，こ

こに紹介する「こんな読み物」を書いたと，

著者から寄贈された．「こんな読み物」とは，

『新潟県と東北地方との総合的な比較地域論

であり，明治以降に国の政策のもとで新潟県

や東北地方の政治・経済がどのように発展し

たかあるいは発展しなかったかを検証するこ

とを主題としたもの』（著者の記述による）

である．著者が地質学の専門家であることを

知っている人ならば，「新潟と東北」という

表題のもとでこのような内容が書かれている

とは，まず想像しないだろう．

著者は，岩手県一関市に生まれ，東北大学

理学部出身で，同理学部助手，地質調査所技

官から新潟大学理学部助教授に転じ，同教授，

同理学部長，県立新潟女子短期大学学長を務

めたフィールド系の岩石学者である．紹介者

は地質調査所時代以来の旧知の間柄であり，

とくに最近の地質学用語集の作成では岩石

学・鉱物学・鉱床学関係の用語に関して苦労

を分かち合ったが，本書執筆の最終段階と重

なってたいへんだったということを初めて知

った．

著者が第二の郷里とする新潟に1964年に移

り住んでから40年が経った．本書は，『新潟

人になったつもりでも，いつも第一の郷里で

ある岩手のことが頭にすみつき新潟人になり

潟県の産業の現況分析から，同県や東北地方

全体の地域発展のための今後への具体的提言

のいくつかをまとめている（終章）．

そのほか，資料として付表１（新潟県の主

要企業の立地），付表２（富山県の主要企業

の立地），付表３（新潟・富山・福島県内の

水力，火力，原子力発電所）が末尾に付けら

れている．著者が本文の基礎として作成した

オリジナルなものと思われるが，これらがな

くとも十分に内容を理解できるので蛇足との

感はある．しかし，総括資料としての価値は

大きく，それぞれの関連事項を調べるときに

は非常に有用であろう．

本書の表紙のデザインもユニークである．

扱った多数の語のなかからキーワードのいく

つかを取り出して，縦書きで配列している．

通読したあと表紙を何気なく眺めると，それ

らを通じてあらためて内容の一部を思い出す

ことができ，意図的であったどうかは知らな

いが，ともかく便利である．

諸所に随筆風の筆致で新潟や東北地方の諸

所のフィールドワーク時の体験や著者自身の

新潟と岩手への想いが語られていて，読みや

すさを助けている．両地方を熟知した著者の

故にはじめて，新潟と東北地方の比較を軸と

した，歴史的に総合した地域発展史に迫るこ

とができたのではなかろうか．さらに，偏見

と非難されるかもしれないが，空間的にも時

間的にもバラバラな非常に多岐にわたること

がらの手際よいまとめは地質学の手法と相通

ずるものがあり，地質屋ならではの感じであ

る．

本書は，もともと著者の新潟や東北地方で

の地質学的なフィールドワークを背景とし部

分的にはそれらの関連記述があるが，紹介し

たように地質学に直接に関係しているもので

はない．富山県の一部を加えて，縄文時代以

降，歴史時代を通じて現在に至るまでの新潟

県と東北6県のさまざまな面の歴史を総合的

に比較記述し，今後の発展への提言をまとめ

たのが本書の特徴である．そして，多くの面

を考えさせられながら，著者と心情を共有し

ながら親しみやすく読むことができる．

幅広い内容のこのような本をまとめられた

著者に敬意を表するとともに，これらの地方

のどこかでフィールドワークを経験したり，

あるいは現在進めておられる方々にとっては

おそらく非常に興味深く読める本として，ま

た，今後フィールドに入られる方々には地域

社会に関するバックグラウンドを得るうえ

に，ぜひ一読をお薦めしたい．さらに，もち

ろんさまざまな専門家を含む多くの方々，と

くに地方自治体で行政に携わる方々には広く

読んでいただきたい本である．

なお，出版社の野島出版は，

住所：〒955-0062 新潟県三条市仲之町1-7

電話：0256-34-3592 http://www.shuppan.

co.jp（購入申し込みはウェブサイト

から可能）

（水野篤行）
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島津光夫　著

株式会社野島出版（新潟県三条市），

2004年６月15日発行，293p（本文，縦書

き）＋19p（索引・付表），

ISBN4-8221-0200-9 C0021，3,000円＋税
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川氏は自分の未公表のデータをも提供して積

極的に協力された．｛黒川氏は2001年８月に，

難病指定の脊髄小脳変性症（現在はハンチン

トン病に病名変更）に罹病，運動機能や調整

機能の喪失が進行していった．現在，彼は甲

西町教育委員会事務局を退職，療養中であり，

地質調査活動が出来ない状況となり，まこと

に残念である．なお，甲西町の博物館建設計

画は財政事情のため現在凍結されている｝．

このような経緯の中で「水口」地質図幅が出

版されたことに感慨深いものがある．

「水口」図幅地域の地質は，主として丹波

帯に属する堆積層と，これを貫く領家帯に属

する花崗岩類及び山陽帯に属する花崗岩類そ

してこれらを不整合に覆う新生界の古琵琶湖

層群と段丘堆積物や沖積層から構成されてい

る．これらの地質について「水口地域の地質」

研究報告（83頁）と地質図幅において丹念に

記載されている．

この地域で最も古いのは丹波帯の地層群で

ある．この地層群については木村克己氏が担

当している．これらの地層群は，花崗岩類に

貫入され，その後の地殻変動と削剥によって

連続性の乏しいブロック状または小規模なル

ーフ状になって孤立して分布し，対比の鍵と

なる放散虫化石も産出しない状況にある．本

報告では隣接地域との関連性と層序・岩相の

比較から丹波帯Ⅰ型地層群に属するとしてい

る．これまで推測の域を出なかった地層群の

位置付が，近年の周辺丹波帯地域研究（図幅

調査）の成果の上に立ってはじめて可能とな

ったのであり，ここにも広範囲に図幅調査を

積重ねる意義が示されていると思う．

水口図幅の約半分の面積を占める花崗岩類

と関連火成岩については，これまでの研究成

果を中野聰志氏と原山　智氏が丹念に記述し

ている．これらの花崗岩類は放射年代から後

期白亜紀火成岩類としてまとめ，岩石，地質

構造等の記載は周琵琶湖花崗岩団体研究グル

ープ（2000）の報告を基本として，新たな記

載を付け加えてある．

この地域の火成岩類については，新期領家

花崗岩類に属するとしている信楽花崗岩体及

び観音寺花崗閃緑岩体と山陽帯花崗岩類の田

上花崗岩体との構造関係や岩相の相違，その

分布域が基本問題であったが，周琵琶湖花崗

岩団体研究グループ（2000）よって基本的に

は解決していると思われる．この成果を本報

告では要領良くまとめてある．

次に重要な問題は，水口図幅の東部と北部

一帯に分布する湖東流紋岩類の諸岩体の形成

モデルとして提唱されている湖東コールドロ

ン（西川ほか，1983）と田上花崗岩体等から

なる周琵琶湖環状岩体群との関係である．こ

の問題についても周琵琶湖花崗岩団体研究グ

ループを中心とした琵琶湖基盤地質研究会

（2001）と今回の図幅調査によって，観音寺

岩体を貫く石英斑岩と火砕岩の混在岩脈を発

見し，この石英斑岩・火砕岩は田上花崗岩体

に貫入している花崗斑岩岩脈のゼノブロック

５万分の１地質図幅によって近畿地方をカ

バーする事が関係者の努力にも関わらず近年

まで多くの空白図幅を残していた．1979年か

ら「地震予知のための特定観測地域の地質図

幅作成計画」が始まり，最近，地質図幅作成

が加速された結果，かなりの地域がカバーさ

れてきたことは嬉しい限りである．その中の

１つとして，滋賀県甲賀地域の主部である５

万分の１地質図幅「水口」が今回，出版され

たのである．

「水口」図幅の北西部にある田上山は，ペ

グマタイト鉱物の産地としてナウマン博士が

世界的に有名にした所である．私の学生時代，

京都大学には田上山とその周りの花崗岩や花

崗岩中の陶石鉱床，信楽焼の原料陶土などを

研究していた研究者が幾人かいた．その方々

の研究成果を学ぶ中で，「水口」図幅地域の

地質と鉱物に私なりに関心を持って何度か足

を運んでいた．1970年代後半から，滋賀大学

の地学教室が中心になって田上・信楽地域の

花崗岩とその構成鉱物の研究が本格的に始ま

り，1980年には滋賀県の小中学教員を中核と

した周琵琶湖花崗岩団体研究グループが結成

されて研究成果が蓄積され，1992年頃は新た

な段階を迎えていた．

この頃，甲賀郡甲西町（現：湖南市）で博

物館建設の機運がもちあがり，町として博物

館建設に向けた調査活動が始まった．この調

査活動は野洲川足跡化石調査団を母体とした

湖南自然史調査会に委託された．この調査活

動に周琵琶湖花崗岩団体研究グループの協力

があって大いに助けられた．その後，甲西町

教育委員会に博物館開設準備室が設置され

て，黒川　明博士（新潟大地鉱出身）が赴任

してきた．彼は博物館開設準備に関わって甲

西町周辺で層位不明の古琵琶湖層の調査を精

力的に進めていた．

以上の様な状況を背景として，1999年に５

万分の１「水口」地質図幅作成が計画されの

は時期を得たものと思えた．調査担当の中野

聰志氏，原山　智氏らから協力要請があり，

私と黒川氏は喜んで協力を約束した．特に黒

としても存在する事を記載して，解決の手が

かりを提供している．

本報告の火成岩類の記述での特質は，花崗

岩類の主要造岩鉱物であるアルカリ長石の微

細組織に関する記述があることである．中野

氏らの長年にわたるアルカリ長石微細組織研

究の成果が本報告に生かされている．

今後の課題ではあるが，この地域の後期白

亜紀火成岩体に胚胎している陶石（長石）鉱

床形成過程と花崗岩類形成過程との関連につ

いて，火成岩形成の側からの詳細な検討がさ

れていない点が残念である．

古琵琶湖層群は水口図幅での主要堆積層で

ある．本地域の古琵琶湖層群の層序と対比に

ついては，古くから多くの研究がなされてき

たが，甲西町（現：湖南市）下田区域周辺

（近江八幡図幅にまたがる）と野洲川河床の

地層群については対比が十分でなく，未区分

層として残されていた．その後，黒川氏らを

中心に野洲川河床の足跡化石層準確定の研究

が進められて，河床から小佐冶火山灰層を発

見して大きく前進した（甲西町教育委員会，

1998）．

本報告では，古琵琶湖層群に精通した川辺

孝幸氏と水野清秀氏によって，これまでの古

琵琶湖層群研究成果と，新たに判った未区分

層の層序と層準をもとに統一的にまとめられ

ている．ここで，新知見をふくめての古琵琶

湖層群生成時の古地理変遷について新たなモ

デルが提唱されるのを期待するのは，門外漢

の高望みであろうか．

水口図幅地域の第四系の段丘堆積物と活断

層についても川辺・水野両氏によって簡潔に

まとめられている．段丘形成と活断層の活動

時期やその変位量は更新世から完新世の地殻

変動の変遷を直接示すものと学んできたが，

門外漢の私にとっては，より具体的な第四紀

の地形変遷モデルを提示していただくと嬉し

いのだが無理だろうか．

水口図幅地域の地下資源では，長石鉱床が

わが国の陶石の生産量において重要な位置に

ある．そのほか耐火粘土や珪砂鉱床等窯業原

料の生産も行われている．古くから信楽焼や

本地域南部の伊賀焼はこの耐火粘土を原料と

して発展してきた．陶石鉱床や珪砂鉱床は近

年の窯業工業のこの地域での発展を支えてき

ている．この意味でもこの「水口」地質図幅

出版の意義はある．本報告では高木哲一・小

村良二両氏によって主に長石鉱床の構造と構

成物について詳細な記載がなされ，その成因

についても触れられており私の見てきた事実

と一致していて心強く思った．

本地質図幅と報告書の紹介の終えるにあた

り，これを地質学徒ばかりでなく，教育・行

政・建設・産業界の多くの方々にひろく活用

されとともに，環境問題をはじめとする市民

運動やNGO関係者にも活用される事を願っ

てやまない次第である．地質学会員の方々に

本図幅の普及をお願いしたい．

（冨田克敏）
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中野聰志・川辺孝幸・原山　智・
水野清秀・高木哲一・小林良二・

