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い．断層面またはプレート境界における固着

域のスロースリップや加速された急激なずれ

がおこるまでに，外力がどれだけ長い時間を

かけて働いていたのか，これからどのような

経過をたどっていくのか，我々が，これまで

も，これからも，つねに地質学的な長期戦の

中にいることを社会的な共通理解としていく

必要がある．突発的な地震活動や火山噴火を

はじめ，地質災害をもたらす激しい現象がお

こるまでに，地質学的な長い時間経過と地球

の営みの蓄積があり，そして変動帯の地質と

人類が共生していることをもっと普及したい

と思う．自然は人類にとって都合よくできて

いるわけではなく，地球でおこる現象は地球

の動態にみあう地質学的な時空間でおきてい

るのだから．

地球の表層環境が変化することは，ギリシ

ャ・ローマ時代の古くから，貝化石や岩塩の

存在などにもとづいて知られていた．おそら

く幾世代にもわたって伝えられた天体の運動

と同じように，生活に結びついた現象につい

ては正しく認識されていたらしく，火山噴火

や地震をともなう地殻変動は普遍的なものと

して論じられている．中国には“滄桑の変”

という言い伝えがあり，８世紀の唐時代から

11～12世紀の北宋・南宋時代にすでに，水中

の堆積物からできていた大地が急激に上昇・

陸化したことが書き残されている．わが国で

も，平安時代の武将・歌人の源　頼政が詠ん

だという和歌・・・千尋の底のさされ石の鵜

のいる磯とあらわるるまで・・・があるが，

これは地震隆起のことであったのであろう

か．しかし，地球の歴史を考える上で革命的

だったのは，17世紀のデンマーク生まれのニ

コラウス・ステノの仕事であろう．ルネッサ

ンスの後に自由な発想が展開されるなかで，

彼は，大地から掘り出された化石はもともと

地質学は，17世紀の頃から地層や化石に

（岩石・鉱物の形成にも）前後関係を認識す

ることによって，地球をつくる物質とそれら

をつくってきた地学現象に，途方もなく長い

時間・歴史が内在していることを明らかにし

てきた．そして19世紀前半には，化石の変遷

史にもとづいて地質年代区分が確立され，地

球誕生以来なにがどのように起こってきたの

か，地球生命史を解読して記述することがで

きるようになった．このことは，科学の世界

にそれまで欠落していた歴史的展望を与え

て，人類の地球観・自然観を大きく拡げるこ

とに貢献した．

20世紀に入って放射性元素が発見されて，

その半ばには放射年代や古地磁気の測定とい

った強力な武器を得て，新しい動的地球観が

確立され，それは科学的にも社会的にも大き

な関心をよびおこした．地質学は，それまで

誤りであったテクトニクスの見直しをせまら

れることになった．プレート沈み込み帯にあ

たる日本列島では，世界にさきがけて付加体

の研究が進み，そこで確立された変動帯の地

質学は世界に発信されるにいたった．大陸地

殻や海洋地殻だけでなく，マントルにも遥か

な時間が記録されていることに変わりはな

く，地震波トモグラフィで明らかにされたマ

ントル内の温度構造に，プルームによる長大

な時間をかけた物質循環が追求されてきてい

る．

昨年は，多くの台風・豪雨の被害や新潟中

越地震の災害を経験したが，スマトラ沖地

震・インド洋津波は，史上希有の大きな被害

をもたらした忘れられない事件であり，いま

は緊急の復興支援と二次災害への対応がせま

られている．地質学あるいは地球科学でみれ

ば，それら変動帯での事件は，瞬時におこっ

た現象として終わってしまったわけではな

生物の身体の部分であることを指摘し，地層

の上下関係や結晶成長に前後関係があること

を初めて主張した．化石を生物として体系化

したこと，地質現象に時間の概念を導入した

こと，このことが地球史や生命史の議論を可

能にしていった．

新しい地球生命科学の創設を目指して，わ

が国で建造されてきた大型の科学掘削船「ち

きゅう」のテスト航海がいよいよ始まろうと

している．その統合国際深海掘削計画の推進

によって，地質学の時空間をさらに拡大させ

る多くの発見が期待されるが，その成果はか

ならず陸域地質学の発展につながってくるだ

ろう．地球生命史の理解あるいは絶滅問題や

環境問題など，どれをとっても，野外のひと

つの露頭や地下からのコア，それらに内在す

る地質現象に不思議さを感じ取るところから

始まっている．

最近では，理科離れという言葉が日常的に

使われている．子供たちが理科から離れたが

っているとはとても思えないのだが，学校教

育の場では実際に深刻な問題となっている．

試験それも受験に関係して，理科の勉強は必

ずしも強制されているわけではないから，そ

れから逃れることが可能なのであろう．近年，

科学・技術のマイナス面が宣伝され，受験や

就職問題もあったとしても，むしろ大人たち

の経済優先の価値観が社会構造的に「理科離

し」をしてきたのではないか．子どもたちが

自分から好んで理科から離れているかは疑問

である．自然のなかに不思議を感じ，なにか

を発見する，そうした科学の面白さを見出す

機会をもてないままに理科嫌いになられては

たまらない．地球がどのような生い立ちをも

っているのか，我らはいったいどこからきた

のか，悠久の面白い世界が広がっている地質

学を伝えていこうではないか．
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巻頭言

地球の時間を刻んできた地質
日本地質学会　会長　斎藤靖二
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日本地質学会は本年９月18日（日）～20日（火），近畿支部の支援の

もと，京都大学総合人間学部キャンパスを中心として，第112年学術

大会（2005年京都大会）を開催します．この大会は日本地質学会が法

人化を迎えようとする大きな変革の時期に行われます．新しい地質学

会の学術大会として成功させたいと思っています．そして，この大会

から興味深い研究報告が数多く発信され，会員相互の親睦が図れるこ

とを強く期待します．どうぞ皆さまのご協力を宜しくお願いします．

京都大会の内容は随時，日本地質学会ニュースや学会ホームページ

（http:/www.geosociety.jp/）に公開されますので，ご覧下さい．なお，

大会予告は例年通り，学会News誌５月号を予定しております．

2005年京都大会実行委員会・準備委員会

委員長　瀬戸口烈司

事務局長　増田富士雄

第112年学術大会（2005年京都大会）
トピックセッション，シンポジウム公募のお知らせ

日本地質学会行事委員会

2005年９月18日（日）～20日（火）に京都大学で開催予定の，第112

年学術大会のトピックセッションとシンポジウムの公募を下記の要領

で行います．なお，公募締切は３月14日（月）です．

１．大会でのセッションの概要

京都大会では例年とほぼ同じ規模の会場を確保しております．ポス

ター会場の都合から昨年の千葉大会のようなポスター発表重視の方向

がとれるかは未定ですが，できるだけその方向で行いたいと思ってお

ります．セッションの区分も例年通り，「定番セッション」と「トピ

ックセッション」を設定します．「定番セッション」は，層序，堆積，

石油，古生物，岩石，火山，構造，地域，現行過程，情報，応用，環

境，海洋などの分野またはそれを細分したものを想定しており，20ほ

どのセッションが予想されます．

２．トピックセッションの公募

トピックセッションとして10セッションほどを募集します．学会内

外から多くの参加者が期待されるような学術的に魅力的なトピックセ

ッションの企画の提案をお待ちしております．

＊どのセッションでも招待講演は可能ですが，従来と同様に招待者は

非会員に限り，それぞれのセッションで半日（2.5時間）あたり１

件までとします．これまで規定を越える数の非会員に招待の意志を

伝えたために混乱したことがありましたので，このようなことがな

いようにご注意下さい．

３．シンポジウムの公募

京都大会では定番セッションの個別分野を越えた発表と討論の場と

しての６つのシンポジウムを募集します．各シンポジウムは３時間と

し，その時間内であれば運営方法はコンビーナに委されます．非会員

の招待講演も可能です．斬新なシンポジウム企画の提案を期待します．

４．応募方法

トピックセッション（10件程度），シンポジウム（６件）の企画に

応募する方は，以下のような項目を記述して，３月14日（月）までに，

日本地質学会行事委員会宛（main@geosociety.jp）にEメールでお送

り下さい（書式自由）．

1）トピックセッション，シンポジウムの区別

2）提案者名（会員に限る）メールアドレス，電話番号，FAX番号

3）タイトル

4）コンビーナーの名前

5）趣旨，概要，参加予想数など

6）シンポジウムの場合，発表者を公募するかどうか，募集件数も

明示

５．決定方法

トピックセッション，シンポジウムに多数の応募があった場合や定

番セッションとの重複がある場合には，行事委員会で重要度や緊急度

を考慮して調整の上，決定させて頂きます．採択の結果は，ニュース

誌（５月号予定）で公表し，講演募集を行います．講演申込の締切は

６月末頃を予定しています．

京都大会ニュースNo.1

日本地質学会第112年学術大会：2005年9月18日～20日近畿支部京都大学にて開催

岩石学を学習する学生さんをはじめ，偏光顕

微鏡を使用する全ての研究者の方々に有効に活

用していただけることと思います．ご希望の方

は学会事務局までお問い合わせ下さい．

会員価格　200円　非会員価格　300円

NOW ON SALE！！

「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」（英語版）が
下敷き（プラスティック製/A4版/両面カラー）になりました．



地質学研連からの「地球システム変動」を

提案した．

（i i）物理学研連と結晶学研連において

「SPring-8の利用者負担の在り方について」

が提案され，学術会議提言に向けて準備中

である．

（iii）国際惑星地球年（International Year of

Planet Earth, IYPE）

国際地質科学連合（IUGS）はユネスコ及

び各国地球科学関連団体と共同し，2005年

から2007年にかけて実施する．国連総会に

おいて2006年をIYPEの年とする宣言が採

択される．

（iv）代表派遣会議及び派遣候補者の推薦に

ついて

平成16年度追加推薦と平成17年度の推薦に

ついて連絡があった

（３）第143回総会への研連報告（清水委員長）

第143回総会において地球化学・宇宙化学

研連の活動を報告するため，前回総会以後の

活動をまとめた資料を作成し，事務局宛に提

出した．

（４）平成18年度科学研究費補助金「分科細

目・新規設定要望の検討依頼について」（清

水委員長）

本研究連絡委員会としては新規設定の要望

をしなかったことが報告された．

（５）科学研究費補助金審査委員選考方法変

更について（清水委員長）

日本学術振興会が各学協会からの研究者情

報の提供などにより独自の研究者データベー

スの充実を図り，同会内に設置した学術シス

テム研究センターを中心として審査委員候補

者の選定を行なうとの変更について，学術会

議学術体制常置委員会から連絡があった．関

連学協会へ，本変更について連絡を行なった．

２．IAGC（清水委員長）

本研連が国内対応団体となっている国際学

術組織IAGC（International Association of

Geochemistry and Cosmochemistry）の評議

員会（Council Meeting）が８月20日，フィ

レンチェ大学（イタリア）で開催され，野津

憲治・第17期本研連委員長が出席した．

2004-2008年執行部と評議員が，推薦委員会

の原案通り承認され，野津氏が評議員に選出

された．IAGCの略称はそのままであるが，

International Association of Geochemistry

and Cosmochemistryから，International

Association of GeoChemistryへの名称変更

と，それに伴う定款変更の提案がされ，可決

された．

３．Goldschmidt Conference（清水委員長）

第14回会議が，６月５日から11日までコペ

ンハーゲン大学（デンマーク）で開催された．

日本地球化学会は，Geochemical Society,

European Association of Geochemistry,

日時：2004年11月19日（金）13：30～16：00

場所：日本学術会議第６部会議室（６階）

出席者：山中高光（会員），蒲生俊敬（地球

化学），佐野有司（地球化学），清水洋（地

球化学），下山晃（化学），鈴木徳行（地質），

留岡和重（鉱物）

欠席者：海老原充（地球化学），長尾敬介

（地球化学），中村栄三（岩鉱），平原和郎

（地球物理研連）

報告事項

１．学術会議関係

（１）第143回総会（平成16年10月26～28日開

催）（山中会員）

次の項目について審議・報告があった．

（i）第三次科学技術基本計画に向けた日本学

術会議の役割について

第一次（平成８年７月２日），第二次

（平成13年３月30日）についで，平成18年

に向けて検討を加えていく．

（ii）次期日本学術会議への提言について

（iii）日本学術会議と学術研究団体のホーム

ページのリンク

関連各学協会において確認する．

（iv）運営審議会報告：持続可能な社会のた

めの科学と技術に関する国際会議2005組織

委員会の設置

（v）学術会議の新しい体制の在り方に関す

る懇談会

有識者６人と会長で組織し，次の事項を検

討．

国際交流活動の在り方（国際学術団体の国

内対応委員会の在り方），

学術研究団体との連携の在り方（連携学術

団体制度，分野別委員会の編成），

政策提言機能発揮の在り方（総合科学技術

会議との関係，課題別委員会の編成），

部会の位置付け，委員会の役割・構成・編

成

（vi）学術会議会員候補者選考委員会

会員候補者選考委員（30名）が選定され，

会員候補者情報について学協会の提供を依

頼している．また，専門委員候補者の範囲

について審議している．

（２）第４部会（平成16年10月26～27日開催）

（山中会員）

（i）平成18年度科学研究費補助金に関わる時

限付き分科細目の設定

Mineralogical Society of Americaとともに主

催機関となった．第15回会議は，2005年５月

20日-25日にアイダホ大学（アメリカ）で開

催され，日本地球化学会は引き続き主催機関

となる．

審議事項

１．「アジア地域における地球化学・宇宙化

学の連携」及び「地球化学における環境学」

に関するアンケートについて

標記２つのアンケートを日本地球化学会会

員に実施し，その集計結果ならびにまとめに

ついて審議した．再度アンケートを実施して

回答数を増加して，最終まとめをすることと

した．「アジア地域における地球化学・宇宙

化学の連携」については，対外報告としての

まとめを検討することとした．

２．平成17年度代表派遣会議及び派遣候補者

の推薦について

希望者は11月25日までに委員長に連絡し，

候補者の推薦については委員長，会員，幹事

で協議することとした．

その他

１．次回の委員会の日程について

次回の委員会を2005年３月７日（月）午後

１時30分より開催することを決めた．

１．職種・人員　太陽惑星系物質科学講座担

当教授　１名

２．専門分野　　無機地球化学（岩石圏・水

圏・気圏などの物質の分析により，地球惑

星の環境変動や地球生物圏との相互作用を

研究し，かつ教育に熱意のある方を希望）．

３．着任時期　　平成17年７月以降（決定後

なるべく早い時期）

４．提出書類

（1）履歴書

（2）これまでの研究概要（A４用紙２枚

以内）

（3）研究業績リスト｛原著論文（査読の

有無），総説，報告書，著書に区分｝

（4）主要論文の別刷３編（研究業績リス

トに○印を付す）

（5）研究・教育に対する抱負（A４用紙

２枚以内）
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九州大学大学院理学研究院地球
惑星科学部門太陽惑星系物質科
学講座教授公募