木村克己　著

産業技術総合研究所地質調査総合センタ

ー，2003年発行，￥4,305（税込）

地域地質研究報告（５万分の
１地質図幅）「水口地域の地質」

新版地質図・
報告書類



Geologyを編集しているJames Cook大学（オ

ーストラリア）のTom Blenkinsopと，著名

な教科書Techniques of modern structural

geology第三巻の著者であるCardiff大学（ウ

ェールズ）のRichard Lisleであった．２つ目

には英語を母国語とする国の有利さを挙げる

べきだろう．国際シンポジウムと銘打たずと

も，どの国の研究者でも議論に参加すること

ができるし，集会から生まれた論文集は，世

界中に販路を持つわけである．ただし今回の

論文集は同学会のspecial publicationではな

く，Journal of Structural Geologyの特集号

になるとのこと．いずれにしても，権威ある

メディアに発表内容が載ることは，参加者に

とって魅力である．また，地質学会として伝

統と実績を誇る，他ならぬロンドン地質学会

であったことが，人々を引きつけたもう一つ

の要因であったろう．

筆者はロンドン地質学会の会員ではない

が，参加登録料および食費（昼食と休憩時の

お茶と会議終了後のワインの代金）として50

ポンド（約９千円）を払うことにより，参加

することができた．会員の特典は，５ポンド

の割引である．わが国では地質関連分野が多

数の小学会に分断されていることが一つの問

題としてしばしば話題になるが，日本地質学

会の年会などで非会員に発表の機会を与える

ことが，国際化する以前のこととして，まず

は国内において地質学会を外に向かって開く

ための一助となるのではなかろうか．

会議の内容について，注意を引いた件のみ

を紹介する．木村さんと増田氏のマイクロブ

ーディンの発表は，古応力の絶対値がわかる

数少ない方法として注目を浴びた．方解石双

晶からは古応力の方向だけでなく，絶対値を

ロンドン地質学会の構造地質部会

（Tectonic Study Group）が2004年９月10日

に開催した，表記のシンポジウムに参加した．

同部会は冬に例会を持つほか，特定テーマに

ついて不定期にシンポジウムを開催してい

る．今回は，古応力解析の方法論とフィール

ドへの適用事例を中心として，口頭とポスタ

ーとを合わせて23の発表があった．

会議はロンドン地質学会の本部で開催され

た．同本部は，ロンドンの中心部，ピカデリ

ー通りに面した建物の一角を占めている．円

柱の立ちならぶ，王立芸術院の壮麗な建物で

ある．玄関を入った通路には，ライエルやス

ミスなど，英国地質学界の巨人たちの肖像画

や大理石の胸像が飾られている．奥には定員

が150人ほどのホールがあり，口頭発表はそ

こでおこなわれた．隣接する図書室が，ポス

ター会場として使われた．

今回は，テーマが狭かったためだろう．参

加者が30名ほどの小シンポジウムであった

が，国際学会と銘打っていなかったにもかか

わらず，英国の他，オランダ・ベルギー・ス

ペイン・イタリア・カメルーン・オーストラ

リア・日本から参加者が集まった．日本から

は，静岡大学の増田俊明氏と院生の木村希生

さん，京都大学からは院生の大坪　誠・佐藤

勝志の両君と筆者が発表を行った．今回のシ

ンポジウムでは，英国人の比率は1/4位だっ

た．幾つもの国から研究者を集めたわけだが，

コンビナーから旅費が支給されたわけでは，

もちろん無い．

国際シンポジウムになったのには，幾つか

の理由があったと思う．一つは，その方面で

世界的に名の知られた人物がコンビナーだっ

たからである，今回はJournal of Structural

も制約できる可能性があることが，ロンドン

自然史博物館のVita-Finziらによって示され

た．オーストラリアの石油会社のGartrellら

は，3D地震探査データを小断層解析の手法

にかけることにより，古応力を推定できるこ

とを示した．青島大学のShanとCardiff大学

のFryは，小断層データから複数の応力を分

離する数値解法を提案した．小断層解析の応

用面の研究発表は意外だった．理論面では

1980年代のAngelierらの方法から，90年代半

ば以降おおきな進展があったが，小断層解析

を地域テクトニクスに応用した研究では80年

代の方法が，今回の発表でも無批判に使われ

ていたからである．新手法を普及する努力が，

国際場裏でも必要であると思った．

われわれ京都組は，小断層解析の理論とフ

ィールドへの応用と，両面で研究を進めてい

る．この会議では理論面に絞って６つの発表

をおこなった．近年FryとLisle達は，小断層

解析の逆問題としての新しい定式化と，解と

して得られた複数の応力間の差を表す新しい

パラメータとをそれぞれ提案した．それらを

佐藤君は，統合してみせた．Cardiff大学の

人々は，自身が提案した上記の２つの事柄を

別物と考えていたらしく，この統合理論に驚

嘆していた．最近の我々のグループの理論研

究は，この統合理論が基礎になっている．そ

れにもとづいて，佐藤君は小断層解析の分解

能を引き上げることができることを示した．

大坪君は，多重逆解法の解の自動検出アルゴ

リズムが構成できることを示し，さらに褶曲

帯における傾動補正にそれが応用できること

を示した．筆者は統合理論を使って，多重逆

解法の理論的基礎について説明した．

小断層解析の理論面の研究を進めているの

は，主としてCardiff大学と京都大学である

が，それぞれの主要メンバーが直接議論でき

たことは，互いにとって大きな刺激になった．

たった１日の会議だったが，日本からはるば

る参加するに値する充実した会議であった．

また小断層解析を適用するという面では，テ

クトニックに活動的な地域であり，層序など

他の基礎データが充実しているという理由

で，日本が世界有数のフィールドであること

を改めて感じた．
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ロンドン地質学会のシンポジウム
「New dynamics in paleostress analysis」

山路　敦（京都大学）

学協会・研究会報告

占めることになるであろうGeoparksについ

て，編集委員会の求めに応じて，フローレン

スの会議の様子にふれながら，報告したいと

思います．

フローレンスにおけるGeoparksに関わる

シンポジウムでは，後述するように既に

Geoparksを設定して活動のネットワーク作

りも進んでいるヨーロッパ等では，遺産の保

存・活用とGeotourismを進める中での経済

32nd IGC-Florenceでは，新しい地球科学

の流れを受けて，Geoparksに関わるTopic

Symposiaが組まれなかなか盛会であったこ

とから，Geoparksを中心的に推進している

ユネスコ地球科学部長のW. Eder氏は，「よ

うやくここまできた．」と感慨深げに話され

ていました．来年からスタートする国際惑星

地球年（2 0 0 5 - 2 0 0 7）でも，社会普及

（Outreach）プログラムの中で重要な位置を

活動との間の摩擦が議論の対象となる一方，

現在その設定に努力をしている人たちの報告

では，自国のGeoparkのすばらしさと共に，

博物館などの公的機関と地元の人達が組んで

どのようにしてGeoparksの設定に向けた取

組を進めるべきかやその活動への理解を広め

ることの重要性を熱心に報告していたのが印

象的でした．

1972年に発足した世界遺産の自然遺産とし

て，グランドキャニオン国立公園やハワイ火

山国立公園などが選ばれる中で，より積極的

な形で地質的あるいは地形的に貴重な遺産を

波田重煕（日本IGCP国内委員会代表幹事）

●32nd IGC特集　Part２

Report 6 ジオパーク：
（Geoparks/Geosites/Geological Heritage/Geotourism）



Service of Society”を実行することからも，

Geoparksはユネスコの公式プログラムとし

て推進すべきという認識に立って，IUGSの

全面的な協力も得てその実現のために努力し

ています．ユネスコIGCP科学理事会が主張

しているのは，21世紀を迎えた今，我々が直

面しているのは人類が今までに体験したこと

も予測したこともない地球規模の問題で，そ

の解決には地球システム変動の学問的解明と

共にその成果を広く社会に啓蒙していくこと

が大層重要で，地球を歩き，地球と生命につ

いて考え，それを未来に向かって伝承してい

く場がGeoparksでありそれと調和した

Geotourismであると，主張しているのです．

IGCP科学理事会は，UNESCO Geoparks

Programmeについて検討する委員会を2000

年に発足させ，2002年にはInternational

Network of National Geological Parks

（Geoparks）の推進を決議するなど活発な議

論を続けています．つい最近得た情報による

と，ユネスコ地球科学部門とIUGS及びIGU

（International Geographical Union）は，”A

Geoparks Approach: Science, Heritage,

Communication, Socio-Economy and

Education”と呼ぶTask Forceをスタートさ

せ，今後Geoparksに関わる法令などを整備

していくとのことです．このように

指定し，それを地球科学の教育の場として活

かしていこうという考え方は，自然遺産の選

定に協力してきたユネスコ地球科学部門で繰

り返し議論されてきました．しかしその取り

組みはなかなか実らず，1999年までは，30th

IGC-Beijingの討議にも見られるように，そ

れは世界遺産の枠組み中での議論に留まらざ

るを得ない状況が続きました．しかし，それ

では地質をテーマとする自然遺産の数はなか

なか増えそうになかったことから，地球環境

問題など地球規模の問題の解決が緊急の課題

と考えるユネスコ地球科学部門は強い危機感

を抱き，ユネスコの新しいプログラムとして

登場させたのがGeoparksでした．ところが，

1999年に提出されたUNESCO Geopark

Proposalは残念ながら承認されず，2000年，

2001年のユネスコ執行理事会でもその状態は

変わりませんでした．文科省のユネスコ関係

者が「ジオパークはユネスコのプログラムで

はない」という姿勢をとっている根拠は，こ

のようにGeoparksはIGCPとIUGSが推進して

いる１ジョイントプログラムであって政府間

会合という性格のものではないことにありま

す．

このような状況ではありますが，ユネスコ

IGCP科学理事会では以下の考え方に基づい

て，また自らが提唱する“Geoscience in the

Geoparksは，ユネスコの正式のプログラム

にはなっていないとはいえ，それに向けて着

実に前進しているといえます．

最も早くGeoparkに対応したヨーロッパ

は，現在EU８カ国17ケ所のGeoparksによっ

てネットワークを組織しており，2000年以来

毎年European Geoparks Network Meeting

を開催しています．またイランや中国も

Geoparksに大変熱心で，中国は既に44ケ所

の国家地質公園を選定し，そのうちの７ケ所

がヨーロッパの17ケ所と共に，今春ユネスコ

が後援するWorld Networks of Geoparksと

して正式に認定されました．国際惑星地球年

に関わって，ようやく日本でもGeoparksに

ついて議論する気運が高まってきました．前

述したように，Geoparksの考え方はこれか

らの地球科学にとって大層重要なものであ

り，日本もその運動に積極的に関わっていく

べきだ考えます．そのためには，Geoparkの

選定を受けようとする地域の大学をはじめと

する学校や博物館の地質関係者と地元の多様

な組織とが協力して，地道な調査や普及活動

を継続するなど，Geoparksの設定に向けた

条件整備を進めておくことが今の段階では重

要と考えられます．
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ている博物館を見学し，夕食ではワイン醸造

所の見学をかねてトスカナ・ワインを堪能し

た．

31日は，アペニン山脈を横断して，山中の

ピエトラマラで崩壊地とそこに現れている逆

転したオフィオライト層序を観察し，またヴ

ォルタが可燃性ガスの実験を行ったという天

然ガスの採取工場を見学した．その日の午後

は，第２回のIGC（1881年）が開催された際

に，会場となったボローニャのロッシーニ音

楽院と大学を訪れた．音楽院の講堂では，そ

この学生によるピアノの連弾を聴いた．ヨー

ロッパ最古の大学といわれるボローニャ大学

では，地質古生物と鉱物の２つの博物館を見

学し，その伝統と革新の調和を感じることが

できた．

９月１日は，ヴェローナへと移動して，そ

この農業アカデミーを訪問し，地質関連の古

文書等を見学した．昼食後の自由時間には

「ロミオとジュリエット」のモデルとなった

ジュリエッタの家や前１世紀のローマ時代の

劇場跡（＋博物館）を訪れた参加者が多かっ

た．その後，市立自然史博物館で主にボルカ

産の見事な魚類化石を見学した．

２日は，ヴェローナ北方の始新世の魚類化

石が産するボルカ（Bolca）へ行き，化石産

出地の所有者が経営する博物館と採掘坑を見

学した．ご他聞にもれず，ここでも化石の帰

イタリアのフィレンツェで開催された

32nd IGCの終了後の８月29日から９月３日

まで，INHIGEO（国際地質科学史委員会）

主催の巡検がもたれた．この巡検の目的は，

近代地質学の成立に重要な意味をもつイタリ

ア北部の地質現象と各地の研究機関や自然史

博物館を見学することであった．巡検の立案

と案内は，おもにイタリアのINHIGEOメン

バーである N. Morello と E. Vaccari が当た

り，現地ではそこに詳しい研究者が案内と説

明を担当した．

29日朝にピサ中央駅前に集合した参加者は

総勢32名であった．その日は，トスカナ地方

のエトルリア時代から採掘された銅鉱山跡や

墳墓を中心としたエトルリアの遺跡の見学に

当てられ，ローマ時代に先立つ高度な金属・

石造文明の一端を垣間見ることができた．案

内してくれた博識の女性ガイドの歯切れよい

英語の説明にも感銘を受けた．

30日は，シエナのアカデミーとその付属博

物館を訪れ，最近日本でも人気上昇中の中世

の街並みがそのまま残り，「トスカナの女王」

と称せられる都市と，そこにある古色蒼然た

る建物の中に自然史研究の蓄積を見た．午後

はステノの地質形成史のモデルとなったトス

カナ地方の地質を遠望した．レオナルド・

ダ・ヴィンチの生誕地のヴィンチ村では，彼

の発明になる器具・機械のモデルが展示され

属と売買をめぐる複雑な利害関係があるよう

である．この日もまたワイン醸造所を見学し，

参加者全員が I Fossili（化石）という銘柄の

ワインを２本をお土産にいただいた．午後は，

アルドゥイノ（G. Arduino）が層序を確立し，

近代層序学の先駆となったアニョー（Agno）

渓谷を訪れ，地質を遠望した．夜遅くヴェネ

ツィア北方のテッサラの宿にたどり着いた．

３日は，ヴェネツィア科学アカデミーを訪

問し，威厳に満ちた部屋に座って，ヨーロッ

パの科学の伝統を実感した．講義室でH.

Torrensが，英国の地質・鉱山技師とヴェネ

ツィアとの関わりについての特別講演を行っ

た．自由時間の市内散策の後，市立自然史博

物館で主にイグアノドンと巨大なワニの化石

を見学した．

沓掛俊夫（愛知大学）

Bolcaの魚類化石の採掘坑付近での巡検参加者全員の

集合写真（９月２日）
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る高級レストランに参加者全員が招待され，

豪勢なイタリア料理を満喫できた．その際，

フォーマルな服装が求められたことも付記し

ておこう．要領よく勘所の見学ができた本巡

検を企画し，案内して下さった関係者に篤く

ヴェネツィアの「最後の晩餐」は，

INHIGEOの新会長 P. Taquet博士（フラン

ス科学アカデミー会員）の友人（恐竜化石発

掘仲間）で，ヴェネツィアきっての実業家

Ligabueの経営するサン・マルコ広場に面す

感謝する．

なお，日本からの参加者は，岡田博有・矢

島道子・山田俊弘・白川（沓掛）頼子と筆者

の５名であった．
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世，一部漸新世の地層で埋め立てられている

地帯である．地溝帯北部の中新統中には石炭

が挟まれ，かっては稼行されていたが現在は

休業していた．露出がよいために，盆地の縁

辺で，砂岩・礫岩層が高角の断層で切られな

がら薄くなっていく様子が見られた．さらに，

地表面が地層とほぼ平行に傾動しており，現

在も変動が進行していることを想像させるも

のであった．礫岩には，崖錐状のいわゆるガ

ラガラ礫が見られた．

地溝帯南部の山道沿いの大きなカッティン

グでも，礫岩層が高角度の正断層に切られな

がら縁辺に向かって薄くなっていく現象が観

察された．

ギリシャの地質

ギリシャの中・東部は，山地と盆地が北北

西ー東南東方向に何条も帯状に交互に並んで

いることで特徴づけられる．山地は先カンブ

リア代ないし古生代の地層や岩石，盆地は古

第三紀，新第三紀ないし第四紀の地層で埋め

立てられている．東部のKozani-Servia盆地

では，新第三系中に胚胎されている褐炭を露

天掘りして近くの火力発電所に供給している

とのことで，露天掘り跡を背景に，何本もの

煙突から盛んに白煙を吐き出している発電所

が，あちこちに見られた．

中部のGrevena南東方の盆地は，背後の山

地はオフィオライトや大理石からなる基盤か

ら構成され，盆地は上部始新統～中新統で構

成されている．これらの地層は，山地から丘

陵に向かって厚くなりながら傾いていて，地

形も地層とほぼ平行して傾く様子が大露頭で

観察でき，この地でも地形を増幅する運動が

進行しているのであろうと想像した．

この地には1995年５月13日M6.6の地震が

発生した．地震は，丘陵地の急傾斜する地形

単元の境界付近に発生し，そこでは断層も活

動したとのことであった．地震発生後GPSの

ベンチマークを設置してそれらの変位を観測

し，震央付近では，地形を増幅する運動が進

行していることが確認されたとのことであっ

た．

西部のIoannina付近の中新世前期の地層で

埋められたEpirus盆地でも，ドーム状，盆状

地形が見られ，地層はこのような地形にほぼ

平行して変形していて，現在地形を増幅する

運動が進行していることを想像させられた．

この盆地東方のPindos山地前縁では，1997年

まえがき

万国地質学会議において，地質巡検は研究

発表と同じくらいの比重を占めていて，同会

議の案内書の半ば以上は，巡検の案内に費や

されている．それも10日前後にも及ぶ長期の

巡検が用意されるのが同会議の特徴の一つに

なっている．今回のフィレンツェにおける会

議においても，会議前に33，会議後に40の巡

検が用意されていた．しかしキャンセルされ

たものが多く，最終的には会議前７，会議後

９の巡検が行われたとのことである．

私の申し込んだブルガリア西部とギリシャ

北部を横断する巡検は，幸いキャンセルには

ならず８月10日から19日にかけて行われた．

参加者は米国人３名，英国人１名，日本人は

飯川健勝氏と小生の２名，中国人19名という

構成で，大型バス１台で各地を見学してまわ

った．米国人参加者の１人のHarald Drewes

氏は，15年前のワシントンでの万国地質会議

の折，米国南西部のベーズン・アンド・レン

ジ地域の巡検をご案内下さった方で，その奇

遇に驚いた．年令はすでに80才をこえておら

れるものと思われるが，終始お元気で，熱心

にメモをとっておられたのに感心した．

巡検の案内は，ブルガリアはソフィア大学

のZagorchev氏とIvanov氏，ギリシャはアテ

ネ大学のMariolakos氏とFountoulis氏があた

って下さった．

ブルガリアの地質

巡検地は，アルプス造山帯に属する地域で

ある．巡検の最初は，ブルガリア中部を東西

に走るバルカン山脈とその周辺地域で，山脈

の南部には主として三畳系・ジュラ系・白亜

系が分布し，かなり複雑な構造を呈するが，

北部には古第三系・新第三系が主として分布

し，構造はゆるく，より単純である．バルカ

ン山脈南部では，白亜系の石灰岩が山地の前

縁でほとんど垂直に立っているところから，

山地の内部へ向かってゆるくなる見事な箱形

褶曲を川沿いの大露頭で見学，さらに三畳

系・ジュラ系下部層の上にオルドビス系ない

しデボン系がほとんど水平の断層で衝上して

いる山腹の大露頭が印象的であった．

その後ブルガリア南西部の山地を，ソフィ

アからギリシャ第二の都市テッサロニキへ向

かって南下した．この地帯は，先カンブリア

代ないし古生界からなるRhodope地塊中に，

北北西ー東南東方向の地溝が形成され，中新

にM5.6の地震が発生したが，それは，山地

前縁にそって走るKanitza断層沿いのものと

のことであった．

上記の山地と盆地が並ぶ地域の西方の

Ionian zoneは，中生代・新生代の地層は褶

曲し，覆瓦構造をつくっている．この地帯で

も山地の前縁に断層が発達し，その断層によ

る地形を見学して地質見学は終了した．

文化遺産

ブルガリア南西部では，UNESCOの世界

遺産にも登録されている10世紀に建設された

Rila修道院，ギリシャでは，Virginaのマケ

ドニア王の王宮跡や王の墓地，１万5000年前

の人類の足跡が見つかったTheopetra洞窟，

11世紀にまでさかのぼる高い岩山の上に築か

れたMeteoraのいくつもの修道院，Dodona

の古代ギリシャ時代1万7千人もの観客を収容

した円形劇場，神殿など人類の第一級の文化

遺産を見学した．

宿泊したLovechやIoanninaは古い歴史を

もつ風格のある町，Melnikは礫岩のつくる

奇岩に囲まれた町，Veriaは風光明媚な観光

地で，地質だけでなく文化的にもたいへん楽

しめた巡検であった．

あとがき

この巡検のギリシャ側の地域は，Aubouin

（1965）がGeosynclineで記述したところで，

その地を自身の目で見たいということで巡検

参加の申し込みをした．巡検は，Neotectonic

transectということで，中新世以後の地殻変

動を主に見学するというものであった．ブル

ガリアもギリシャも山国で，裸の岩山が拡が

り，地質を十分に堪能できた．

各地で地形がうねり，その下の地層がそれ

と平行して変位・変形していて，地形を増幅

する運動が現在進行していることを見せつけ

られた．案内者は，現在山地はさかんに隆起

し，平野や盆地は沈降していて，地震はその

ような運動にともなうものであることを強調

しておられた．これは日本列島でも同様で，

今後，両地域の比較研究を期待したいところ

である．

巡検の一行は，18日夜イオニア海沿いの

Igoumenitsa港をフェリーボートで出航，ア

ドリア海を航行し，翌19日午後イタリアの

Ancona着，バスでFirenzeに夕方到着，巡検

は無事終わった．

鈴木尉元
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環境地質研究委員会では，Japan Branch of GEM IUGS,日本情報