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

報　告

日本学術会議第19期第4回地
球化学・宇宙化学研究連絡委
員会議事録

本会委員会以外の研究会・

委員会等よりのお知らせを

掲載します．



平成16年度「21世紀COEプログラム」で，

高知工科大学は「社会マネジメント・システ

ム学」の拠点として選定されました．そのプ

ログラムの一環として，平成18年3月に本学

にて「防災に関する国際シンポジウム

（ISMD2006）」を開催いたします．地震・豪

雨等による災害に対して，より効率的に効果

的に対応するため，防災をシステムとして捉

えマネジメントする観点から，改めて防災対

策のあり方，ハード・ソフトのインフラのあ

（6）応募者について意見を聞ける方２名

の氏名とその連絡先並びに応募者との

関係

５．公募締切　平成17年３月22日（火）（必

着）

６．書類送付先および問い合わせ先

〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1

九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門

太陽惑星系物質科学講座担当教授候補者選

考委員会

委員長　関谷　実

Tel : 092-642-2669（ダイヤルイン）

Fax : 092-642-2684

E-mail : sekiya@geo.kyushu-u.ac.jp

７．その他

（1）提出書類のうち，（4）以外は全てA

４用紙を使用すること．

（2）封筒に「応募書類在中」と朱書し，

簡易書留で郵送のこと．

（3）選考の最終段階において講演をお願

いし，面接を行います．

り方，災害原因の調査方法について問い直す

ことをテーマにしており，数多くの発表や参

加が期待されています．奮ってご参加下さい．

日時：2006年３月９日～11日（３日間）

開催地：高知工科大学（高知県土佐山田町

高知空港から９km）

論文概要締切：2005年６月15日（英文300 ワ

ード前後）

登録料：一般　25,000円（2006年１月16日以

降は30,000円），学生　20,000円

会議事務局：

782-8502 高知県香美郡土佐山田町宮ノ口185

高知工科大学　社会マネジメントシステム・

センター

ISMD 2006事務局（事務局長　高木方隆）

Tel 0887-57-2792 / Fax 0887-57-2811

e-mail: ismd@kochi-tech.ac.jp

Website:http://www.kochi-tech.ac.jp/coe21/

ismd/
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防災に関する国際シンポジウム
（ISMD 2006）

ご案内

本会以外の学会およ

び研究会・委員会よ

りの催し物のご案内

を掲載します．

氏（筑波大学）

http://www.fgi.or.jp/index-j.html

○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/

月　February
○第82回 深田研談話会
２月18日（金）

「森林斜面における表層土のクリープについ

て」園田美恵子 氏（京都橘女子大学）

http://www.fgi.or.jp/index-j.html

月　March
○日本海洋学会2005年度春季大会
３月27日～31日

場所　東京海洋大学品川キャンパス

大会HP http://secure.gakkai-web.net/

gakkai/jos/index.html

○日本地理学会2005年度春季学術大
会

3

2

2005.1～

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．

2005年
月　January

○第50回日本水環境セミナー
１月17日（月）

場所：早稲田大学理工学部（大久保キャンパ

ス）55号館　大会議室

問い合わせ先：tamura@jswe. or.jp

○東京大学海洋研究所共同利用シン
ポジウム
南海トラフ地震発生帯の深海掘削

１月20日（木）

場所：東京大学海洋研究所講堂

http://ofgs.ori.u-tokyo.ac.jp/sympo.html

○第81回　深田研談話会
１月21日（金）

「川の成り立ちを水路実験で探る」池田　宏

1

３月28日（月）～30日（水）（ただし総会・代

議員会は27日）

会場：青山学院大学青山キャンパス

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

月　May
☆日本地質学会第112年総会
５月22日（日）

会場：幕張メッセ　国際会議場（千葉県）

http://www.geosociety.jp/

○地球惑星科学関連学会2005年合同
大会
５月22日（日）～26日（木）

会場：幕張メッセ　国際会議場（千葉県）

http://www.epsu.jp/jmoo2005

○第43回原子力総合シンポジウム
「原子力はエネルギー逼迫時代のメシアにな

りうるか（未定）」

５月26日（木）～27日（金）

場所　日本学術会議講堂（東京都港区六本木）

問い合わせ：（社）日本原子力学会　内

atom@aesj.or.jp

○日本地下水学会2005年春季講演会
５月28日（土）

場所　東京農工大学農学部（東京都府中市）

http://www.groundwater.jp/jagh/
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日本海拡大が古地磁気の研究によって実証さ

れるのは，およそ半世紀後である．

寅彦が地質学雑誌に論文を執筆していたこ

とを何人の会員が知っているだろうか（21巻，

246号，83－89p., 1914）．南硫黄島付近の海

底火山活動により誕生した新島についての論

文である．寅彦の守備範囲の広さを示すもの

ある．その他にも地形学的な調査も行ってい

る．土佐湾の調査により室戸岬の隆起を確認

している点も，プレートテクトニクスが影も

形もない時代においては，実に先見的な研究

であったといえよう．

寅彦の研究については幅の広さにも驚かさ

れるが，発想のユニークさに関心させられる．

例えば，群発地震の統計的分布と椿の花の

日々の落下数のそれとを関連させる発想，地

震の発生回数とアジの漁獲高との関連性の考

察，地震と雷雨の発生頻度の関連性の考察な

ど自由自在に頭を働かせている．こんな所に，

良い意味でのアマチュア主義を感じる．これ

は，本書に紹介されている寅彦の次の言葉に

つくされる．「実験なんかでも，余り勉強ば

かりしていると，つい目を瞑って研究するよ

うになるから，よほどその点は注意する必要

がある．いつでもアマチュアの気持ちを失わ

ずに，楽しみながら，終始目を開いて仕事を

しなければいけない．」

「天災は忘れた頃来る」という言葉が寅彦

のものであることは，あまりにも有名である．

しかし，この言葉は寅彦の文章にはどこにも

残っていないという．口承で広がったものら

しい．ところで，2004年は，台風，地震，津

波と災害の多い年であった．本書の中で，寅

彦が小学校で地震津波の教育をすれば，災害

に対する科学知識の水準が上がり，天災の予

防につながると主張していたことが紹介され

ている．現在，初等中等教育において地学教

育がほとんどなされていないことが地質学会

でもしばしば問題とされてきた．日本のよう

な「災害列島」で地学教育がおろそかにされ

ていることは，教育政策上重大な誤りである

と言えよう．地質学会としては，あらゆる機

会をとらえて地学教育の重要性を各界に訴え

る必要があることを改めて感じた．

寅彦は多くの本を電車の中で読んだそうで

ある．評者も常磐線の通勤電車内で本書を読

んだ．皆様も通勤・通学の友とされたらいか

がでしょう．

（天野一男）

この本を手にとってまず目についたのが口

絵の「寺田寅彦のイチゴ図」であった．皿の

上にのった５つのイチゴの絵の下にローマ字

で「好きなもの　イチゴ　コーヒー　花　美

人　ふところ手して宇宙見物」と書かれてい

る．ディレッタント的科学者，漱石の「猫」

に登場する寒月氏のモデル．私の先入観通り

の寺田寅彦がここにいる．少しわくわくしな

がら読み始めた．しかし，本書の内容は私の

思惑とは違って，従来あまり紹介されていな

い寺田寅彦の科学論文，特に地球科学に関連

した論文を中心に寅彦の地球観が一般読者に

分かるように解説されていた．高知新聞に連

載された記事をもとに，加筆されたものであ

る．著者鈴木氏の寺田寅彦への思いが，目一

杯語られている．

第一章「科学者への軌跡」，第二章「大陸

移動説」，第三章「火山の研究」，第四章「動

く大地の研究」，第五章「独特の科学眼」，第

六章「寅彦余話」という構成になっている．

本書を読むまで，ウェーゲナーの大陸移動説

を日本ではじめて紹介したのが寅彦であった

ことを評者は寡聞にして知らなかった．大正

12年の日本天文学会春季大会で大陸移動説を

紹介しているという．寅彦は大陸移動説の延

長線上で日本海の拡大へと関心を深めてい

く．1920年代後半から1930年代前半にかけて

日本海拡大に関連した論文を執筆している．

学問や科学の進展とともにその分野の科学

史へ関心が高まるのは必然の流れである．我

が国でも地球科学の分野でこのような傾向が

鮮明になりつつあることは歓迎すべきことで

ある．最近，この流れを助け，強めてくれる

好著が出版された．それがここに紹介する高

柳洋吉訳「恐竜を追った人びと」（原本 :

Christopher McGowan（2001）: The Dragon

Seekers．Perseus Publishing Cambridge，

Massachusetts）である．

本書の著者Christopher McGowanは現在

カナダのトロント大学動物学科の教授であ

る．魚竜を中心とする化石研究者で，長い間

イギリスでの野外調査，研究を行ってきた．

恐竜化石の門外漢である評者がなぜ本書を

紹介しようとしているか，それには大きく三

つの理由がある．第１は，我が国の地球科学

史への関心を高めるため．第２は近代地質学

発祥の地イギリスにおける地質学や古生物学

発展の初期の歴史が鮮やかに描かれている．

評者は以前からイギリスではなぜ80を超える

ほ ど 多 数 の 地 域 地 質 学 会 （ 例 え ば ，

Liverpool Geol. Soc. など）があるのか不思

議に思っていたが，本書でそのような社会的

雰囲気が次第に築かれてきたことがわかっ

た．第３はこのような本作りの努力に感動し

たからである．

次に本書の内容を紹介しよう．まず，次の

構成からなる．

まえがき，謝辞，第１章　はじめ，第２章

海辺の竜，第３章　聖書と岩石，第４章　チ

ョーク採石場と蛭，第５章　暗黒の世界，第

６章　意外な新事実，第７章　イグアナの歯，

第８章　もっともな原因，第９章　もっとた
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寺田寅彦の地球観
－忘れてはならない科学者－

鈴木堯士著

高知新聞社，2003年11月13日発行，

A５版，298ページ，2000円＋税

ISBN 4-87503-349-4

紹　介
恐竜を追った人びと

ダーウィンへの道を開いた
化石研究者たち

クリストファー・マガウワン著　
高柳洋吉訳

古今書院，

2004年12月８日初版第１刷発行，A５版，

xiii＋322ページ，定価4,000円＋税

ISBN 4-7722-8037-5



博物館）納入に纏わるトラブル．第12章はリ

チャード・オーウェン（ロンドン王立外科医

学校教授・同校博物館館長）の活躍ぶり．85

歳までに600編の論文を書いた．ダーウィン

の進化論に貢献．第13章は1834年に氷河時代

の提唱者ルイ・アガシがバックランドを頼っ

てイギリスを訪問，アガシの感化でバックラ

ンドの考え方に変化が起きた．宗教からの科

学の分離が進む．第14章はギデオン・マンテ

ル（医者）によるDinosauria名の提唱など，

恐竜化石の研究発展，リチャード・オーウェ

ンの恐竜研究の評価，著者不明の論文「痕跡」

が引き起こした大騒動，病状が深刻になった

ダーウィンの様子，などの紹介．第15章は最

後を迎えたバックランドの病状，さらに著者

McGowan 自身のイギリスでの恐竜研究の様

子が述べられている．

以上の紹介で明らかなように，本書には19

世紀の近代地質学の確立に貢献した地質学や

古生物研究者の代表的な名前がすべて出てく

る．しかも彼らの研究上の苦労，生活振り，

対人関係，当時の社会状況などが的確に述べ

られていて面白い．その中で，恐竜化石の研

究が次第にダーウィンの考えを支えることに

なり，そしていかに19世紀の地質学・古生物

学の発展に貢献したかがよく分かる．このよ

うな視点からもできるだけ多くの人に本書の

一読をお薦めしたい．最後に，翻訳に苦労が

多かったことが伺え，訳者に深い敬意を表し

たい．

（岡田博有）

この小説の主人公は地質学者であり，地質

学に興味を持っている設定である．家族で蛍

石の採集に出かけたり，イルカの化石の入っ

たノジュールを宝物としていたりするなど極

めて現実的であり，ついつい微笑んでしまう．

くさんの巨獣，第10章　自然を改良する，第

11章　コーニグ氏遺憾とする，第12章　教授

と博物学者，第13章　地すべり，氷河そして

暴動，恐竜と種について，第14章　衰退と死，

第15章　海のほとり，訳者あとがき，注記，

精選文献，図の出典と帰属，「恐竜を追った

人びと」関係年表（訳者編），索引

まえがき・謝辞　ロンドンの自然史博物館

は世界で最も重要な資料に恵まれた博物館の

ひとつである．その中の本や標本に魅了され

ていた著者が，たまたまイギリスからカナダ

に帰る機中で読んだメアリー・アニングに関

する本に刺激されて，彼女と同時代の化石研

究者たちがどのような環境の中で地質学や古

生物学を発達させてきたかを，彼のイギリス

研究の実績からまとめてみたいと思うように

なったと記されている．しかし，その執筆過

程でいかに多くの人たちに助けられたかが謝

辞の中で詳しく述べられている．それを読む

と著者の努力とこの種の本の執筆苦労がよく

わかる．

第１章では宗教と科学との関係，その中で

宗教から科学を引き離そうとする研究者たち

の努力が述べられている．また，当時の社会

の不安定さも示している．

第２章はメアリー・アニングの家庭生活と

化石収集家としての彼女の働きぶりが中心で

ある．当時の地質・古生物学界に大きい影響

を与えていたオクスフォード大学教授ウイリ

イアム・バックランドとの出会いと彼の影響

が述べられる．第３章はノアの洪水の立場か

ら過去を説明しようとするバックランドの

姿，オクスフォードでの授業風景などが面白

い．第４章はギデオン・マンテル（医者）に

よる謎の歯の物語，キュヴィエやライエルと

の関係がみえる．第５章は洪水遺跡としての

洞窟調査の様子，なぞの巨大骨化石の発見．

第６章はバックランドによる巨大爬虫類に関

する1824年の学会発表，世界初の恐竜名の発

表，彼のロンドン地質学会会長就任など．こ

の年を新時代の幕開けとしてとらえ，イギリ

スの社会改革も論じる．第７章はマンテルに

よる新たな巨大爬虫類の発見や社会改革の一

段と進展する様子が述べられる．

第８章ではジェームズ・ハットン，チャー

ルス・ライエル，セジュウィック，ダーウィ

ンが登場．ライエルの「地質学原理」執筆過

程，野外地質学者としてのダーウィン，彼の

「種の起源」の問題解明にライエルの現在を

もとに過去を解釈する手法をとったこと，な

どが詳しく述べられている．第９章ではマン

テルによる３番目の巨大恐竜の発見と彼の優

れた話術，急進してきた当時の科学と技術へ

の知識欲が述べられる．

第10章はトマス・ホーキンズ（化石研究家）

の魚竜化石の話が中心．それらは今もロンド

ンの自然史博物館にある．彼のアニングとの

出会い，イギリスを震撼させたコレラの話題

など．第11章はバックランドやトマス・ホー

キンズのコレクションを大英博物館（自然史

著者は，地質学では常識になっている巨大火

砕流を「死都日本」として小説化し第26回メ

フィスト賞を受賞した石黒　耀氏である．

題材は，石橋克彦さんが明日にも起こると

予知して久しい東海地震である．地球科学に

関係する者としては，東海地震の際にとんで

もないことが起こることは分かるが，一般の

人にどのようなことが起こるか説明せよと言

われても躊躇してしまう．その被害や混乱に

なると我々には考えの及ばないことが多々あ

るが，これらの内容を，極めて具体的に記述

しており，東海地震に関係する非常に広い分

野の知識を出所とともに正確に解説してい

る．同様の内容を授業や講演会で話せと言わ

れても，これだけ広い分野の内容にわたり準

備することは容易でなく，いざ話し始めると

途中で居眠りする学生が出てくるのがおちで

あろう．メルマガ「地質技術者わくわくネッ

トワーク」で紹介されていたので，人文学部

1年生向けの講義「地学の世界」において紹

介しようと，購入して読んだのが本書との出

会いであり，早速，受講生に副読本として購

読を勧めた．構成として，縦軸には東海地震

という大地質災害とそれに対する政府の対

応・建造物の現状・地球科学の現状を，横軸

には主人公の地質学者が細々と営むボーリン

グ屋に降りかかるとんでもない災難を設定し

ている．この設定は小松左京著の「日本沈没」

が日本列島に迫ってくるテクトニクスと国家

施策を両軸としていることと異なっている．

この設定の相異によって縦軸の内容を登場人

物の口を通して述べたり，解説を挿入したり

することを可能にし，居眠りが出そうになる

と，主人公に降りかかる緊迫した出来事が進

行する．世界的な原発離れの中で，中部電力

が浜岡原子力発電所に５号機を新設した理由

や原子炉内部の構造，地震時の原発の止め方

と放射能漏れがいかに発生するかなどは，本

書によって知ることができた．地質学関係で

は「大都市の地下に何故活断層が存在するか」

ではなく「活断層が存在するから大都市を作

ることのできる平野が形成される」ことを登

場人物に語らせており，地震時のガスハイド

レートの挙動などもリアリスティックに描写

している．

地震の予知に関しては，予知は不可能とい

う専門家が多い現状を偏りなく述べるととも

に，巨大地震が起こるのであればこれまでに

整備された観測網や監視観測に前兆が現れな

いはずはないという，地質学者的な勘を主人

公が持ち，ホームページで公開されている公

的・私的機関の観測結果と有料で公開されて

いる観測情報を自ら利用して来たるべき地震

を予知するという筋書きである．これは，極

めて少ない国家予算配分の中で一生懸命観測

を続けている研究者へのエールであるととも

に，予知などできないなどと開き直らずにも

っと意欲的に観測研究を進めてほしいという

国民の希望を代弁している．評者も世界で最

も激しいテクトニクスが進行している静岡県

に職を得て地質調査に基づくテクトニクスの
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いるが，本書のような強力な援軍を得たこと

は極めて幸運と言えよう．この書評を執筆す

るきっかけも地質基準委員会の際に本書を紹

介したところ，「そんなに良いのなら書評を

書いて会員に知らせたら」と言われたからで

ある．

本書で著者が伝えたかった最も重要なメッ

セージは，主人公の父親が死ぬ間際に主人公

へ言い遺した内容であろう．多岐にわたる法

律網は所詮人間が作ったものであるので必ず

抜け道があり，法律でその抜け道を阻止しよ

うとすると法律網はより複雑になり，日常生

活の規範としてますます役立たなくなる．そ

れに代わって宗教が重要な役割を果たしてき

たが，宗教が国家権力と結び付くと腐敗し，

国民から遊離してしまうことは歴史が証明し

ている．震災で国土の主要部を破壊され，放

射能汚染を被り根本的な出直しを迫られた日

本にとって，神の役割を担うものは自然の摂

解明と東海地震予知に関する地震計・傾斜

計・光波測距の測定を継続しているが，これ

らの継続観測が直ちに予知に結び付く保証は

ないものの，これらの観測を継続しなければ

予知できないことは確かである．

国家施策に対する批判は各所にちりばめら

れており，学校教育における地学の取り扱い

についても現状の的確な説明とともに，この

ような文教施策は日本の将来を危うくすると

代弁してくれている．このように小説に記述

して貰えば，地質学会の地学教育委員会が知

恵を絞って提言を作成し，会長が文部科学省

に持参して説明するよりもはるかに分かり易

く，多くの人々に理解してもらえることは確

かである．この小説のお陰で地質学に対する

政府や国民の考え方が我々の側に大きく方向

転換するであろう．地質学会の会長・理事は，

昨年９月の総会で決議された法人化のために

認可省庁である文部科学省との交渉を進めて

理を謙虚に追求する地球科学の研究であり，

主人公に神に近付くための研鑽を求めてい

る．我々地質学者も突然このようなことを言

われれば，主人公と同様に困惑してしまうが，

人類が我々に求めているのは，人類活動に指

針を与える自然の摂理を科学的に把握するこ

とではなかろうか．

静岡で東海地震に関係する地震・測地学的

観測を続けてきたが，政府の大学への理系経

常経費の文系並減額，に始まり毎年進められ

ている根絶施策と思われるほど大幅な減額の

もとに継続は絶望的であり，停年を３年後に

控えこれまで継続してきた観測をどのように

するか頭を悩ましていた．しかし，戦時国の

大学に比較すれば恵まれているのであるか

ら，人類が我々に求めている自然の摂理を解

明するために，初心に戻って着実な調査・観

測を継続する気力を本書は与えてくれた．

（新妻信明）
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ックフレームワーク

11月28日（日）

志村俊昭（新潟大学）羽越地域の熱史と，領

家帯・シホテアリン地域との対比

周藤賢治（新潟大学）中期中新世におけるア

セノスフェアの上昇がマグマ生成に及ぼし

た影響

平原由香・巽　好幸・周藤賢治・佐藤佳子・

ヴラジミール（新潟大学・海洋開発研究機

構）ユーラシア大陸東縁部，シホテアリン

における新生代玄武岩質マグマのSrI及び

NdIの時間変遷

西尾嘉朗（海洋研究開発機構）西南日本とシ

ホテアリンのマントルゼノリスの特異なリ

チウム同位体組成の起源と日本海掘削で期

待すること

小原泰彦（海上保安庁海洋情報部）海洋リソ

スフェア学：特にOceanic Core Complex

について

阿部なつ江（海洋研究開発機構）大陸分裂初

期・海洋底拡大時の海洋リソスフェア形成

過程

高橋成実・佐藤壮（海洋研究開発機構） 地

震波構造探査から見た背弧拡大：日本海と

マリアナを例にして

竹内　章（富山大学）日本海東縁のテクトニ

クスと変動

田村芳彦（海洋研究開発機構）日本海と熱い

指の関係

木村純一（島根大学）東北本州弧第四紀火山

岩類からみた日本海下のマントルの特性

馬場聖至（海洋研究開発機構）・藤　浩明・

（富山大学）日本海東縁の上部マントル電

気伝導度構造

荒井章司（金沢大学）なぜ日本海を掘る必要

があるか？

巽　好幸（海洋研究開発機構）背弧海盆のマ

グマ学：現在，過去，未来

宮下純夫（新潟大学）オフィオライト研究に

おける混乱と海洋地殻超深度掘削の意義

鈴木宇耕（海洋研究開発機構）日本海超深度

掘削実現のための「ちきゅう」とCDEXの

役割

総合討論

去る11月27日（土）と28日（日）に，新潟

大学において「日本海超深度掘削実現をめざ

して」のシンポジウムが開かれた（シンポジ

ウム世話人：宮下純夫，藤林紀枝，阿部なつ

江）．本シンポジウムは地球掘削科学コンソ

ーシアムの会員提案型事業の一つとして採択

され，３つの組織，新潟大学超域研究機構プ

ロジェクト「日本地球掘削科学コンソーシア

ムの拠点形成：海洋底研究分野の強化」，金

沢大21世紀COE「環日本海域の環境計測と

長期・短期変動予測」，海洋研究開発機構地

球内部変動研究センター・海洋底ダイナミク

ス研究プログラムが主催した．以下にプログ

ラムを示す．

11月27日（土）

宮下純夫（新潟大学）シンポジウム開催にあ

たって

玉木賢策（東京大学）ODPでの到達点と背

弧海盆研究の課題

北里　洋（海洋研究開発機構）日本海の形成

と嫌気海洋

三瓶良和（島根大学）日本海泥質堆積物の有

機炭素濃度と有機炭素埋積速度

玉置真知子・伊藤康人（大阪府立大学）・渡

辺真人（産業技術総合研究所）富山県八尾

地域に分布する下部～中部中新統の古地磁

気学的研究

伊藤康人・玉置真知子・渡辺真人（大阪府立

大学）北陸地方における前期～中期中新世

地磁気層序の最近の進展

栗田裕司・立石雅昭・鈴木信哉・入佐友哉・

三浦友洋（新潟大学）日本海沿岸の砕屑性

第三系

山路　敦（京都大学）古第三紀リフトを求め

て

熊谷英憲（海洋開発研究機構）・兼岡一郎

（東京大学）ODP掘削により得られた基盤

岩放射年代値の評価

藤林紀枝（新潟大学）日本海中新世火山活動

の特徴ー火山学的側面からー

荒戸裕之・岩田尊夫（帝国石油）・伊藤康人

（大阪府立大学）：日本海南部北陸～山陰海

域の地質構造とその形

笠谷貴史（海洋研究開発機構）山陰地方の電

磁気観測から見えてきた比抵抗構造

富士原敏也（海洋研究開発機構）活動的な背

弧海盆の地球物理学的調査

ポスター　佐藤　壮（海洋研究開発機構）海

底地震探査による日本海・大和海盆南西部

の地震波速度構造

ポスター　岩田尊夫・森田宜史（帝国石油）

日本海南西部，対馬堆積盆周辺のテクトニ

コメント：徳山英一（東京大学），鈴木宇

耕（海洋研究開発機構）

日本海の掘削は，1973年にグローマ－チャ

レンジャー号（DSDP : Leg31），1989年にジ

ョイデスレゾリューション号（ODP :