地質学会，（NPO）日本地質汚染審査機構,（財）環境地質科学研究

所，日本鉱物学会（交渉中）等との共催で表記のシンポジウムを開

催します．

このシンポジウムは，地質学会会員・非会員を問わず専門分野を

こえ広く環境地質や地質環境に関する調査・研究に携わる方々から

の発表で構成されています．投稿された論文（今回からは，査読審

査を通った論文（論説）と，従来通りの自由投稿論文（報告）の２

種類で構成されます．）の内容から数セッションに分けてプログラ

ムが組んであります．講演時間は質問時間を含めて１題15分で，各

セッションの終わりには総合討論の時間をもうけ今後のその分野の

研究の方向性などを議論してもらうようにしています．

なお，シンポの最初に委員会の運営報告等を行います

また，シンポジウム会場では過去のシンポジウム等の書籍を格安で

販売いたします

広く環境地質に携わる方々の多数の参加を期待いたします．

期日：2004年12月４日（土）・５日（日）

会場：東京大学農学部２号館　化１・化２教室

（東京都文京区弥生1-1-1）

会場までの交通手段：地下鉄丸の内線「本郷三丁目」駅下車，徒歩

15分．地下鉄千代田線「根津」駅下車，徒歩８分．地下鉄南北線

「東大前」駅下車，徒歩１分．

東京大学大学院農学生命科学研究科ホームページ参照

（http://www.a.u-tokyo.ac.jp/）

参加費：７,000円（講演論文集代含む）

（大学学部生以下　5,000円）

※食事について：会場周辺は食堂はあまりありません．土曜，日曜

で大学生協も空いていませんので，各自で昼食等を持参してくだ

さい．

プログラム
（講演時間：１題15分,質疑応答含む）

４日・５日　Ａ会場（化１教室）

４日

09：45 挨　拶　　環境地質研究委員会　会長 羽田　忍　

09：50～10：10 活動報告　環境地質研究委員会

地質環境の長期安定性および地質環境中での微生物活動
講演・討論　10：15～12：30

10：15 花崗岩体における酸化還元フロントの形成と物質移動

吉田英一・赤川史典・山本鋼志

10：30 深部花崗岩体割れ目に伴う変質鉱物からみた地下環境の推

定…………………………………………………鵜飼恵美・吉田英一

10：45＊活断層運動による周辺地質環境への地球化学的影響解析－

岐阜県付知地域の阿寺断層による事例研究－大嶋章浩・吉田英一

11：00 幌延地域における地質環境の長期安定性に関する研究－研

究の現状と研究計画……………………………新里忠史・安江健一

11：15 沖積層泥層中の微生物相はその堆積環境を反映するか？

…………………………竹内美緒・花田　智・宮地良典・中澤　努

・駒井　武・木村克己

11：30 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

11：45 微生物・地質化学相互作用モデルの構築と検証

…………………………宮坂　郁・難波謙二・加藤憲二・栃木善克

・福永　栄・菅野　毅

有害地質
講演・討論　13：30-15：15

13：30 旧産炭地の坑内水から析出する沈殿物の物性について

……………小林大誠・櫻井利彦・岡本真琴・市来良英・坂本栄治

13：45 兵庫県東部を流れる猪名川水系の河川底質における重金属

分布～特に銅,亜鉛,ヒ素について～ ………松尾友太・田結庄良昭

14：00 砒素含有鉱泉に形成される堆積物中の砒素分布の特徴

…………………………………………………高階義大・田結庄良昭

14：15 愛媛県砥部町万年地域における砒素に富む変質安山岩の風

化作用と地表水の関係……………千葉悦子・岡田知子・榊原正幸

・佐野　栄・堀　利栄

14：30 東京低地における有楽町層上部の砒素濃度

…………………………………………………………………吉田　剛

14：45 甲府盆地およびその周辺域における地下水中のヒ素濃度分

布とその起源……………………………………輿水達司・小林　浩

固体物質による地質汚染
講演・討論　15：15-17：00

15：15 神戸市をモデルとした都市環境汚染源としての金属粒子

…………………………………………………足立光司・田結庄良昭

15：30 兵庫県西宮市及び伊丹市における道路わき粉じんの重金属

濃度分布………………………………………井口欣生・田結庄良昭

15：45 神戸市における大気汚染の指標としての公園のマツ葉に付

着した粒子状物質…………………………岩崎みすず・田結庄良昭

16：00 高感度オンサイト元素分析計の有効性と限界性について

…………………………口舩　愛・藤原　務・武島俊達・大島健太

16：15 重金属汚染土の湿式分級実験方法と重金属濃集について
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……………………………………………………武島俊達・和田信彦

16：30 汚染地層の粒度分布と重金属含有量

…………………………和田信彦・藤原　務・岡見智章・武島俊達

廃棄物層・廃棄物処分場
講演・討論　17：00-18：45

17：00 北海道の産廃最終処分場の地質について

…………………………北海道環境地質研究会・廃棄物処分場WG

17：15 比抵抗トモグラフィによる廃棄物層内の可視化

………………香村一夫・野口　徹・汪　振洋・前田正男・原　雄

17：30 処分場安全管理の系統化について………原　雄・香村一夫

17：45 最終処分場におけるボーリング掘削中の深度別孔内ガス濃

度測定の例………………前田正男・原　雄・香村一夫・堤　克裕

・北橋伸一・早川　実

18：00 大規模産業廃棄物不法投棄現場における地質調査（その３）

～青森・岩手県境不法投棄事案：浸出

和田卓也・井口昭則・鎌田啓一・大日向勝美

18：15 大規模産業廃棄物不法投棄現場における地質調査（その４）

～青森・岩手県境不法投棄事案：浸出

………………………井口昭則・和田卓也・鎌田啓一・大日向勝美

５日

気体・液体物質による地質汚染
講演・討論　9：30-12：15

09：30 地質汚染モデルによるモデル実験－難透水層における汚染

物質の移流の可能性について－

…………………………田村嘉之・風岡　修・篠原　誠・佐藤光男

・須藤雅彦・楠田　隆・楡井　久

09：45 不飽和帯中の水分量が地下空気汚染に与える影響について

……………………………………………………板津　透・楡井　久

10：00 地層の呼吸について………楡井　久・金城有吾・板津　透

・難波謙二・吉田　剛・田中　武

10：15 有害気体の差分調査法……楡井　久・田中　武・難波謙二

10：30 無機砒素分析からみた有機砒素地下水汚染の検討

…………檜山知代・大脇正人・吉田　剛・加藤木真紀・貝瀬利一

・緒方　剛・森本一生・武島俊達

10：45 神栖町の水質特性について………………………加藤木真紀

11：00 土質の異なる油汚染土壌洗浄実験及び油含有排水処理実施

例…………高田史朗・口舩　愛・藤原　務・宮西賢一・森本一生

11：15 養豚場の分布と民家井における硝酸性窒素による地下水汚

染…………小原崇嗣・斉藤喜由・高木　均・大友俊郎・武島俊達

・亀山　瞬・大脇正人・楡井　久

11：30 硝酸性窒素による地下水汚染調査事例

……………佐藤賢司・香川　惇・浅井秀彦・森崎正昭・加藤晶子

・風岡　修・酒井　豊・笠原　豊・風戸孝之

11：45 火砕流堆積物分布地域における地下水の硝酸性窒素汚染

…………………………………………………………………丸谷　薫

地質汚染の浄化・無害化・対策
講演・討論　13：30-16：15

13：30 カラム試験による天然ゼオライトの重金属吸着特性

………………………………………和田信彦・武島俊達・小原英之

13：45 天然鉱物による重金属の吸着と固定化

……………………………………………………武島俊達・和田信彦

14：00 ろ過砂を用いたヒ素吸着除去に関する研究

……………………宮西賢一・藤原　務・口舩　愛・兵庫県立大学

14：15 有機砒素（ジフェニルアルシン酸）除去に関する研究報告

……………藤原　務・森本辰雄・口舩　愛・武島俊達・楡井　久

14：30 モエジマシダによる砒素を溶出する泥岩のファイトレメデ

ィエーション…………渡邉　彩・榊原正幸・佐野　栄・井上雅裕

・鈴木哲也・竹花大介・堀　利栄

14：45 硫砒鉄鋼を含む変質安山岩のモエジマシダによるファイト

レメディエーションに関する基礎実験

………………………榊原正幸・高木　梢・井上雅裕・久保田領志

・堀　利栄・佐野　栄

15：00 ダイオキシン類含有排水処理装置の開発

…………………………森本一生・高田史朗・元田泰憲・福原　到

15：15 ナノサイズカーボンによる重金属汚染土壌の浄化工法

………………………………………及田行男・吉野秀明・高橋正則

15：30 磁場生成による浄化工法について

……………………………………及田行男・高橋正則・五十嵐和敏

地質汚染に関わる法地質学
講演・討論　16：15-16：50

16：15 不法投棄廃棄物への「示準化石」を使った層序学の応用と

裁判での問題点………………………………………………川辺孝幸

16：30 土壌汚染対策法における状況調査の問題点………上砂正一

地質汚染・有害地質・廃棄物処分場・
浄化対策・法地質学総合討論

17：00-17：30

４日・５日　Ｂ会場（化２教室）

４日

浅海・沿岸域における地質環境変遷および現世の地質環境変化・予

測・創造

講演・討論　10：30-12：30、13：30-14：30

10：30 三重県志摩郡磯部町周辺に分布する先志摩層の層序学的研

究…………………………………谷岡伸也・三田村宗樹・中井聡子

10：45 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・井上卓彦・岩本直哉・天野敦子

11：00 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

・原田英明・井内美郎

11：15 鳥取県西部，境港地域における過去約3000年間の堆積史

………………………井上卓彦・米田明徳・原田　強・五十嵐厚夫

・岩本直哉・天野敦子・井内美郎

11：30 美保湾日野川河口域の過去約200年間の堆積史

……………奥村　学・井上卓彦・天野敦子・岩本直哉・米田明徳

・五十嵐厚夫・原口　強・井内美郎

11：45 愛媛県南部宇和海，北灘湾・御荘湾における過去約200年

間の底質変遷…………天野敦子・岩本直哉・井上卓彦・井内美郎

12：00 底質分布と海底地形の変化から見た大洲砂堆の堆積物移動

形態……………………布川裕也・岩本直哉・井上卓彦・中條喜友

・関口智寛・井内美郎

12：15 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

13：30 大阪湾表層コアの微粒炭・球状炭化粒子分析からみた，過

去約100年間の化石燃料燃焼史及び火災史

………………………………………野間裕加・村上晶子・吉川周作

13：45 「環境」におけるplacebo反応類似現象 …………難波謙二

湖・沼・池などの淡水域における地質環境変遷
および現世の地質環境変化・予測・創造

講演・討論　14：30-17：00

14：30 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

14：45 琵琶湖堆積物の全炭素・全窒素含有率からみた過去約43万

年間の環境変遷……………………岩本直哉・斉藤笑子・井内美郎

15：00 琵琶湖高嶋沖湖底堆積物にみる過去約18万年間の高解像度

粒径変動…………………………………………斉藤笑子・井内美郎
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16：00 大阪市長池堆積物中のPAHsおよび微粒炭，球状炭化粒子