Leg127, 128）で行われ，日本海の基盤構造

や形成過程などについての重要な知見が得ら

れている（例えば，Tamaki et al., 1992）．し

かし，掘削技術の限界により，これまでの最

大掘削深度は北大和堆の海底下1084mが最大

であった．日本海海洋地殻の最上部を構成し

ているとみられる中期中新世の火山岩類につ

いては，堆積層との互層帯として最大で約

300m掘削されたに過ぎない．ガブロ層やか

んらん岩層はもちろん到達していない．しか

しIODPでは，わが国日本の提供する「ちき

ゅう号」によって，さらに深い掘削が可能と

なる．そこで今回は，これまでのDSDP,

ODPの研究成果をさらに発展させた日本海

掘削提案の可能性と意義を討論することを目

的に，広範な分野の地球科学者に呼びかけを

行った．その結果，中期中新世温暖期の日本

海海洋環境と海底火山活動の特徴，太平洋西

縁部の背弧海盆～縁海の海洋地殻の構造や形

成過程，日本海の基盤岩や堆積盆の構造と大

陸地殻の薄化・日本海形成過程，日本海形成

前後の火成作用の変遷と第四紀火成作用との

関係などについての29の話題が提供され，大

変充実したシンポジウムとなった．今後の研

究課題が浮き彫りとなり，日本海超深度掘削

に向けての烽火があがったといえる．

参加者は，９大学，４研究機関，３企業か

らあり，総勢80名に達した．中越地震による

上越新幹線の不通が続き，関東方面からの参

加者の方々には大変ご苦労をおかけしたが，

それにもかかわらず大勢の方に御参加いただ

いたことは「日本海問題」に関する興味の大

きさを感じさせ，これからの展開がとても楽

しみである．今後，参加者を中心にワーキン

ググループを結成して活動し，日本海超深度

掘削プロポーザル作成，その実現を目指して

行く事になるが，日本海北部については宮下

純夫，竹内　章，大和海盆～大和堆に関して

は山路　敦，総合として阿部なつ江が当面中

心となる事を決めた．興味のある方はご連絡

下さい．

藤林紀枝

（fujib@ed.niigata-u.ac.jp）

宮下純夫

（miyashit@geo.sc.

niigata-u.ac. jp）
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「日本海超深度掘削実現をめざして」シンポジウム報告

新潟大学教育人間科学部　藤林紀枝

学協会・研究会報告

深海掘削船「ちきゅう」（本誌Vol.7，No.5特集記事より）



日本列島各地に大雨をもたらした２つの台風通過直後の2004年10

月23日夕刻に新潟県中越地方においてM6.8の地震が起こり，多大

な地質災害を起こし，多くの方々が被災された．

急速隆起・沈降境界域としての中越地域

中越地域は，弧状に屈曲する東北日本弧と日本列島を南北に分断

するフォッサマグナとの交差域にあり，日本列島のテクトニクスに

おいて重要な位置を占めている．西方の飛騨山地と南方の越後山地

は急速な隆起を続け，世界で最も若い冷却固結マグマ溜まり花崗岩

が滝谷および谷川岳に露出し，日本におけるロッククライミングの

メッカとなっている．東北日本弧脊梁の岩手山西方では，固結しつ

つあるマグマ溜まり頂部が地熱開発ボーリングによって海水準下

2000mで捉えられている（「地質基準」116頁）．これらの花崗岩も

同程度の深度で固結したとすると数千m隆起したことになる．北方

には，急速に沈降する新潟平野があり，中越地域は急速に隆起する

山地と急速に沈降する平野の境界部に位置している．

活褶曲地域としての中越地域

北部フォッサマグナから新潟平野へ流れ抜ける信濃川では，その

流域に形成された河岸段丘面が褶曲構造と調和的な変位をしてお

り，活褶曲として有名である．今回の中越地震の震源地は，活褶曲

が最初に報告された信濃川流域の東岸域に当たる．北部フォッサマ

グナから新潟平野における褶曲は，典型的な同心褶曲である（「地

質基準」40頁）．この型の褶曲では，地層の厚さが変わらないので，

断面図上の層理面は平行した曲線として表現でき，定規とコンパス

を用いるバスク法が適用できる．褶曲構造が同心であれば，向斜部

では深度とともに曲率半径が増大するのに対し，背斜部では減少す

る．松本・長野地域には同心褶曲構造の深部が地表に露出している

が，激しく変形して断層に切断された狭い背斜部を境界として広い

向斜部が並んでいる（「地質学調査の基本」42頁）．向斜部は上位の

砂岩優勢な海底扇状地堆積物からなり，背斜部は流動変形し易い下

位の泥質岩からなっている．このような同心褶曲の特徴は，褶曲構

造の下底面で離脱するとともに層理面におけるすべりがなければ実

現されない．向斜構造の境界となっている幅の狭い背斜部は，離脱

面から上方に向かうひだの筋に対応する．

大陸片境界域としての中越地域

北部フォッサマグナから新潟地域は，1500万年前に日本列島がア

ジア大陸東縁部から分離した際に形成された日本海の南東端に当た

り，中越地域は日本海の海底玄武岩と大陸片との境界部に位置する．

日本海拡大後に遠洋性泥岩が堆積し，その上を日本列島から供給さ

れた大量の土砂が海底扇状地としておおい，魚沼層堆積期にその上

面は海面上に達した．日本海拡大後の泥質堆積物が，同心褶曲の離

脱面として機能している．

褶曲構造下の構造

地表の地質調査や油田掘削によって同心褶曲構造が詳細に解明さ

れているが，離脱面以下についての情報は乏しい．本年11月，東京

大学出版会から「日本列島重力アトラス‐西南日本および中央日本」

（山本・志知編，2004）が出版され，褶曲構造下の離脱面について

検討できるようになった．この重力アトラスとは別にアジア航測

（株）は，同じ重力異常データについて起伏状態を詳細に表現できる

赤色立体地図（Red Relief Image Map，俗称「内臓マップ」；千

葉・鈴木2004）を用いてブーゲ異常起伏図を2004年９月の地質学会

千葉大会に公開した．同心褶曲している海底扇状地堆積物の比重は

ブーゲ異常算出に用いられた比重2.67より小さいが，海底玄武岩や

大陸片の比重はより大きいことから，この起伏図は海底玄武岩や大

陸片上面の起伏に対応する．新潟から長岡の東方には，平野と山地

の境界に沿って北北東－南南西方向に日本海側に急減するブーゲ異

常の傾斜面が続き，その南南西方延長部の長野平野の東方に存在す

るが，その間の中越地域では，この急斜面は南東方向に大きく湾入

している（図１）．この急斜面より東側には日本海拡大前の中新世

前期の堆積物があり，この急斜面が大陸片の境界に対応している．

この斜面の湾入部の北西方の柏崎付近には高まりが存在し，その間

の凹所の軸部を信濃川が流れている．この起伏形態は，地すべり地

域に一般的に見られる円弧すべりの様相（「地質学調査の基本」169

頁）を呈している．すなわち，南東に湾入している急斜面は滑落斜

面に，信濃川に沿う凹軸は滑落斜面下の凹状地に，柏崎付近が脚部

の高まりに相当する．この大規模崩壊は引張応力場のもとにあった

日本海拡大時に起こり，現在の日本列島テクトニクスによる圧縮応

力場のもとにその離脱面が元に戻される方向に運動した（反転テク

トニクス）ため，日本海拡大後この凹所を埋積した堆積物が同心褶

曲して油田・ガス田になっている．今回のM6.8の中越地震はブー

ゲ異常急変斜面上で起こったが，1847年の善光寺地震M7.4，1964

年の新潟地震M7.5も同様に大陸片と日本海との境界部で起こって

いる．

中越地域の三重離脱面

中越地震の震源域である山古志村の２万５千分の１地形図を見る

と，地表の殆どが地すべり地形によって覆われている（本誌11月号

表紙写真：向山，2004）．この地すべりによって形成される窪地は

特産の錦鯉の養殖，緩やかな丘陵は牧畜に利用されおり，多くの恩

恵をもたらしている．しかし，この恩恵豊な地域は，日本海拡大時

に形成された重力崩壊による離脱面と，同心褶曲構造下底の離脱面，

そして同心褶曲構造の上面の地表付近の地すべりの離脱面と，三重

の離脱面の上に載っていることになる（図２）．今回の中越地震は，

地下の地質体の破断によって生じたものである．三つの離脱面のい
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2004年10月の新潟県中越地震と日本列島テクトニクス

―三重離脱面の上に載る中越地方―
新妻信明（中部支部・静岡大学理学部地球科学教室）

図１．ブーゲ異常起伏図．2004年10月の新潟県中越地震，1964年の

新潟地震，1847年の善光寺地震の震源位置と世界で最も新しい固結

したマグマ溜まりが露出している滝谷と谷川岳．中越地域ではプー

ゲ異常起伏が大規模重力崩壊の形態をしている．この起伏図は，山

本・志知（2004編）の重力データを用いてアジア航測（株）が作成し

た．



ずれが破断したのか，離脱面から派生してその上位の地質体を切断

する破断であるのかその特定は困難であるが，褶曲構造の形成過程

や離脱面を考慮した深部の地質構造探査が望まれる．

中越地域を支配するプレート運動

今回の地震活動は日本列島のテクトニクスが駆動している．中部

地方では太平洋・フィリピン海・北米・アムールの４つのプレート

が関与しているが，房総沖の海溝・海溝・海溝型プレート境界三重

会合点が重要な役割を演じている．フィリピン海プレートの北西進

に伴い伊豆海溝は日本海溝の南方延長よりも西方に後退するが，こ

れらの海溝に沈み込む太平洋プレートは地球上で最も古く厚い海洋

プレートなので，日本海溝と伊豆海溝との接続部のずれに合わせて

沈み込まず，日本海溝および東北日本弧を伊豆海溝の位置まで弧状

に屈曲させ，西南日本を東西に圧縮している（Niitsuma, 1996・

2004）．中越地域は東北日本弧と中部日本の境界域に位置し，フィ

リピン海プレートと太平洋プレートの動きに対して鋭敏に反応す

る．

中越地震とプレート境界の地震活動および地殻変動

気象庁発行の「地震・火山月報（防災編）」の「日本及びその周

辺で発生した主な地震」および「世界の主な地震」によると，伊

豆・小笠原海溝沿いの地震は1999年までは年間２-４個がほぼ半年

以内の間隔で起こっていたが，2000年から2002年の夏までは年間５

個以上と活発な地震活動があり，その後沈静化し，15ヶ月近く経過

した2003年11月に２つの地震が起こったのみで2004年８月まで地震

が起こっていなかった．中越地震と紀伊半島沖地震はこの異常な静

穏期を経て起こった．一方，日本海溝沿いの地震は，伊豆・マリア

ナ海溝の静穏期前には年間２から４個であったのが，2002年以後に

は年間10個以上と倍増している．

三重会合点よりも南方では，伊豆・マリアナ海溝および南海トラ

フ・琉球海溝の二列に沿って太平洋プレート運動に相当する沈み込

みが起こっており，フィリピン海プレートは東縁で沈み込まれ，西

縁で沈み込んでいる．フィリピン海プレート南端のモルッカ海峡で

は，太平洋プレート運動分が沈み込んでいるので，太平洋プレート

とフィリピン海プレートの運動は一致しているが，台湾と南部フォ

ッサマグナにおける衝突によって西縁の沈み込みが妨げられ，フィ

リピン海プレートがモルッカ海峡の東方で太平洋プレート上に釘付

けにされ，そこを要（Pivot）として回転しているように運動して

いる．1999年９月の台湾地震M7.7がフィリピン海プレート東西両

縁での活発な地震の契機となったが，西縁の地震は四国以南に限ら

れ，四国よりも北東の中部日本は固着されたまま歪みを蓄えていた

ことになる．2002年８月以後はフィリピン海プレート東西縁で極端

に少ない地震しか起こらない休止期となっていたが，2004年５月19

日台湾M6.1，７月22日沖縄本島近海M6.1，８月21日与那国島近海

M5.6と西縁で連続的に地震が起こり，フィリピン海プレート北縁

部と中部日本における歪みが増大していた．

2001年１月４日M5.6の地震以来沈静化していた中越地方におけ

る地震活動が新聞に報じられたのは2004年９月７日の最大M4.3の

３つの地震からであり，その前の９月５・６日には紀伊半島沖

M6.4・M7.4，直前の９月７日に東海道沖M6.4がフィリピン海プレ

ート内で起き，中越地方で９月８日にM3.5，東海道沖でM6.5が起

こっている．中越地方の活動が峠を越した11月９日にも東海道沖

M5.7が起こっており，フィリピン海プレート北部と中部日本の歪

が今回の地震に関係していると言えよう．プレート運動と中部日本

の歪みの関係は，1999年９月の台湾の地震後の短縮（新妻，2002），

2004年春から夏にかけての伸長の後に起こった10月15日からの短縮

として静岡大学地殻活動観測所の光波測距によって捉えられている

（図３）．

中越地域は三重の離脱面の上に載り，日本列島のテクトニクスを

象徴するような地質構造を有しているが，この背景を配慮した測線

を設け，フィリピン海プレートの東西両縁および日本海溝における

地震活動から予測される日本列島の歪状態と対応させて褶曲構造の

変動を監視できれば，この地域における直下型地震についての予報

も可能になるであろう．

本稿を作成するに当たり，地質学会の斎藤靖ニ会長をはじめ水野

篤行・籾倉克幹・宇田進一の皆様，静岡大学地球科学教室の皆様に

討論いただいた．ブーゲ重力異常起伏図については北海道大学の山

本明彦，アジア航測（株）の千葉達朗・鈴木雄介の皆様にお世話にな

った．
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図２．中越地方の三重の離脱面概念図．中越地震の震源域には，地

表付近の地すべりによる離脱面，同心褶曲構造下面の離脱面，日本

海拡大時に大陸から日本列島が分離した時に生じた大規模重力崩壊

による離脱面と三つの離脱面が地下に存在している．

図３．静岡大学地殻活動観測所と草薙断層を挟んだ谷津山間の光波

測距記録．2004年春から伸長していたが，10月15日から短縮に転じ，

中越地震後に最も短縮した．



The Island Arc論文の類似論文が他誌に掲載され

た問題が2004年９月に発覚し，日本地質学会理事会

がThe Island Arc編集委員会に，状況の把握と適切

な対応を指示し，当編集委員会は鋭意調査と議論を

進めて参りました．その結果は，既に同年12月の評

議員会にて報告し承認をいただいたところですが，

当編集委員会として会員の皆様に概要のご報告をす

るとともに，ニュース誌の誌面をお借りしていくつ

かのお願いをさせていただきます．

今回の問題の発端は，日本地質学会年会期間中の2004年９月19日

に開催されたThe Island Arc（TIA）の編集長陣とAssociate

Editors（AE），Editorial Advisory Board（EAB）によるオフライ

ン拡大編集委員会に向けて，同会に出席できない委員に対してメー

ル等による発言を求めたところ，一人の海外AEから意見が寄せら

れ，その中に数年前のTIA特集号の複数の著者が「論文を繰り返し

出版している」という指摘があったことでした．この指摘は９月９

日の日本地質学会理事会でも報告されて問題になり，理事会の要請

を受けてTIA編集長陣が調査を開始しました．その結果，「よく類

似した論文」として，同一筆頭著者によるその特集号の１編と海外

学術誌（仮にA誌とする）の１編が浮上しました．

A誌の論文に掲載されている図のうち４つはTIA論文のものと非

常によく似ており，A誌の論文で提示されているデータはTIA論文

に掲載されているデータをほとんど全て含み，要旨から結論まで文

章にも類似箇所が多々ありますが，A誌論文はTIA論文の約２倍の

長さがあり，より完備したデータセットとより深い議論に基づいて

より確実な結論を導いており，TIA論文は序報的な論文，A誌論文

は詳報的な論文と言えます．問題は，TIA論文の査読期間中にA誌

論文が投稿されたこと，A誌論文が後で投稿されたにも関わらず

TIA論文の出版が遅れたためにTIA論文よりも１年前に出版された

こと，そして，A誌論文にはそれよりも先に投稿されていたTIA論

文が引用されていないのに（ただし同じTIA特集号に投稿中だった

他の論文は変則的な形で引用されている），TIA論文にはA誌論文

が引用されていることです．このような投稿・受理・出版と引用の

前後関係から見て，オリジナリティーはA誌論文にあり，序報的な

TIA論文をA誌論文の出版後に受理し印刷する必要はなかったこと

になります．

我々編集長陣は筆頭著者と主要なもう一人の著者に，両論文の類

似点を指摘して説明を求め，A誌論文とは異なるTIA論文のオリジ

ナリティーは何であるかを中心に質問しましたが，「実験中に生じ

た変化を最初に報告した論文」ということ以上の答えはなく，もし

そうだとすれば，A誌論文出版後にTIA論文を出版する意義はなか

ったことになります．しかし，今回の２つの論文は，全く同じ原稿

を２つの雑誌に投稿した典型的ないわゆる二重投稿とは異なること

も事実です．

一方，我々編集長陣としては，特集号の編集責任者にも事実を指

摘して説明を求めました．彼らは独自に詳しい調査を行い，「当該

２論文についてはどちらの論文にもオリジナリティーがあり，二重

投稿には当たらない．特集号の他の論文についても二重投稿の事実

はない」という結論の調査報告書を2004年10月30日に提出しました

が，上述のような両論文の時間関係と引用関係の矛盾について，納

得できる説明はありませんでした．

そこで編集長陣としては，著者らがTIA論文の「事実の最初の報

告としてのオリジナリティー」を主張するのであれば，著者自らが

自分達の論文でそのことを明記すべきであると考え，A誌の誌上に，

「著者らのA誌論文にはTIA論文の引用が欠落していた」とする訂

正文を印刷する解決案を提示し，2004年11月19日著者らがこれに同

意するに至りました．この問題はA誌に当該訂正文が印刷された時

点で解決するものと考えます．

論文のオリジナリティーをはっきりさせ，他人のプライオリティ

ーや他の論文のオリジナリティーを尊重して適正な引用を行うこと

は，科学論文の執筆に当たって非常に重要なことですが，同じよう

なテーマで何回も論文を出版する必要がある場合は，今回のような

問題が生じないよう，「自分の論文のプライオリティーはまず自分

自身で保護する」という姿勢で，既に投稿・出版した論文との違い

を明確にするよう十分注意していただきたいと思います．また，論

文の出版が非常に遅れ，どんどん新しい成果が出版されてしまって，

もはやその論文を出版する意義がなくなってしまったような場合

は，その論文を取り下げる決断も必要だと思います．会員各位にお

かれましては，今回の一件を他山の石として，オリジナリティーに

あふれた論文をどんどん執筆していただくよう，お願いいたします．

2004年12月10日

The Island Arc編集長

石渡　明

Simon Wallis

The Island Arｃ編集事務局長

渡部芳夫

竹内圭史

日本地質学会News ８（１）12

The Island Arc論文の類似論文が他誌に掲載された問題に関する報告



☆地質学雑誌のあり方検討委員会

報　　告

１．経緯

昨年12月の理事会において木村副会長より「地質学雑誌のありか

たについて」検討すべしとの提案があり，諮問検討委員会を設置し

加藤副会長及び宮下副編集委員長が担当．地質学会ニュースに，検

討資料として「世界の代表的地質学雑誌の情勢分析」「地質学雑誌

の電子化に関する問題点の整理」を掲載し，暫定的な試・私案を述

べ，広く会員諸氏の意見を求めたところです．また，地質学雑誌編

集委員会，理事会及評議員会で検討頂きました．その結果を以下に

要約します．ご協力いただいた方々に感謝いたします．

２．資料：会員からの意見（個別意見の要約羅列です．したがって

相互に整合したものではありません）

（1）新地質学雑誌の理念・性格付け

①地質学雑誌・地質学会ニュース誌及び地質学論集は統廃合．

・新地質学雑誌は総説・技術ノート・ニュース中心で会員全員配

布．

・新地質学論集は定期化して従来の原著論文と従来型の論集の内

容含む．会費と別購読することで会費負担軽減を図る．

②会員の研究成果の公表場所提供という基本的役割は継続されるべ

き．従前通りでは，掲載論文の分野が著しく偏り，関連学会誌と

競合関係となる場合もあり，改善が必要．

③論文集と雑誌（情報・総説・テーマ別話題）は分けた方がよいが

現実的かは要検討．

④関連専門学会との競合（会員の重複）をどうするか．統合も視野

に入れて要検討．

⑤地質学雑誌とIsland Arcの役割分担の明確化．前者は国内の記載

的論文及び一般社会への役割等，後者は島弧活動に関する学際的

研究論文に特化．会員は年会費をどちらにかに選択できるように

して，両者購読は割引導入．

⑥地域地質の記述は重要なので継承されるべきである．ページ数制

限を緩める必要．

⑦data brief的なものなど新カテゴリー掲載の検討

⑧総説重視路線．

⑨定期刊行物（プリント）の毎月全会員郵送は学会の求心力維持に

不可欠．

⑩論説はPDF化してウェブで（希望者には従来通り印刷物で）．論

文ダイジェストをニュースに掲載．

（2）国際化

①英文誌化は，すでにIsland Arcがあるので現実的ではない．

二カ国語化（日・英．英語部分は本文より短いバージョンだが十

分論文として読める内容）

英訳は，基本的には著者だが，有料の英文化サービスも要検討

（法人化された大学を利用・大学側も研究費確保の観点からＯ

Ｋ）．自動翻訳では良質の英文化は困難．

②英文論文掲載は否定しないが，それほど海外から引用されるわけ

でもない．

（3）特集号の企画

①年に２～３回程度の特集号の継続的企画．特集号の表紙（タイト

ル・写真・図）を別枠で．（通常号の表紙・体裁等はそれほど悪

くはない）

（4）総説

・総説の充実のため，1）学会賞受賞者の投稿の義務化，2）編集委

員会内部に企画担当（個人ないし集団）設置，3）総説重視の立

場から，雑誌冒頭に掲載．

（5）ノート

①実用的な論文の充実（技術・技法，コンピュータープログラム他）．

現行の「ノート」が相当するとしても，４ページ制限は不適．編

集委員会に２ページ程度の超過を許す権限を付与．内容的にも

「ノート」の定義を改訂し，上記実用記事の掲載を可能とする．

②従来は「用語解説」的なものを想定していたためであろう４ペー

ジ制限は不適．雑誌をより魅力あるものとするため実用的記事を

掲載しうるような「ノート」の充実が不可欠．

③現在の「ノート」の定義「技術・手法・術語などについての報告

または紹介」でもプログラム等の掲載は可能．「ノート」にも

Abstractを付してステータス向上を図る．

④例えば分析用のエクセル計算シートなどオープンファイルにする

（引用ルールは要検討）

（6）電子投稿・電子査読

①電子化はJ-stageなどで解決のめど．

②投稿・査読ではメリット（郵送時間と費用の節約・全般的な作業

の迅速化・印刷校正の簡素化）を考えれば，早期実施の為の検討

を行うべき．→編集員会マター

③簡単なものから練習してもう少し経験を積む必要．

（7）編集委員会

①現体制は適切に機能しており引き続き継続．その中に，特集号・

総説・ノート等担当の「地質学雑誌企画担当グループ」設置（副

編集長が責任者）したらどうか．

②査読体制の充実．海外にも広く査読を依頼できる体制（特に英文

論文）構築の要．

③編集委員は多すぎるので，真のベテランに絞るべき．

④委員は部会長よりも積極的な中堅の方がよい．

⑤専門部会を代表する編集委員選出が必要．法人化に際しての専門

部会の役割再認識．

（8）その他

①法人化後の会員サービス向上のための企画の充実（普及書・ロー

カルな地質情報・地学ハイキング案内・子供向け特集）と購買の

みの会員制度の検討．

②巡検適地の紹介コーナー新設，著名露頭の現況報告

③ニュースの充実：巡検ガイド（査読付き）・今月の地質学雑誌や

Island Arcのダイジェスト（査読付き）・学生向き受験対策（技

術士補や大学院入試の解説など）・高校や大学の授業のネタ（査

読付き）・書評は書籍以外にソフトや調査用具の紹介も．

３．結論（既に実施済みのものもあります）

・現行の地質学雑誌の出版形態は維持する．

・会計上の検討を踏まえて（出版費用・部数・販売他），年に数回

の特集号special issueを企画し，そのための体制を整備する．

・論集は廃止し，上記特集号に集約する（すでに企画中・承認済み

のものは除く）．

・内容的に，地質学会ニュースも含めて実用的な記事や総説の充実

を図り，広く会員のニーズに対応する．

・雑誌本体の電子化はすでに解決したが，投稿・査読システムの電

子化は，引き続き編集委員会等で前向きに検討する．

（平成16年12月，文責　委員長　加藤碵一）
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2004年11月６日（土）・７日（日）の２日間にわたって恒例とな