の歴史的変化………石竹美帆・村上晶子・森脇　洋・加田平賢史

・山本　攻・鶴保謙四郎・山崎秀夫・吉川周作

16：15 大阪における球状炭化粒子（SCPs）の分布状況

………………………………………村上晶子・井上　淳・吉川周作

16：30 微粒炭分析による河内平野の過去約3000年間の植物燃焼史

……………………………………奈良岡絵美・井上　淳・吉川周作

16：45 徳島県東部，坂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・井上卓彦・天野敦子・川口優美

・斉藤笑子・中條喜友・布川裕也・井内美郎

17：00 湖底堆積物からみた諏訪湖における汚染物質の集積過程

…………………………………………………公文富士夫・池中良徳

５日

地下水盆管理および地質環境の有効利用とその問題
講演・討論　09：30-12：00

09：30 自動記録水位計のデータ処理方法に関する１つの考え方

（その２）………………………………………………………飯島章夫

09：45 熱赤外線画像による河口干潟の湧水環境の把握　－河口干

潟の環境保全における地質環境の評価手法の確立に向けて－

………………………………………笠原　茂・日野博幸・森川美幸

10：00 釧路湿原の湧水と周辺地域の地質について（１）

…………………………………………………高清水康博・丸谷　薫

10：15 下総台地での雨水浸透桝による地下水涵養実験について

（その２）………………山濱　裕・楠田　隆・風岡　修・香村一夫

・楡井　久・長谷川理・澤地義雄・泉水菊夫

10：30 加圧層が河川により浸食されている地域の地下水流動と地

下水位変動……………楠田　隆・庄山公透・森　美則・篠原誠一

・干場英夫・田村嘉之・池田秀史

10：45 関東地下水盆南東部にみられた2004年猛暑の影響

………………………………………香川　淳・浅井秀彦・楠田　隆

11：00 九十九里地域における天然ガスかん水の揚水と地盤沈下に

ついて－地盤沈下量が大きい地域における一考察－

…………………………笠原　豊・楠田　隆・風岡　修・森崎正昭

本田芳和・長谷川理・澤地義雄

11：15 地下水シミュレーションの事後監査－佐賀・白石平野の地

盤沈下シミュレーションを例に（その２）－……………藤崎克博

地質災害
－斜面地質災害・地殻変動・地震地質・地震地質災害－
講演・討論　13：30-16：15

13：30 Landslide hazard to Petku Village, Sindhupalchok,

centaral Nepal and its causes ………………………D.P. Adhikari

13：45 新潟平野東縁の中部更新統，更新世後期以降の地殻変動速

度と地質構造…………………………………………………仲川隆夫

14：00 表層付近の地質による地震動の特徴

………………………………………加藤晶子・酒井　豊・楠田　隆

14：15 房総半島を中心とした地域の長周期地震動に関する検討

………………………………………酒井　豊・楠田　隆・加藤晶子

14：30 2003年十勝沖地震による地質環境被害

……………楠田　隆・風岡　修・楡井　久・大脇正人・香川　淳

14：45 砂鉄採取跡地の液状化－流動化による地波形成部分の地質

状態－1987年千葉県東方沖地震時の九十九里平野での地質環境調

査結果－…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

15：00 簡易地盤調査法を用いた液状化－流動化地盤調査・地質環

境調査……佐藤光男・風岡　修・風戸孝之・楠田　隆・早川　実

・中村智則・笠原　豊・古野邦雄・原　雄

・香村一夫・佐藤賢司・楡井　久

15：15 貝殻化石片の混入が砂層の液状化強度に及ぼす影響

………………………………………風岡　修・楠田　隆・佐藤光男

15：30 人工地層を考慮した新潟市の地震災害予測………仲川隆夫

＊は論説

プログラムは一部変更することがあります．最新情報は環境地質

研究委員会ホームページhttp://www.bekkoame.ne.jp/̃jcenvgeoを

ご覧下さい．なお，11月中旬以降，ホームページに講演要旨が掲載

されます．

過去の環境地質学シンポジウム論文集の目次内容や在庫状況もホ

ームページで確認できます．
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1. A Brief History of Petrotectonic Research of the

Sanbagawa Belt,Japan

Shohei Banno

三波川変成帯の岩石学的・地体構造論的研究史の概略

三波川結晶片岩の岩石学的研究は小藤文次郎（1856-1935）によ

って始められ，鈴木　醇（1896-1970）及び堀越義一（1905-1992）

は四国中央部別子地域で精力的な記載岩石学的研究を行った．P.

Eskola（1883-1964）の変成相の概念に基づく岩石学的研究は，日

本では1950年代に都城秋穂によって低い圧力／温度比（低P/T型）

の阿武隈変成帯において始められ，続いて関　陽太郎と坂野昇平に

よって高P/T型の三波川変成帯で行われた．1970年代には，独特の

逆転した温度構造の存在が確立された．こうして1990年代までに三

波川変成帯の地質学的，記載岩石学的特徴が明らかになった．現在

の研究は，地質年代学的，構造地質学的，地体構造論的，そして地

質熱学的観点から新しい定量的モデリングを行い，この変成帯の古

典的なイメージを再検討しつつある．

Key words：Comtemporary debate,  Facies series, Research

history, Sanbagawa

2. Zircon U-Pb ages and tectonic implications of‘Early

Paleozoic’granitoids at Yanbian, Jilin province, NE China

Yanbin Zhang, Fuyuan Wu, Simon A. Wilde, Mingguo Zhai,

Xiaoping Lu and Deyou Sun

The Islands Arcは，年４回発行されます．最新

号のVol. 13 Issue４が2004年12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）
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中国東北地方，吉林省延辺の「古生代前期」花崗岩類のジルコン

U-Pb年代とその地質構造的意義．

延辺（朝鮮族自治州）地域は中国の中央アジア造山帯（CAOB）

の東部に位置し，顕生代花崗岩類の広汎な貫入によって特徴づけら

れる．従来，延辺花崗岩類は，華北地塊北縁に沿って東西に延びる

地域に，主に古生代前期に定置したと考えられていた（いわゆる

「カレドニア期」花崗岩類）．しかし，それらの年代決定はほとんど

なされてなかったので，今回５つの典型的な「カレドニア期花崗岩

類」（黄泥嶺，大開，孟山，高嶺，百里坪の各底盤）を選んでジル

コンU-Pb同位体法による年代測定を行った．我々の新しい年代デ

ータは，これらの花崗岩類の定置年代が古生代後期から中生代後期

（285-116Ma）にわたることを示す．即ち，華北地塊北縁には「カ

レドニア期花崗岩類」は全く存在しないことがわかった．これらの

花崗岩類の活動時期は，我々の新しいデータに基づいて，ペルム紀

（285±9Ma），三畳紀（249-245Ma），ジュラ紀（192-168Ma），及び

白亜紀（119-116Ma）の４つに区分できる．285±9Maのトーナル

岩は古アジア海の華北地塊下への沈み込みに関連しているらしく，

次に三畳紀の大陸衝突と同時期の249-245Maのモンゾ花崗岩類が貫

入した．これは，CAOBの造山帯地質体群と華北地塊との衝突及び

古アジア海の最終的な閉塞過程を代表する．ジュラ紀花崗岩類は古

太平洋プレートの沈み込み，及びそれに続く佳木斯（ジャムス）－

ハンカ地塊と三畳紀に合体した既存の中国大陸との衝突の産物であ

る．そして，白亜紀前期の花崗岩はアジア大陸東縁の伸長場で形成

された．

Key words：U-Pb geochronology, Zircon, Granitoids, Yanbian, NE

China

3. Accretion and post-accretion tectonics of the Calamian

Islands, North Palawan Block（Philippines）

Lawrence R. Zamoras and Atsushi Matsuoka

フィリピン北パラワンブロックのカラミアン諸島における付加およ

び付加後のテクトニクス

フィリピン北パラワンブロックの付加コンプレックスには，上部

古生界から中世界にいたる堆積層が分布する．それらは，チャート

（リミナンコン層），砕屑岩（グインロ層），多くの石灰岩ユニット

（コロン層，ミニログ層，マラジョン層）である．カラミアン諸島

の異なる層序のチャート・砕屑岩層の漸移関係の研究に基づき，３

つの付加体が識別された．それらは，北部ブスアンガ帯，中部ブス

アンガ帯，南部ブスアンガ帯である．これらは東アジアの付加体中

でのイベントとして，まず，北部ブスアンガ帯が中期ジュラ紀に始

まり，中部ブスアンガ帯が後期ジュラ紀に，南部ブスアンガ帯が後

期ジュラ紀から初期白亜紀に付加した．いくつもの海山上の石灰岩

ブロックが，チャート・砕屑岩層序に並列して存在している．後期

白亜紀に東アジアの沈み込み付加作用が終わると，この地域も安定

化した．中期漸新世には海洋底拡大によってアジアと北パラワンブ

ロックの間が断たれ，拡大は南へ移動した．中期中新世には，北パ

ラワンブロックとフィリピン島弧とが衝突した結果，東部カラミア

ン諸島のNE-SW方向の構造がNW-SE方向へと時計回りに回転し，

カラミアン諸島の大構造が出来上がった．

Key words：accretionary complex, chert-clastic sequence,

radiolarian biostratigraphy, subduction tectonics, Calamian, North

Palawan Block, Philippines.

4. Was a slab window opened during the subduction of plate

boundaries in Mid-Cretaceous SW Japan ? - A two-

dimensional numerical analysis of the subduction of a

spreading ridge

Takamoto Okudaira and Yoshiko Yoshitake

白亜紀西南日本にプレート境界は沈み込んだのか？－拡大海嶺の沈

み込みに関する二次元数値解析

白亜紀西南日本に形成された多量の花崗岩や広域変成帯は，活動

的拡大海嶺（クラ－太平洋海嶺またはファラロン－イザナギ海嶺）

のユーラシア大陸への沈み込みとそれに伴うスラブウィンドウの形

成にその原因が求められてきた．本研究ではこのシナリオを検証す

るため，活動的拡大海嶺の沈み込みとそれに伴うスラブウィンドウ

の形成による，大陸地殻への熱的影響に関する二次元数値解析を行

った．シナリオの妥当性は，様々なモデルパラメータに基づく計算

結果を白亜紀西南日本の地質と比較することによって検討された．

具体的な地質学的制約条件は，和達・ベニオフ面付近での角閃岩

相－グラニュライト相変成岩の欠如（低温高圧型三波川変成帯の存

在），そして大量の花崗岩（領家・山陽帯の花崗岩類）を生成する

ために必要な下部地殻塩基性岩の十分な融解である．検討の結果，

上記二つの地質学的制約条件を同時に満たすようなモデルパラメー

タは存在しないことが明らかとなった．これは，白亜紀西南日本に

おいては，活動的拡大海嶺の沈み込みとそれに伴うスラブウィンド

ウの形成に対して否定的であることを示している．これまでの研究

と今回の解析結果を考慮した場合，白亜紀西南日本においては，次

の二つのテクトニックシナリオを描くことが出来るであろう．（1）

活動的拡大海嶺はユーラシア大陸に対して沈み込まなかったが，海

嶺軸は大陸沖に停滞し，長期間にわたって若い（熱い）海洋プレー

トを供給し続けた．（2）海嶺は沈み込む直前にその活動を停止した

（非活動的海嶺の沈み込み）．二つのシナリオとも，白亜紀西南日本

に沈み込んだのは活動的拡大海嶺ではなく，若い（熱い）海洋プレ

ートであったというものである．

Key words：Mid-Cretaceous igneous activity, Ryoke-Sanyo

granitoids, Sambagawa metamorphic belt, slab window, SW

Japan, spreading-ridge subduction, thermal modeling.

5. Heat influx and exhumation of the Shimanto accretionary

complex: Miocene fission track ages from Kii Peninsula,

southwest Japan

Noriko Hasebe and Hiroaki Watanabe

四万十付加体の上昇削剥と熱の流入：西南日本紀伊半島から中新世

フィッショントラック年代値の報告

付加体の形成過程やレベルの異なる構造体が露出する過程に，地

域的な地質現象が与える影響を理解するために，フィッショントラ

ック（FT）法を用いた年代学的マッピングを，西南日本・紀伊半

島で行った．ここに分布する白亜紀付加体では，本来あるべき沈み

込み帯に平行な帯状構造が乱されて，四万十付加体が北側に張り出

している．東西～12キロメートル，南北～15キロメートルの調査地

域から26のジルコンFT年代値を得たところ，それらは以下の３つ

のグループに分けることができた．（1）北西ー南東方向の谷沿いに

分布する～15Ma（～10から～20Maにわたる）の年代値，（2）調査

地の北西部に分布する～50Maの年代値，（3）上記２つのグループ

よりも古い年代値．８試料から得られたFTの長さ分布も考慮に入

れ，中新世の年代値を，～50MaのFT年代値として記録されている

広域的な上昇・削剥の後，熱の流入および冷却が空間的に不均一に

生じた結果によるものと解釈した．

Key words：Shimanto accretionary complex, fission track

geochronology, heat influx, local exhumation , Kii Peninsula.
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著作物といえるには，何かに記録されたりしていなければな

らないかというとそうではありません．先生方が授業で講義を

された場合に，その講義がテープやMD等の記録媒体に録音さ

れていなくても，話した表現としての講義は著作物となり得ま

す．

もうお気づきと思いますが，ここであえて慎重に「なり得ま

す」と書いたのは，表現がなされれば即座に著作物となるか，

というと何らかの表現がされたというだけでは著作物とは評価

されないからです．

著作権法にいう著作物といえるためには，２条１項１号の定

義からわかりますように，①思想または感情を表現したもので

あること，②その表現が創作的であること，③文芸，学術，美

術又は音楽の範囲に属するものであること，が必要です．

①の「思想または感情」の意味ですが，「思想」といっても

何も哲学的な思想やイデオロギー的な思想を意味しているので

はなく，「感情」といっても喜怒哀楽を具体的に謂っているの

ではありません．広く，「『思想または感情』とは，人間の精神

活動全般を指す」と解釈されています＊1．

次に，②の「創作的に表現したもの」の意味ですが，これも

「厳格な意味での独創性があるとか他に類例がないとかが要求

されているわけではなく，『思想又は感情』の外部的表現に著

作者の個性が何らかの形で現われていれば足りる」とか＊1，

「著作物の外部的表現形式に著作者の個性が表れており、人間

の知的活動が介在していればそれで十分である」と解釈されて

います＊2．

そして③の「文芸，学術，美術又は音楽の範囲に属する」と

いうのも厳密に文芸作品であったり，学術的な意義がなければ

ならなかったりする必要はなく，これも「知的，文化的精神活

動の所産全般を指すものと解するのが相当である」と解されて

います＊2．

表現がこれらの要件を満たしていないと著作物とは評価され

ません．ですから，先生方が学生に「おはようございます．こ

れから講義を始めます．」と述べたからといって，これも確か

に表現には違いありませんが，上記の要件を満たすかというと

個性がある表現とはいえませんので，上記の要件を満たさない

といわざるをえません．

逆に，このような表現を著作物だといってしまうと，誰も

「おはようございます．これから講義を始めます．」という表現

が使えなくなってしまいます．こういう挨拶をしようとすると

きにいちいちその先生に許諾を求めなければならなくなってし

まいますが，そのような結論がおかしいことは誰の目にも明ら

かでしょう．

（続く）

ジオロジストのための

法律メモ

弁護士　高木宏行
（キーストーン法律事務所）
日本地質学会顧問

第二東京弁護士会所属
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

弁護士　高木宏行

＊１　東京高裁昭和62年２月19日判決（判タ629・221）

＊２　東京高裁平成９年９月25日判決（判タ994・147）

著作権譲渡等同意書の解説（2）

第１作「大地の動きを知ろう―

地盤・活断層・地震災害―」，

第２作「大地のいたみを感じよ

う―地質汚染Geo-Pollutions」

に引き続きリーフレットシリー

ズ第３作「大地をめぐる水―水

環境と地質環境―」が発売になりました．

A２版裏表カラー印刷，ハンディータイプでさらにポスター

にもなります．

ご希望の方は以下の要領でお申込下さい．
会員価格300円　非会員価格400円
申込方法：学会事務局宛に，希望部数を記入し，返信封筒（切
手貼付のこと）を入れてお申し込み下さい．
※少部数の場合は，代金は切手で同封可．
なお，サイズが横15㎝・縦21㎝，重さ25ｇ/部ですので，郵

送につきましては，以下のようにお願いします．
定型封筒の場合：90円切手貼付．ただし，二つ折りにしての郵
送となります．
定型外（15㎝×21㎝以上）封筒の場合：130円切手を貼付．