った第５回こどものためのジオカーニバル（以後ジオカーニバルと

いう）が大阪市立科学館（以後科学館という）を会場として行われ

た．今年は例年と比べて開催した２日間とも好天に恵まれ，3000人

を越える入場があった．

これまでの入場者と傾向も異なり，リピーターの増加が目立って

きた．また，さまざまな情報（科学館の情報やタウン誌情報）でジ

オカーニバルが行われる事を知り，やってきた人の数も多くなって

いる．第４回まではどちらかというと開催日雨天のほうが，入場者

が多かった．これは行楽地に行くことができず，科学館にやって来

てジオカーニバルが行われている事を知ったという人が多かったた

めと思われる．

第５回こどものためのジオカーニバルの様子を報告する．

１）イベントの内容と当日会場での様子について

過去３回科学館同様，実施した内容は次のとおりである．定員が

あり参加体験型のセミナーを行ったA会場とブースで観察や工作を

するB会場の２つにわけて実施をしている．

●A会場

・気象セミナー：「空気の重さを感じよう」

・天文セミナー：「君も作ろう！天体望遠鏡」

・地質セミナー：「岩石の薄片を使った万華鏡づくり」

・環境セミナー：「地球温暖化，省エネ実験教室」

今回は，参加者に対してセミナーの内容がわかりやすくするため

に実施分野を明確に表示することにした．参加人数に制限があるた

め，いずれのセミナーも開始30分前から整理券を配布した．参加で

きるのはジオカーニバルの趣旨に沿って「こども」とした．大人の

参加は保護者であれば子どもの付き添いという形式をとり，大人に

人には定員に余裕があれば，セミナー実施者の判断で参加をしても

らったものもある．

●B会場

・化石のレプリカを作ろう

・琴引浜の鳴き砂が泣いている．

・ビルも傾く“えきじょうか”

・氷の結晶模型と氷晶

・紙で雪の結晶模型を作ろう

・雨滴や紙の雪結晶を浮かせてみよう

・ペーパー分光器を使って虹を見てみよう

・できた！光り輝く私の星座！！

・神戸の『木の葉石』と，太古の森林

・ようこそ，不思議な石の世界へ､

・鉱物・化石の標本を作ろう

昨年より出展数が

増えた関係上，研修

室前のアトリウムを

使っての展示も行った．これは

ジオカーニバルのデモンストレーション

にも大きく寄与した．その他は例年通り，

各出展ブースに行けばいつでも観察がで

き，工作を行うことができた．ただし，

出展によれば人数制限をしたものや，演

示時間を決めて行ったものもある．

当日の詳しい内容は以下のＵＲＬから

見ることができる．ぜひご覧いただきたい．同時に過去のジオカー

ニバルの様子もみることができる．

・第５回こどものためのジオカーニバル　URL

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

２）参加者からのアンケート結果

各セミナーおよびB会場見学者に対してアンケートをおこなって

いる．アンケート結果は次のとおりである．（抜粋）
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望遠鏡作りは

できるかな？

地学教育のページ：
第5回こどものためのジオカーニバル：報告

芝川明義（大阪府立狭山高等学校）

③今回のイベントをどのようにして知りましたか（％）

先生から 12

家族から 11

友人から 10

ポスターを見て 5

科学館に来て知った 45

ホームページから 5

その他 11

①どちらから来られましたか（％）

セミナー
B会場

気象 天文 地質 環境

大阪府（大阪市内） 16 31 29 13 37

大阪府（大阪市外） 56 52 43 59 41

兵　庫 3 10 20 6 10

京　都 19 2 0 13 3

奈　良 0 2 9 0 6

その他（東京・滋賀） 6 2 0 9 3

②あなたはどれにあたりますか（％）

セミナー
B会場

気象 天文 地質 環境

小学生 31 90 69 34 36

中学生 0 2 6 0 3

高校生 28 0 6 22 1

大学生 13 2 0 19 3

教　員 0 0 11

社会人 16 0 8 16 35

その他（幼稚園） 9 7 11 9 11



⑤気づかれた点や感想など

・大変楽しかったです（多数意見）

・スタッフの方が丁寧でわかりやすかった（多数意見）

・「こどものための…」のとおり小さい子も興味の持てるイベント

でした．

・子どもが地球・科学が大好きなので必ず参加しています．今後も

続けて開催してください．

・各セミナーについても肯定的な意見が多かった．

⑥地球や宇宙に関する実験・観察したいテーマや疑問がありました

らお書きください

・マントルの動きや地震が起こる仕組みについてセミナー開催を希

望します．

・未来の地球はどうなるのか知りたい．

・地震，火山，温泉など

・気象の移り変わりを詳しく知りたい．

・人工衛星の高層大気汚染について　　など

３）来年度に向けて

●反省会で出された意見（抜粋）

・出展内容について，参加者の意見を参考にしながら新規開拓をし

ていく必要性を強く感じた．

・天文，気象，地質，環境・防災の４領域の出展はやはり必要であ

る．

・入場者数が増加しており，研修室だけでは収容人数に限界がきて

いると考えられる．

・運営に伴う連絡（出展者を含めて）をもっと密に行う必要がある．

・セミナー整理券の配布方法の再検討

・広報についてはおおむねうまくいったと考えられる．しかしなが

らジオカーニバルについての問い合わせが科学館に多く寄せられ

てきており，HPに情報を多く掲載するなどの対応策が必要であ

った．

・今年度は入場者に対してアンケートを行う際に次年度開催の連絡

先を書いていただいた

●2005年度実施および今後について

・これまでの，経験を糧として来年度も行うことで企画委員会では

合意が得られた．しかしながら，規模が大きくなったことによる

問題点も生じてきており，今後検討を必要としている．

・また，過去５回行いジオカーニバルは市民権を得たと考えられる．

ここまでにいたる経緯やその成果をより多くの人に知ってもらう

ためにも活動の総括と成果を発表する時期にきていると考えられ

る．地学教育のより一層の発展を考えると各学会での積極的な発

表に取り組む必要性を痛感した．

・今年度は入場者に対してアンケートを行う際に次年度開催の連絡

先を書いていただいた．リピーターを増やしていくにもよい方法

と考えられる．

４）最後に

・多くの方々からジオカーニバルは支持をいただいている．その結

果を踏まえ今後もよりよい内容のイベントにしていくべく努力が

必要である．

・こういったイベントが全国で行われ，地学教育に対する国民の意

識が高まる事を期待したい．

日本地質学会News ８（１） 15

（写真右）雪の浮遊を

真剣に見つめる眼．

（写真左）雪の結晶作

りに挑戦．

（写真右）鉱物の不

思議な世界に思わず

うっとり．（写真左）

気象セミナーでの参

加者の真剣なまなざ

し．

④楽しかったですか（％）

全体
セミナー

気象 天文 地質 環境

とても楽しかった 56 63 74 76 34

楽しかった 37 37 23 24 50

普通 5 0 3 0 16

あまり楽しくなかった 1 0 0 0 0



＜訂正・読替のお願い＞

本誌 vol.17, No.12の「地学教育のページ」(p.15～16）に掲載された「日本地質学会千葉大会における千葉県地学教育研究会の取り組み―

理科教員対象見学旅行」につき，本文の訂正を行わないまま掲載してしまいました．趣旨から著しくかけ離れるものではありませんが，よ

り適切な表現を心がけたく，下記により訂正致しますので，お読替いただければ幸いです．

（地学教育委員会）
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表紙紹介

原生代後期（5.5～10億年前）は，地球史を通じて最も寒冷な時

代であったと考えられている．この時代の氷河堆積物は世界的に分

布し，層厚が数100ｍに及ぶものも知られている．この氷河堆積物

に関する大きな謎のひとつは，氷河堆積物が厚い炭酸塩岩によって

覆われていることである．氷河堆積物とそれを覆う炭酸塩岩のペア

は世界各地で普遍的に存在しており，この炭酸塩岩はキャップカー

ボネートと呼ばれている．キャップカーボネートの炭素同位体比が

最下部で－５‰まで低下していることや，氷河堆積物に縞状鉄鉱床

が挟まっていることなどから，この時代には氷床が地球をくまなく

覆ったとする全球凍結仮説が提案され，注目を浴びている．

ナミビア北部に広く露出するオタビ層群には，この時代の氷河堆

積物とキャップカーボネートのペアが２つの層準で見られる．いず

れも全球凍結仮説の成立に重要な役割を果たしたものである．写真

は，下部のチュオス層（氷河堆積物）とラストフ層（キャップカー

ボネート）の境界部付近のキャップカーボネートである（層理面は

ほぼ垂直に立っており，右側が上位）．細かなラミナが発達し，相

対的に黒色のカルサイトに富む層とやや明るい色のドロマイトに富

む層の周期的なサイクルが見られる．この露頭で炭酸塩岩が連続的

に採集され（下部にカッターの跡がみえる），分析の結果最下部

1.5mはドロマイトからなり，炭素同位体比や酸素同位体比の急激

な変化が認められた．

同じ地域に分布する上位の氷河堆積物（ガーブ層）を覆うマイエ

バーグ層の最下部は，チューブ構造をもつ炭酸塩岩で特徴付けられ，

炭素同位体比の変動パターンはラストフ層と異なっている．こうし

た違いをもとに世界各地のキャップカーボネートの対比が試みられ

ているが，研究者によって見解が異なっており，氷河堆積物とキャ

ップカーボネートの年代論は今後の重要な研究課題である．

氷河堆積物を覆うキャップカーボネート：約７億
年前の縞状炭酸塩岩．オタビ層群，ナミビア．
Cap carbonate overlying Neoproterozoic glacial
deposit: 0.7 Ga-old Laminated carbonate of Otavi
Group, Namibia.