☆リーフレットシリーズ・3 好評発売中！！

『大地をめぐる水―水環境と地質環境―』



無残！JR越美北線はズタズタに，福井豪雨の惨状

（日本地質学会中部支部：2004年７月福井豪雨災害　
現地見学会）

2004年10月24日（日）12：00，昼食後，福井駅東口に集合．２台

の車に分乗．この災害の床下浸水の被害者でもある山本博文（福井

大）と梅田美由紀（福井市博物館）の両氏，ならびに，災害の直後

に現地調査をされた服部　勇（福井大）と野沢竜二郎（玉野総合コ

ンサルタント）の両氏に当時の状況や被災の程度を聞きながら，足

羽（あすわ）川の河畔に立つ．空では鳶が鳴き，カルガモ親子が淵

を泳いでいる．濁流が堤防を越え，市内に流れ込んだことが嘘のよ

うな午後，その破堤の地点（福井市春日１丁目付近）からわれわれ

の見学が始まった．

福井市は東に九頭竜川，真中を足羽川が流れる．その流域，とく

に福井県嶺北地方に，７月17日から18日にかけて，局地的集中豪雨

があった．18日，24時間の総降雨量は福井市で197.5mm，足羽郡美

山町で283mmであった．７月の月間平均降水量が200mmを越える

程度の地域に降った量としては予想をはるかに越えた豪雨であり，

美山町での１時間降水量（96mm）は前例のない記録であった．こ

れらの地域の出水を集めた足羽川は水かさを増し，ついに７月18日

13時34分，福井市内で決壊した．

現地に立って説明を聞く．水位が上り，堤防を越え，堤防を削り

取りながら住宅街に流れ込んでいった様子がよくわかった．堤防が

大規模に決壊する前に水位が下がっていったらしいことは，不幸中

の幸いであった．しかし，それ以前，福井市内では多量の降雨によ

る内水氾濫で床下浸水が始まっていたという．

足羽川は基盤岩の嶺北山地を蛇行する．それを跨いでJR線の鉄

橋がいくつも作られていた．1960年に開通した越美北線は，今回，

７箇所のうち５個所で橋桁の落下・橋脚の転倒という壊滅的な被害

を受けた．橋桁が無くなっている河岸に立って見ると，レールが引

きちぎられ異常に曲がっているのに気づく．橋桁は落下した後，は

るかに川下へ流されていった．40年以上にわたって利用されていた

鉄橋がいとも簡単に壊れている．対岸や周囲，残った橋梁の一部等

を調べると，その時，水位が異常に高かったことがわかる．そして，

おそらく，山地から流されてきた多量の大木が次々にこの鉄橋にぶ

つかり衝撃を与えたのであろう．1959年，伊勢湾台風の時，高潮に

よって名古屋市南部に流れ込んできた流木が被害を何倍にも大きく

したことを思い起こさせた．しかし，それでも落橋することなく，

被害をほとんど受けずに残っている鉄橋もあった．不思議だ．

水害の調査や現地の見学は生きた堆積地質学でもある．越流の強

さと方向，それによる堆積物の分布，礫の覆瓦構造等などを観察し

ながら，堤防を越えた濁流による堆積物を見て歩く．この秋，千葉

大学であった日本地質学会学術大会のポスターセッションで注目を

集めた写真，“田圃の真中に居座っている巨礫”（写真１）に再度，

あらためて，驚く．明らかに足羽川の堤防を越え，水田地帯に流入

した濁流によって運ばれてきたものだ．もし，静かに水位が上って

越流してきたなら，それは砂や泥だけを運んで来たであろう．径１

ｍを越す巨礫をはじめ，大礫が点々と分布する美山町高田の水田地

帯に残っている堆積物を見ると，その流れは飛沫と渦を巻き上げて

襲いかかる巨龍を想像させる．これらの事実を前に，議論が沸いた．

一方，浸水時に運ばれてきた砂や泥が家屋の柱の周りに堆積し，

その結果，かえって家屋が補強され，倒壊をまぬがれた例もあった．

もちろん，住居として住める状態ではないが，この美山町蔵作にあ

る家屋は，「被害状況を見ていただくために，居住者の許可を得て，

取り壊さずに現状のままにしてあります」という美山町役場の解説

付きで，保存されていた（写真２）．

今回は時間がなくて，沢を上った奥地の崖崩れや土石流の実態，

および，福井市内の内水氾濫の跡を見ることができなかった．しか

し，案内書にある地図，写真，資料などから，当時の実情は想像で

きた．この見学会のために準備していただいたA４版24頁に及ぶ案

内書は被災記録を残すとともに，問題点を浮き彫りにしていて，き

わめて参考になった．案内者の諸氏，また，同時に被害者でもあっ

た諸氏にとくに謝意を表したい．

現地案内者：服部　勇・山本博文・野沢竜二郎．参加者：梅田美

由紀，諏訪　斎，竹内　誠，永田秀尚，新妻信明，水谷伸治郎．薄

暗くなった福井駅東口にて，17時解散．

帰途、駅前の書店で福井新聞社“福井豪雨，報道記録集”（平成

16年10月10日発行：1,500円）を購入．その中の声（p.37），「夫婦で

一生懸命働き，十年前に定年になって退職金をはたいて建てた思い

入れのある家なんや．年金暮らしになり，今年はちょうどおやじが

死んだ年齢．これからまだ何をしろって言うんだ」（Ｈ氏，71歳）．

被災者の皆さまがたに，心からお見舞いを申し上げる．

（水谷伸治郎）
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支部コーナー

☆中部支部
報告

写真１（上） 美山町市波北方の氾濫堆積物（竹内　誠撮影）

写真２（下） 土砂が流入した家屋（美山町蔵作，竹内　誠撮影）



茨城大学理工学研究科（学部は地球生命環境科学科）には２つの

地質学系セミナーがあります．一つは地質学ゼミ，そしてもう一つ

は岩石鉱物学ゼミです．それぞれ，３人の教官と大学院生，学部生

から構成されており，週１回ずつのゼミでは熱い議論（バトル？）

が繰り広げられています．ゼミは二つに分かれていますが，学生部

屋が同じ事もありゼミ同士に壁はなく，学生はお互いのゼミに自由

に参加できる雰囲気があります．多くの学生が両方のゼミに参加し

て学問的視野を広げることに努めています．研究は多岐にわたって

いますが，ほとんどがフィールドワークに基づいた研究であること

が我々研究グループの特徴です．それでは，地質学ゼミと岩石鉱物

学ゼミそれぞれの特徴を見てみましょう．

地質学ゼミ

地質学ゼミを担当する教官は，天野一男教授，安藤寿男助教授，

岡田誠助教授の３名です．学生は博士後期過程３名，博士前期課程

４名，学部４年生６名，３年生16名から構成されています．主な研

究テーマは（１）水中火山岩類の堆積相解析に基づく古海洋性島弧

の復元，（２）浅海性堆積物の堆積相解析に基づくシークェンス層

序学的研究，（３）氷期・間氷期サイクルと海洋環境変動との関連，

（４）数万年オーダーの長周期地磁気変動（地磁気逆転を含む）の

解明，（５）湖沼堆積物を用いた古陸水学的研究などです．「フィール

ドは地質学の原点である」をモットーに野外調査に基づいた堅実な

地質学研究を心がけています．また，海洋掘削調査やそれに関係す

る研究に参加できる機会にも恵まれています．学生の好奇心・探求

心によって様々な研究ができる環境が整っているゼミといえます．

岩石鉱物学ゼミ

私たち岩石鉱物学ゼミは，田切美智雄教授（変成作用，地殻の生

成と進化，環境の地球化学）をはじめ，藤縄明彦助教授（火山地質

学,造岩鉱物学），松影香子助手（地球内部物質移動，マントル―地

殻の進化）のご指導のもと日々研究に明け暮れて（？）います．学

生は博士前期課程6名，学部４年生３人，学部３年生６人です．ゼ

ミは毎週水曜の夕方におこなわれています．内容は，学部４年生以

上はそれぞれの研究の経過報告，学部3年生は論文紹介・初フィー

ルドの報告などです．

ゼミの研究テーマには以下のようなものがあります．

１．日立変成岩地域の地質と変成作用

２．キルギス共和国に産する超高圧変成岩類

３．北海道日高山脈の超苦鉄質岩類

４．茨城県大子町の第三系火山岩類と地質

５．処分場周辺の土壌と水質

このように，「超苦鉄質岩から第三紀の火山岩まであらゆる岩石

が研究できること」，さらに「地域環境に関する研究まで，幅広い

分野の研究ができること」が当ゼミの特徴です．そして，このよう

なテーマを中心にフィールドワークや化学分析を駆使してそれぞれ

研究を進めています．

メンバーと研究内容

納谷友規（地質ゼミ：D3）湖沼堆積物を地質学的（古陸水学的）

アプローチで解析することにより，過去の湖沼水質変化を復元する

ことを目的として研究を行っています．特に，珪藻化石群集が近年

の人為的水質変化に対してどのような応答をしてきたかに着目して

おり，水質汚濁が進んだ湖として名高い霞ヶ浦（北浦）を中心的フ

ィールドとして研究を行っています．

高桑祐司（地質ゼミ：D2）堀井氏同様，社会人博士課程に所属し

ていますが，もう一つの顔は群馬県立自然史博物館の学芸員です．

修士論文の時には関東地域産の偶蹄類化石を研究しました．博士課

程では群馬県南西部に分布する中新統・富岡層群から産出する深海

性サメ類化石（世界的にも貴重な化石記録！）を材料として歯や楯

鱗の化石の分類と形態比較ならびにそれらの古生態学的応用につい

て研究しています．

堀井勇一（地質ゼミ：D2）社会人博士課程に所属し，つくばの産

業技術総合研究所にて人工有害化学物質の微量分析について研究し

ています．修士研究では茨城県北浦の柱状試料を分析し，ダイオキ

シン，PCB及びPCNについて汚染の時系列変化を明らかにしまし

た．博士研究ではこれら物質の環境挙動を解明する手法として炭素

及び塩素の同位体比をトレイサーとして用いるなど新規分野を開拓

しています．

赤星勝則（岩鉱ゼミ：M2）キルギス共和国天山山脈南部アトバシ

地域に産出する高圧変成岩の研究をしています．

石田千佳（岩鉱ゼミ：M2）キルギス共和国は国土のほとんどを天

山山脈に覆われています．特にマクバル地域では石英の高圧相であ

るコース石がこれまでに３つの変成泥質岩から確認されています．

これまで変成履歴や年代についての研究がされてきましたが，特に

年代についてはまだ不明な点が多いため，私の研究では年代測定を

中心に行なっています．キルギス共和国へは去年の夏にサンプリン

グへ行きましたが，今年も地質調査に行く予定です．

岡村雅之（地質ゼミ：M2）房総半島中部，嶺岡山地北方に分布す

る三浦層群の天津層中部から清澄層の詳細な古地磁気測定より，こ

の地域のテクトニクスを復元することを目的として研究をしていま

す．南部フォッサマグナ地域における島孤－島孤衝突による本州弧

の回転運動像を明らかにしたいと考えています．

栗田浩二（岩鉱ゼミ：M2）日本では大気中を漂う粒径10μｍ以下

の粒子（SPM : Suspended Particulate Matter）について環境基準

が定められています．SPMは呼吸器疾患などの原因になるという

研究結果が報告されていす．SPMの発生源，構成成分は多種多様

で，自然界由来（地殻など）のものも存在します．このSPMを

XRD，SEMを用いて分析を行いSPMの粒子の形状や産状を明らか

にしていこうという研究をしています．

浜田毅（地質ゼミ：M2）第三紀の堆積岩を使って古地磁気の研究

をしています．研究対象は，上部鮮新統の千倉層群布良層で，地球

磁場の逆転を記録していることがわかっています．布良層は房総半

島の南端地域に分布しており，館山市から白浜町にかけての海岸で

サンプリングを行っています．

松原典孝（地質ゼミ：M2）南部フォッサマグナ東部に位置する丹

沢地塊は，かつて伊豆－小笠原弧に属した古海洋性島弧起源である
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メンバーの集合写真．全員ではありませんが４年生と大学院生が写

っています．

茨城大学理工学研究科地質学・
岩石鉱物学ゼミ院生一同

研究室紹介
茨城大学理学部地球生命環境科学科，

地質学・岩石鉱物学ゼミ



と考えられています．私は，丹沢地塊を構成する水中溶岩類や水中

火山砕屑岩類を対象に詳細な堆積相解析を行い，堆積メカニズムを

解明し，丹沢地塊が属していた古海洋性島弧を復元することを目的

にしています．現在，丹沢地塊に二種類の異なった火山体の存在が

明らかとなり，それら火山体の層序学的な位置づけから丹沢地塊が

属する古海洋性島弧の発達過程を推察することができました．

横須賀歩（岩鉱ゼミ：M2）阿武隈山地南端に位置する日立変成岩

地域の，主に東部地域について研究しています．変成岩類の上位２

層である鮎川層・大雄院層と変深成岩地域を対象に，地質構造と変

成作用の再検討と，地質発達史の推察を試みています．

青井亜紀子（岩鉱ゼミ：M1）茨城県大子町周辺の第三系火山岩類

を研究対象としています。地質調査・岩石記載・XRF分析・K-Ar

年代測定により噴出源・形成史の解明を目指しています．

國井絢子（地質ゼミ：M1）卒論では栃木県茂木町周辺に分布して

いる新第三系の火砕岩類を研究対象とし、堆積相解析や帯磁率異方

性の測定により火砕流堆積物の形成メカニズムを推定しました．今

後はその北東に分布する大沢口凝灰岩等、新第三系火砕岩類の調査

をさらに進めていきます。

高橋麻衣子（岩鉱ゼミ：M1）北海道を縦断する日高山脈の西にあ

る沙流川超苦鉄質岩体を研究対象としています．昨年の夏は珍しく

北海道まで辿り着いた台風の影響を受けて，林道が崩れるなど大変

な目に合いました．そんな中無事に？できた卒論では，蛇紋岩化作

用を免れて生き残った初生鉱物の化学組成の分析等から，岩体のあ

る地域のかんらん岩に層状構造の存在する可能性を考察しました．

なお，興味を持たれた方はホームページ（http://geogate.sci.

ibaraki.ac.jp/geohp/）がありますので，ぜひ訪れてみて下さい．
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ある午後のゼミ風景．みたところ和気あいあいのようですが…

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）

2005年の会費払込について
会則により，次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします．事業年度の変更にともない，会費年度も４月１日～３月31日に変更さ

れます．今回の請求では2005年１月～３月までの会費（会費額の1/4）を新しい2005年度（2005年４月～2006年３月）の会費に加えて請求さ

せていただきますので，ご了承の上よろしくご送金下さい．ただし，ご都合によっては分割で納入されても構いません．口座引落をご利用の

方には申し訳ありませんが，システムの都合上一括引落しとなりますので，ご協力をお願いします．

基本的な請求額は下記（①+②）の金額です．アイランドアークを購読されている方は③の金額を加算します．

１．自動引き落としを登録されている方の引き落とし日は12月24日（金）です．
2005年度分会費の引き落とし日は12月24日です．請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい．今回