写真：白尾元理 Motomaro Shirao

解説：東條文治 Bunji Tojo

頁 段 行 原　　　文 訂　正　文

地学教育のページ

15 右 15 コースを， コースを再検討し，

17 （前出） （前記）

27 与える必要がある． 与えられるか．

34－35 読み直すには， 読み直すと，

35 解説が不足したと自戒している． 解説が不足したのではないかと考えている．

16 左 18 ミスで，深く自戒している． ミスであった．

19－22 自動車（すべて） 自家用車

21 また， 加えて，

21 見学地点付近の人 見学地点付近に居住する人

22 提供できた． 提供できたと考えている．

23－24 適用範囲・・・いない．十分な・・・必要であった． それで十分かどうか検討する必要があった．

右 10 よかった よく理解された

10－11 よみやすさ・・・・工夫が必要だと考える． 内容面の工夫がやや不足していたのではないかと考えている．

18 地元研究団体として 本会としても

21－22 そこで見られる・・・ものがある． 独自の教材がある．

22 互いの研究団体で教員・・参加し， 教員向けの見学旅行に参加しあい，



2004年８月２日から５日にかけてデンマークのコペンハーゲン大

学でTidalites-2004が開催された．これは潮汐の堆積物や堆積過程

をテーマに４年に一度開かれる国際会議で，今回で６回目となる．

主催者はJesper Bartholdy博士をはじめとするコペンハーゲン大学

の方々であった．参加者は65名で，EU諸国，アメリカ，カナダ，

日本，韓国，中国からが多かったが，ラトビアやナイジェリアから

の参加もあった．特に地元の北欧系の参加者が目立った．日本から

は牧野泰彦先生（茨城大），池原　研博士（産総研），中条武司博士

（大阪市立自然史博物館）と筆者の４名が参加した．８月１日に受

付と懇親会，３日の夕方にポスター発表，４日の午後に巡検がある

他は２日から５日の間，朝から晩までずっと口頭発表が続いた．ま

た，会議の前後にも４日ずつ程度の巡検が行われた．主に３つの巡

検が行われ，それぞれ，スウェーデン南部のカンブリア系，フラン

スのモンサンミッシェル湾，デンマークのワッデン海をまわる巡検

だった．ここでは，会議と筆者が参加したモンサンミッシェル湾，

ワッデン海の巡検に絞ってその様子を紹介する．

Conference

口頭発表は50近いすべての発表を１会場で行われた．そこでは潮

汐堆積物の解釈から現世のモニタリング，航空写真の判読まで様々

な視点からみた潮汐の研究発表を聞くことができた．現世干潟の砕

屑物マスバランスの研究が多かった．参加者にスーツ姿の人は少な

く，むしろタンクトップにホットパンツというような格好で発表す

る人もいてびっくりしたのだが，聞くところによるとスーツなど着

ないで腹を割って仲良くなろうという趣旨が会議の根底にあるらし

い．そのせいか発表も質疑応答もいい意味で親しみやすく，活気が

あった．休憩時間になるとポスター会場のところに飲み物が並べら

れ，ビール瓶片手にポスターを眺めるという調子だった．そのため

ポスター発表の時間以外でも議論ができ，いい雰囲気だった．欧米

の人たちは相当飲んでいても普通に議論をしていて驚きだった．

池原さんが「Current-swept cool-water carbonate to clastic

facies around the Soya Strait, northernmost Japan」という題で，

中条さんが「Wave-influenced tidal flat sedimentation in the

microtidal setting, estuary of the Kushida River, central Japan」

という題でポスター発表を行っていた．筆者は，「Estimation of

the depositional time by comparison between foreset-lamina

cross-stratification angles and ocean current fluctuations: the

Pleistocene Ichijuku Formation, Kazusa Group, Japan」という題

で口頭発表を行った．地層の形成時間を見積もるという研究である

が，たくさんの人に興味を持ってもらえたようで，ここを教えてく

れというような質問を多数いただいた．質問してくれた一人が有名

なFlemming先生だったと後で聞いて感激だった．

Field trip

会議前の３日間をかけ，フランスのMont-Saint-Michel Bayをま

わった．この湾はブルターニュとノルマンディの境界に位置し，中

央部に浮かぶ島には世界遺産に登録されている聖ミカエル大聖堂が

そびえている（写真１）．この島は潮汐によって陸続きになったり

孤島になったりし，古くから重要な砦や宗教的聖地となったりして

きた．湾の潮位差はファンディー湾についで世界第２位であり，潮

汐堆積物の研究者にとってもいわば聖地である．

巡検では，湾を一回りして塩性湿地の植生分布や，現世の潮汐低

地堆積物を観察した．ここでは，Tidal rhythmiteと呼ばれる数セ

ンチスケールの砂泥互層が観察できた（写真２）．この堆積物は砂

層の厚さがリズミックに変化しており，それが潮汐の大潮－小潮に

対応しているという説明を受けた．教科書で説明されている通りの

堆積物がそこにありすぐ足元には潮流が流れている，という環境は

潮汐堆積物を勉強する私にとっては夢のような体験だった．一通り

観察した後，潮が満ちてくるときの第１波目であるタイダルボアを

待とう，ということになったが，その日は潮流の条件が悪く結局ボ

アを見ることができず，残念だった．

巡検参加者がわずか10名だったのに加え，昼食は各自がフランス

パンとチーズとハムでサンドウィッチをつくるピクニック，夜は全

員で一つの丸テーブルを囲んで３時間かけて食べる，という調子だ

ったので，英語の力が無くてもすぐに親しくなることができた．そ

のため，露頭でも腹を割った議論を交わすことができた．

会議後の５日間をかけてデンマーク西海岸をまわり，北端の

Skagen spitから南部のワッデン海までを見学した．

この巡検では，デンマークの地形発達，ワッデン海の砂質干潟を

観察したのだが，最終日にはなんとヘリコプタに乗ることができた

（写真３）．かなり揺れるので落ちるのではないかと怖かったが，眼

下に広がる光景はすばらしかった．潮汐流路が樹枝状に発達する様

子など，地上からでは大きすぎてわからない構造を捉えることがで

きた．他にも，干潟に入るために電流の流れる鉄柵を乗り越えたり，

ジープの天井に乗って砂浜を走ったりとなかなかできない体験をす
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写真１　モン・サン・ミッシェル湾の潮汐低地．右上に大聖堂が浮かぶ．

佐藤智之
（京都大学大学院理学研究科修士課程）

Tidalites-2004（6th International
Conference on Tidal Sedimentology）

参加報告

院生コーナー

写真２　Tidal rhythmite を前に議論を交わす参加者．左から二番

目が案内者のBernadette Tessier博士．



ることができた．

おわりに

今回この国際会議に参加し，たくさんの研究者と交流を持つこと

ができたのが一番の収穫だったと思う．会議中，大学院生が将来に

不安を感じるのは視野が狭いせいだ，という言葉をもらったのだが，

全くその通りではないかと思った．というのは，海外の研究者と交

流しているうちに，自分の将来が開けていくような感覚を幾度も味

わったからである．今回の体験を無駄にしないよう今後励みたいと

思う．

なお，次回の会議は４年後に中国の青島で，その次はさらに４年

後にフランスでの開催が決定している．

Tidalitesのウェブサイト　http://www.geogr.ku.dk/tidalites/
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写真３　ワッデン海の潮汐低地を上空から観察するためにヘリに乗り込む

筆者．

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）

前回，短い挨拶文などには創作性が認められにくいと書きま

したが，短い文章には，創作性がないという公式が成り立つわ

けではありません．この点で，古語の単語を覚えるための語呂

合わせに著作物性があるかどうかが争われた事件があります．

地裁（注１），高裁（注２）ともに著作物性を肯定したものに

は「朝めざましに驚くばかり」というのがあります．これは非

常に短い文章なのですが，地裁はこの語呂合わせは「古語「あ

さまし」及び古語「めざまし」の二語について，その共通する

現代語訳「驚くばかりだ」を一体的に連想させて，容易に記憶

ができるようにする目的で，二つの古語のいずれにも発音が類

似し，かつ，現代語訳と意味のつながる「朝目覚まし」という

語句を選択して，これに「驚くばかりだ」を続けて，短い文章

にしたものである．右語呂合わせは，極めて短い文であるが，

二つの古語を同時に連想させる語句を選択するという工夫が凝

らされている点において，原告の個性的な表現がされているの

で，著作物性を肯定することができる」と判断しました．

また，長文であれば著作物性が必ず認められるとは限りませ

んが，長文であれば表現上の工夫や個性が現れることが多いと

いえます．

著作権法10条１項１号は著作物の例示として「小説，脚本，

論文，講演その他の言語の著作物」を挙げていますが，10条２

項は「事実の伝達にすぎない雑報及び時事の報道は，前項第１

号に掲げる著作物に該当しない」と定めています．事実の伝達

に過ぎない雑報や時事の報道は，思想又は感情を創作的に表現

したものとはいえないからです．そうすると新聞記事などは，

事実を報道するものですので，著作物ではないと考えられるか

もしれません．しかし，新聞記事などの報道記事は，通常，表

現の工夫や個性が表れており著作物性が肯定されることが多い

と考えられます．この点，東京地裁平成６年２月18日判決は

「客観的な事実を素材とする新聞記事であっても，収集した素

材の中からの記事に盛り込む事項の選択と，その配列，組み立

て，その文章表現の技法は多様な選択，構成，表現が可能であ

り，新聞記事の著作者は，収集した素材の中から，一定の観点

と判断基準に基づいて，記事の盛り込む事項を選択し，構成，

表現するのであり，著作物といいうる程の内容を含む記事であ

れば直接の文章表現上は客観的報道であっても，選択された素

材の内容，量，構成等により，少なくともその記事の主題につ

いての，著作者の賞賛，好意，批判，断罪，情報価値等に対す

る評価等の思想，感情が表現されているもの」は著作物となる

と判示しています．

では，事実の伝達という側面を持つ自然界の事象についての

表現はどうでしょうか．自然界の事象を解明するためにはたい

へんな時間と労力を要します．しかし，その事象そのものには

著作権は成立しません．著作権法上の保護は，解明された事象

を創作的に表現した場合に，その表現に対して与えられます．

客観的な事象を簡明に表現したものなど，誰が表現しても同じ

表現にならざるを得ない表現には個性が認められませんので，

著作物にはなりません．もっとも，自然科学の論文等では，自

然界の事象を客観的に表現したと考えられる部分が含まれます

が，上記の新聞記事に関する判示からすれば著作物性が認めら

れる場合が多いと考えられます．

（注１）東京地裁　平成11年１月29日に判決．

（注２）東京高裁　平成11年９月30日に判決．

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

著作権譲渡等同意書の解説（4）



会計関係（担当理事　向山）

・上砂前担当理事より，地質学雑誌の印刷

所（現在日本印刷）の契約更新について

は，最低見積り額の日本印刷と引き続き

２年間の契約をすることとした．

広報委員会

ニュース誌編集小委員会（担当理事　大友）

・９月号：表紙：2004年浅間山噴火（アジ

ア航測提供）/2005年度役員紹介/国際地

球惑星年について/案内３/各賞・研究助

成１/紹介２/学協会・研究会報告２第10

回国際フィッショントラック会議参加報

告・第19回HKT ワークショップ報告/

デルタ国際シンポのお知らせ/第17回国

際堆積学会議開催のお知らせ/ジオロジ

ストのための法律メモ（弁護士　高木宏

行）/地学教育のページ　高校地学教師

の一つのイメージ（磯崎行雄）/院生コ

ーナー/平成17年度（2005年度）院生割

引会費の受付開始/追悼　名誉会員　関

根良弘君をおくる（野沢保）/特集記事

2004年９月１日浅間山噴火速報（星住英

夫ほか）預金口座振替依頼書

・10月号：IGC報告特集/日本地球惑星科

学連合設立準備会へ日本地質学会も合流

を決定，ほか

インターネット運営小委員会（委員長-渡

部直喜，担当　大友）

２．学術研究部会（部会長-久田　副部会長-

徐）

行事委員会（徐前委員長）

１）千葉大会の総括

伊藤前理事（千葉大会準備委）より，千葉

大会の総括報告があり，今回の大会が法人化

を目指して過去４年にわたって構築してきた

新しい大会運営システムとして，完成の域に

達したものであること，今後のオンライン化

や省力化に向けてはいくつかの検討事項が明

瞭になったことが報告された．これらは，来

年の京都大会開催に向けた準備に引き継がれ

ることとなる．

２）地球惑星合同大会のセッションについて

（徐理事）

・「地質ハザード・地質環境」について，

コンビーナーの横田修一郎会員から，応

用地質学会の申し入れにより，来年度か

ら同学会との共催とすることが決まった

ことが報告され，了承を求められた．行

事委員会としては問題なく了承できると

の判断である．

・IODP/ICDP関係の研究者から「地球掘

削科学における最近の成果」（コンビー

ナー：浦辺徹郎，徳山英一）が提案され

ている．

2005年度　第１回理事会

議事録

期　日：2004年10月２日（土）

13：00～17：00

場　所：地質学会事務所

出席者：齊藤会長，木村副会長，加藤副会長，

理事：天野・上砂，狩野・公文・徐・高

橋・中井，久田・宮下・向山・渡部

前理事：会田・伊藤・玉生・吉田・脇田，橋

辺（事務局）

欠席理事：倉本・増田，平前会長，

○報　告

＊報告事項については，事前配布された資料

への質疑が無かったため，これを了承した．

１．運営財政部会（部会長-公文，担当-大

友・倉本・向山）

総務委員会

庶務関係（担当理事　公文）

・平成18年度からの科研費審査委員候補者

の選考について

学術振興会および学術会議からの連絡に

ついて

・日本学術会議太平洋学術研究連絡委員

会，「第21回太平洋学術会議」準備委員

会（委員長尾本恵一）より，同会議の共

催の申し入れがあった．→開催：2007年

６月12日～18日，沖縄宜野湾市→了承

・「科学教育研究協議会創立50周年を祝う

会」への招待，11月13日→高橋担当理事

出席

・「日本測地学会創立50周年記念式典およ

び祝賀会」への招待，10月28日→会長出

席

・Tel Aviv University より「Dan David

Prize」 の Coll for Nominations &

Scholarship/2005が送られてきた．ノミ

ネート〆切11/25

会員関係（担当理事　倉本）

１）入退会の承認

入会２名

正会員［１］：八木正彦

正（院生割引）［１］：板津　透

逝去１（正名）：中沢義明（8/22，既に9/17

評議員会で報告済み）

２）９月末現在会員数　賛助38，名誉75，正

4,712（内，院割263），学生45，合計4,870名

＊会員動向と新入退会会員については，後

日承認した．

関連学会連合（担当-天野）

・地質科学関連学協会連合

・自然史学会連合

・地理関連学会連合

専門部会連絡委員会

国際交流委員会（担当・委員長-徐）

環境地質研究委員会（研究委員会長-羽田

忍）ヒマラヤ地質研究委員会（委員長-在田

一則）

地質学と地震研究委員会（委員長-嶋本利彦）

南極地質研究委員会（委員長-廣井美邦）

地質環境の長期安定性に関する委員会（委員

長-高橋正樹）

以上７委員会とくになし

３．編集出版部会（部会長-狩野　副部会長-

宮下，増田）

地質学雑誌編集委員会（担当・委員長-狩野

副委員長-宮下）

・編集状況は以下の通りです．（９月30日現

在）

110-9：発行済み

110-10：校正中（特集号　総説１　論説６）

本年度投稿論文数72編［論説60編（和文59・

欧文１），総説１，短報８（和文７　欧文１），

ノート４，討論２］口絵11（和文５　欧文６）

投稿数昨年比　＋13

査読中　50編

The Island arc編集委員会（事務局　渡部，

担当理事　増田）

企画出版委員会（担当　高橋）

・論集58号の会員頒布価格について（吉田前

担当理事）

頒布価格について，編集委員会よりもっと

安くできないかとの申し入れがあったが，今

後の販売見込みなどを勘案して，やはり50％

販売で印刷費を回収するということは崩せな

いものとして，１部3,700円とすることで返

答した．

The Island arc連絡調整委員会（委員長-会田，

担当　増田）

とくになし

４．普及教育事業部会（部会長-高橋　副部

会長-中井）

地学教育委員会（委員長-阿部）

生涯教育委員会（委員長-柴）

地質基準委員会（委員長-新妻）

地層名委員会（委員長-天野）

以上４委員会とくになし

５．その他-１

支部長連絡会議（担当理事　天野）

・支部規約モデル案に対する，西日本支部

よりの質問について

地質災害委員会（担当理事　天野）

JABEE委員会（委員長-天野）
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性や今後の対応の重要性等を考慮し，理事会