の引き落とし額は2005年１月～2006年３月分の会費およびアイランドアーク購読料（印刷物受取の場合）です．これより以前に不足額がある

場合には加算され，余剰金（繰越）がある場合はその分を減額して引き落としとなります．通帳には金額とともに「チシツカイヒ」あるいは

「フリカエ」，「SMBC」などと表示されますので必ずご確認下さい．

２．上記以外の方（お振り込み）
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします．折り返しご送金くださいますようお願いいたします．

３．自動引き落としをご利用下さい．
12月24日の引き落としには間に合いませんが，請求書に同封の「自動払込利用申込書」（前号10月号巻末にも掲載）にてぜひ自動引き落と

し申込をお願いいたします（お申込数によっては2005年２月または３月にも引き落とし手続きをいたします）．徐々にご利用は増えています

が，学会としては自動引き落としによる払込をより多くの会員に積極的に採用していただきたく，ご理解とご協力をお願いいたします．

会員資格 ①2005年１月～３月分会費 ②2005年４月～2006年３月分会費
③アイランドアーク購読料
（購読者のみ請求）

※注：大学院に在籍し，定収のない方で所定の申請をされた方のみに適用します．なお，これまで（～2004年）の会費についての申

請は終了しておりますので，次年度分からの申請のみ適用となります．

正会員 3,000円 12,000円 8,000円

〃　院生割引※ 2,000円 8,000円 6,000円

準会員（学部学生） 1,250円 5,000円 6,000円



田中　隆さんを偲んで

本会正会員田中　隆さんは，平成16年７月23日，59歳の若さで逝

去されました．緊急入院されてからわずか二十日後のご急逝でした．

田中さんは，昭和19年９月22日，北海道稚内市でお生まれになりま

した．お父上の転勤に伴って道内各地で生活されたのち，北海道立

札幌北高等学校から北海道大学に進学されました．大学では理学部

地質学鉱物学科で地質学を専攻され，卒業研究で北上山地の地質を

調査されました．昭和43年には大学卒業と同時に帝国石油株式会社

（以下，帝石）に入社され，その後，お亡くなりになるまで，石油

開発の最前線で石油地質専門家として新たな油田・ガス田を求めて

活躍を続けられた，まさに「石油鉱業人」でした．

入社早々は，新潟県内や国内大陸棚の石油・天然ガス探鉱，帝石

が参加した海外での石油探鉱事業に従事されました．のちに日本最

大規模のガス田として帝石を支えることになる南長岡ガス田の発見

への貢献は，特筆に価するでしょう．

石油開発会社の若手技術者には，世界中を駆け巡るパワーが求め

られますが，田中さんはその要件を満たすにとどまらず，得られた

地質学的新知見を学界に報告する研究活動にも手を染められまし

た．「北陸・山陰沖の堆積盆地の分布と性格」（田中，1979，石技誌，

44，308－320）と「山陰沖における中期中新世以降の構造運動」

（田中・小草，1981，地質雑，87，725－736）の両論文は，北陸・

山陰地方の地質を議論するうえで今もなお必読のバイブル的な存在

となっています．

昭和57年，田中さんは管理職に昇進され，昭和59年からの3年間

は旧石油公団に出向されました．当時から，石油公団ではエネルギ

ーの安定確保という難命題に取り組んでおり，田中さんは海外地質

構造調査担当の調査役として産油国を飛び回り，相手国政府や国営

石油会社との交渉を精力的に進められました．昭和62年以降は，帝

石に復職して民間企業の立場から海外石油探鉱開発プロジェクトの

発掘や運営・管理を数多く手がけられました．官民の立場を超えた

こうした地道な努力が，日本企業による海外石油探鉱開発プロジェ

クト成立の基礎となり，ひいては自主開発原油の確保を土台で支え

てきたことは言を待ちません．

平成８年，田中さんは，帝石のすべての石油・天然ガス探鉱事業

を統括する探鉱部長に就任されました．国内石油・天然ガス探鉱の

閉塞感打開策が求められた時期でしたが，その一策として，田中さ

んは企業の枠を超えた共同探鉱を広く呼びかけられました．この

「粘り強い可能性の追求」は，ご自身の信条でもありました．平成

12年からは技術研究所長として帝石の技術力向上に尽力されるとと

もに，他社研究所・研究機関とも連絡をもち，石油鉱業界全体のレ

ベルアップにも砕身されました．さらに，平成15年３月には，長年

の石油鉱業界における指導力を請われてエジプト石油開発株式会社

の専務取締役に迎えられ，本年３月に代表取締役社長に就任された

ばかりでした．近年は，企業の役員としての重責を果たす傍らでは

ありましたが，学協会の運営にも理解と協力を惜しまれず，本会評

議員，石油技術協会理事，物理探査学会評議委員を歴任されました．

田中さんは，温厚誠実なお人柄で若い人たちからも慕われていま

した．帝石には「コジサカ」と呼ばれる風習があります．語源は定

かではありませんが，“乞
コジ

食の酒
サカ

盛り”を略したとも言われていま

す．さしずめ，学生さんたちの「コンパ」に相当するでしょうが，

終業後の机上を片付けて酒と乾きものだけの，むしろ即席で質素な

宴です．「コジサカをやるぞ」という田中さんのさりげない掛け声

には，業務の進捗や部下の心理状況，部下の個人的な慶事にもおよ

ぶ深慮があり，それはいつも絶妙のタイミングでした．別け隔てな

く人々と接する田中さんの面倒見の良さは，公私の別，会社の内外

を問わず一貫しておりま

した．石油公団出向当時

の同僚や部下は，今や日

本の石油鉱業界の要職を

占める方々ですが，現在

の職場に分散した後も田

中さんを輪の中心にし

て，頻繁に集まっては酒

を酌み交わしておられた

と伺っています．

田中さんは，いわゆる

スポーツマンタイプの，

何でもこなす方でした．

学生時代には，水泳部員

として活躍されました．

アブダビに駐在した若い頃には，その特技をもって“アブダビ漁業

共同組合”を自称し，ペルシャ湾に素潜りしてはちょっとカラフル

な魚貝を採って仲間の食卓に供したという逸話が残っています．ス

ポーツ万能の田中さんも，北国の生まれに似合わずスキーだけは苦

手でした．入社早々に若手社員同士のスキーツアーに参加したもの

の脚を骨折，それ以来，秋田在勤時に太平山のゲレンデに立ったと

きもお嬢様の橇
ソリ

押しに徹しておられたとか．

ご家族は，奥様とお二人のお嬢様です．最愛の奥様とは札幌北高

校の同級で，他の同級生が羨む仲であったとのことです．お嬢様方

にはたいへん優しい父上でしたが，一面，ご自身の幼少時の経験か

ら「家族は離れ離れに住むべきでない」と主張され，上司の単身赴

任の勧めを振り切り，就学中のお嬢様方を半ば強制的に連れて秋田

鉱業所へ赴任されたこともありました．そのお嬢様方もすでに嫁が

れ，ご長女は初孫の男児を出産されました．今年は，ご夫婦揃って

還暦を迎えられ，良きじじ・良きばばとして二回り目の人生を迎え

られるはずでありました．

田中さんが体の不調をうったえ療養に入られたのは，本年３月に

エジプト石油開発（株）代表取締役社長に就任された直後でした．

数年前，探鉱部長就任直後にも体調を崩して入院されたことがあり

ましたが，このときはみごとに復帰を果たされました．今回も，西

洋医学だけでなく，東洋，漢方の医学にも取り組まれ，ご信条通り

「粘り強く」病魔に立ち向かわれましたが，その甲斐もなく旅立た

れてしまいました．天は二度も試練を与え，二度目は致命的なもの

となってしまいました．まさに，新社長としての手腕を発揮されよ

うという矢先のことで，田中さんの無念さはいかばかりかとお察し

して余りあります．還暦のお祝いも叶わぬこととなり，誠に残念で

寂しい限りです．

ご逝去の五日ほど前にお見舞いに伺った際，エジプトだけでなく，

東シナ海の石油開発についても，中国に遅れないよう早くに何とか

しなければと，最期まで探鉱家として心配されていたことが思い出

されます．

私は，田中さんの４年後輩ですが，多くの機会でご一緒させてい

ただきました．田中さんには，あるときは先輩，またあるときは上

司として厳しく指導していただき，仕事を離れては兄，弟のように

接していただきました．まさに，私の人生の師でありました．ここ

に田中さんのご生前を偲び，私事ながら30年近くにわたるご指導・

ご厚誼に心より感謝申し上げますとともに，謹んでご冥福をお祈り

申し上げます．

なお，奥様の田中悦子様のご住所は従来通りで，二人のお嬢様は

お近くにお住まいです．

〒192-0363 東京都八王子市別所1－86－3

（正会員　中野幸平）
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お元気な頃の田中さん．奥様とご一緒

に．
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平成16年10月23日午後６時前後に、新潟県小千谷市付近を震央にし

て、マグニチュード6.0～6.8の地震が相次いで発生した。この地震に

より、長岡市から小千谷市、十日町市、川口町、堀之内町、山古志村

を中心として、震度７～５強の強震動に見舞われた地域では、地震動、

地すべり・斜面崩壊、液状化による、家屋の倒壊、ライフライン・道

路・鉄道施設の損壊、農地・ため池の崩壊などの被害が発生した。特

に、魚沼丘陵北部の山古志村一帯では、大規模な崩壊や地すべりが多

発し、崩落した土砂が河道を埋めて大小の天然ダムが出現した。これ

らのうち、芋川流域にある規模の大きな天然ダムは、比高約30ｍ以上

に達し、国土交通省の調査によれば、満水した場合の湛水量は最大

300万ｍ3に及ぶとみられている。

大地震による土砂崩落で形成された天然ダムの例としては、1984年

長野県西部地震による王滝川、1847年善光寺地震による犀川の天然ダ

ム形成、1683年天和地震による旧五十里湖の形成とその40年後に発生

した決壊による災害などが知られている。また、豪雨による土砂崩壊

や火山噴火に伴って形成される天然ダムもあり、最近500年間に約30

の比較的大規模な事例が記録されている。

今回の被災地では、一部の集落で湛水による浸水被害が発生してお

り、天然ダム湖の決壊による２次災害を防止するため、仮排水路の設

置やポンプによる排水などの対策が進められている。

表表紙 山古志村と小千谷市境界の東竹沢付近に発生した地すべりに

よる河道の閉塞を、下流側から望む。芋川の左岸（画面右）からの地

すべりが河道を埋め、右岸斜面に乗り上げて道路上を覆っている。上

流側にはさらに多数の天然ダムが形成されているため、この地点での

湛水はまだわずかである（提供：国際航業株式会社　2004年10月24日

撮影）。

ウラ表紙 山古志村寺野付近の芋川左岸に発生した地すべりによる河

道の閉塞。既に上流側には湛水域が出現し、道路の一部が水没してい

る（提供：国際航業株式会社　2004年10月24日撮影）。

表紙紹介：平成16年新潟県中越地震によって生じた河道閉塞と天然ダム

向山　栄 （国際航業株式会社　技術センター）