での担当理事は部会構成にこだわらずに適任

者が当たることとした．これは，関連学会連

合担当，JABEE委員会，CPD対応，企画出

版担当等である．

３．「合同大会関連学会の連携について」→

「関連学会との連携検討WG」の再設置

合同大会関連学会との連携における，地質

学会の戦略や周辺状況の把握など，多様な活

動が必要となる事にあわせ，以下の対応を想

定し，斉藤会長の下，以下のWGの主要メン

バーを選定した．

・地質科学独自の戦略検討：地質科学関連

学協会連合担当天野理事，倉本理事

・現状での合同学会運営関連担当：久田理

事，脇田

・ユニオン化対応：木村副会長

・研連対応（委員）：玉生

４．旧「研究企画委員会」の再編と学会法人

化後の長期展望を議論する評議員会委員会

のメンバー選定

本件については，５年程度の中期的戦略と

現実の事業・予算等を検討するもので，理事

会からの担当者（支部長連絡会議，会計委員

会，専門部会，編集出版部会，普及事業担当

等）とともに，将来を担う若手の代議員から

メンバーを選定し，12月の評議員会までに選

定を進めることとした．

５．編集体制について

編集出版部会担当理事より提案のあった，

地質学雑誌の特集号企画の重点化に対応す

る，企画担当副編集委員長と（編集委員会の

元に設置する）企画部会の設置について審議

し，現在の規約等で規定されている担当理事

による正副編集委員長とは別個に担当副委員

長を設置すること，特集企画を担当する編集

委員等からなる作業部会である企画部会の設

置を原則として了承し，次回理事会に必要な

規約案等を提出することとした．また，各専

門部会から企画部会委員を選出して頂く方向

も確認した．

６．各賞選考委員会の再編成について

地質学会賞，国際賞の選考は，学会の組織

としての方針を反映させるため，正副学会長

ならびに経験者や学会賞受賞者などが選考委

員として，論文賞等とは別の視野や経験をも

とに行うことが好ましい．一方，現在の各賞

選考委員会の作業負荷は大きすぎ，専門の広

がりも十分でない．従って，上記選考委員会

を分離することにより，十分な選考が両者で

実施できることとなる．なお，現行会則のも

とでこの分離は行えないこと，既に今年度選

考委員会が発足していることから，次年度に

ついての提案を12月の評議員会に提出するこ

ととした．

技術者継続教育委員会（PDE）（委員長-公文）

以上３委員会とくになし

【以下，評議員会の下の委員会】

各賞選考委員会（委員長-保柳康一）

名誉会員推薦委員会（委員長-加藤副会長）

科研費委員会（委員長-酒井治孝）

学術会議連絡委員会（委員長-井内）

女性地球科学者の未来を考える委員会（委員

長-田崎）

研究企画委員会（委員長- ）

以上６委員会とくになし

法人化準備委員会（委員長-木村　学，幹

事委員　立石，担当理事：渡部・天野）

・募金状況（ 9 / 2 9 現 在）募金総額

13,240,395円

・千葉大会会場での募金額　812,545円

法務委員会（担当理事　上砂）

倫理規定策定委員会（委員長-松本　良）

オンライン化委員会（委員長　鈴木）

地質学雑誌のありかた検討委員会（加藤委員

長）

関連学会との連携検討WG（齋藤会長，天

野・倉本・脇田・久田・玉生）

選挙管理委員会

○審議事項

１．理事会組織と役割の整理

法人化を目前として，学会組織の役割分担

の整理を行うとともに，今後の組織の効率

化・継続性を確保するための議論を行った．

・理事長の責任：会長は理事会を理事長と

して率い，その議決事項と実施に対して

責任を負う．常務理事は会長による理事

会の運営を補佐する．

・理事の責任：選挙により選出された理事

は，理事会に各自の立場での意見をもっ

て臨む．理事会の審議・議決を経た後は，

これを執行する理事会の一員としての責

任を持つ．

・評議員会での理事会の立場：理事は，評

議員会において理事長を補佐する．従っ

て，議決権は持たない．評議員会議事は，

理事長がこれを伺い，理事会に持ち帰っ

た上で評議員会議事を最大限尊重して最

終議決を行う．ただし，その責任は理事

長が負う．

２．新旧理事の引き継ぎについて

理事会の役割が多様化する中で，次世代に

引き継ぐためには，経験を積んだ人と若い世

代の組み合わせで業務を実施する必要がある

ことが提起され，これに基づいて新理事会の

担当が決定した．特に業務の増えている運営

財政部会は４名体制として対応することとし

た．また，法務委員会担当理事を選任とし，

今後の対応にあたることとした．

各事業部会の元の委員会についても，継続

７．理事会の旅費について

現在最も負担の大きい理事会出席者の旅費

について，学会会計から支出するべきとの提

案に対し，方針としては全ての公式な学会役

員会・委員会に対して旅費支出の方向が確認

された．ただし，法人化を目前として，会計上

これが不可能であり，将来的な学会財政に負

担が大きすぎない程度の支出にとどめること

も確認した．なお，理事会に止まらずに全て

の役員会・委員会の出席旅費の算出を行い，

次期予算案で可能な限り捻出を試みること，

そして役員・委員が自己負担している旅費が

学会への寄付行為に当たることから，自己負

担総額の算出提示も行うこととした．これに

伴い，役員・委員会旅費の支出にかかる旅費

規程を総務委員会が整備することとした．

８．支部規約モデル案に対する，西日本支部

よりの質問

審議時間が少なかったため，支部長連絡会

議担当の天野副常務理事に玉生前副常務理事

から引き継ぐこととした．

2005年度　第２回理事会

議事録

期　日：2004年11月18日（木）

13：00～19：25

場　所：地質学会事務所

出席者：齊藤会長，木村副会長，渡部常務理

事・天野副常務理事・上砂・大友・狩野・

公文・倉本・高橋・中井・久田・向山　，

橋辺（事務局）

欠席理事（議場委任）：加藤副会長，徐・宮

下・増田

○報　告

＊第１回理事会議事録の確認．

１．運営財政部会（部会長-公文，倉本，向

山，大友）

総務委員会（委員長-公文）

庶務関係（担当理事　公文）

・第21回太平洋学術会議（12学術団体共催）

開催に際し，日本学術会議に提出する共

催依頼申請書に会長印を捺印した．太平

洋学術協会沖縄地区委員会代表機関琉球

大学の中曽根さんが11月４日に書類を持

参．

・日本粘土学会より，第13回国際粘土学会

（第49回粘土科学討論会と同時開催）へ

の共催依頼，05/8/21-27，早稲田大学→

共催了承返事済み

・日本アイソトープ協会より，第42回理工

学における同位元素・放射線研究発表会

（仮称）の共催依頼および運営委員派遣

依頼，05/７予定→共催了承返事済み，

委員として昨年に続き，角井朝昭会員
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より200万円ほど不足．引き続き募金は続

ける．

広報委員会（担当理事　大友）

・災害時の地質学会からの広報をどうする

か検討の必要がある．

マスコミへの広報のしかた，記者会見

（災害にかかわらず），文科省記者クラブ

への投げ込み，報道関係者も会員にす

る？など．

・災害調査団の形成についても検討の必

要，土木学会など参考にすべきである．

・今後広報システムを考える

ニュース誌編集小委員会（担当理事　大友）

・11月号News

日本地質学会第111年総会・年会記事/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/報告・公募/紹介１

新版地質図・報告書類　１/著作権等譲

渡同意書の解説（２）/第14回環境地質学

シンポジウム・プログラム/The Island

Arc Vol.13 Issue 4 日本語要旨/支部コ

ーナー（日本地質学会中部支部：現地見

学会）/院生コーナー/研究室紹介：茨城

大学理学部地球生命環境科学科/2005年

の会費払込について/追悼　田中　隆さ

んを偲んで/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（国際航業　提供）

・今後の予定として，育休を実際にとって

いる人に記事を書いてもらう，新潟大学，

福井洪水調査団に原稿依頼予定．

インターネット運営小委員会（担当理事-大

友，委員長　渡部直喜）

・委員の交代を考えている．

・ホームページにカウンターをつける．

（細川対処で完了）

・ホームページ英文版なし．早急に作成す

る．

２．学術研究部会（部会長-久田，徐）

行事委員会（久田委員長）

１）2005年総会日程について，５月22日（日），

昼（12時～14時）開催で合同大会事務局に

連絡することとした．

２）2005年京都大会および以降の開催につい

て

・京都大会について増田理事から情報の提

供はなかった．

・2006年高知大会，以後の年会開催地等に

ついて

2006年高知開催確認のため，10/20付けに

て，四国支部長吉倉紳一会員，高知大学理学

部岡村　眞会員に対し依頼状を送付した．

11/8，高知大学理学部横山俊治会員より，年

会の概要について問い合わせがあり，近々に

開催日を決定したいとのことであった．

・2007年大会については，東北支部長鎌田

氏に秋田大会実現に向けて要請した．

（産総研）を委嘱した．なお，発表会名

称の変更を検討中であり，共催分担金

（地質学会は3000円）は廃止となった．

・地盤工学会，「JGS会館披露ならびに懇

談会」10/22→齊藤会長，天野副常務理

事出席

・第２回ジャパン・サイエンス＆エンジニ

アリング・チャレンジ高校生科学技術チ

ャレンジ/2004表彰式，11/7→齊藤会長

出席

・富山県ひとづくり財団より，平成17年度

「とやま賞」の推薦依頼→News誌，HP

掲載

・平成17年度東京大学海洋研究所，淡青丸

の共同利用案内

・学術会議公開講演会「どこまで進んだ男

女共同参画」，11/24（水），日本学術会

議講堂

・海洋調査技術学会第16回研究成果発表

会，11/18・19，海上保安庁大会議室

・2004年土壌地下水環境展の協賛礼状およ

び入場者数は29,225人であった．

会員関係（担当理事　倉本）

１）入退会の承認

入会６名

正会員［４］：及川鉄夫，日野康久，二宮

崇，村田恵子

正（院生割引）［２］：萩原知之，山本純之

２）10月末現在会員数　賛助38，名誉75，正

4,710（内，院割264），学生45，合計4,868

名３）会員名簿原稿入稿11/10，出来上が

り予定12/10

・会員増加計画を考える必要あり，いろい

ろな案を考えてみたい．

・会員管理システムの更新準備を開始す

る．

関連学会連合（担当理事　天野）

地質科学関連学協会連合

自然史学会連合

地理関連学会連合

以上３委員会特になし．

会計関係（担当理事　向山）

・10月までの月例会計報告　→資料

・会員名簿は，双文社印刷所に印刷をお願

いした．

・千葉大会の決算報告．

・出版物複写に係る著作権使用料の分配，

平成14年度分　24,000円

日本複写権センター→出版著作権協議会

→日本地質学会

・10/17開催会計委員会の報告

１）今年度支部補助費（各支部８万円）は支

払いをする．その他の補助費については，

基本的には請求があれば支払う．

２）理事旅費：今年度予算40万円→60万円を

めどに延ばしていく予定．

３）法人化基本財産募金：現状で決算予想を

800万円から700万円に変更，目標2000万円

３）地球惑星科学関連学会連絡会議（10/12）

報告

４）石油技術協会とのセッション協賛を検討

し，当面はトピック・セッションとしてな

らば可能であるとのことであった．

５）地球惑星合同大会のレギュラーセッショ

ンの確定の報告

６）普及講演会の科学研究費の申請について

・京都大では，行事は行うが申請しないと

のことであった．急遽，関東支部に依頼

し，下記の予定で申請した．

「地球から読みとる未来－かけがいのない

地質遺産からみえるもの」

開催日：2005年10月16日（日）会場：国立

科学博物館（上野公園）

専門部会連絡委員会

国際交流委員会（徐委員長）

環境地質研究委員会（研究委員会長-羽田

忍）

ヒマラヤ地質研究委員会（委員長-在田一則）

地質学と地震研究委員会（委員長-嶋本利彦）

南極地質研究委員会（委員長-廣井美邦）

地質環境の長期安定性に関する委員会（委員

長-高橋正樹）

＊各委員会に報告と継続の有無を確認する．

３．編集出版部会（部会長-狩野，宮下，増

田）

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副委

員長-宮下）

・今月号の編集状況（11月10現在）

110-11：校正中（論説５　口絵1）11/19校了

予定

110-12：入稿中（論説５　口絵１）

本年度投稿論文数83編［論説65編（和文64・

欧文１），総説５，短報９（和文８　欧文１），

ノート６，討論２］口絵12（和文５　欧文７）

投稿数昨年比　＋15 査読中　53編

・副編集長を２名にすることについて編集委

員会規約改正の必要があるか検討中．

・電子図書館サービス連絡会議報告（事務局

細川）

利用料の機関別定額制を進めることによる

新サービス（来年の２月から）に対する各学

会の協力が要請されている．いずれ正式依頼

がある予定．

国際学術情報流通基盤整備事業関連行事：緊

急シンポジウム「どうする日本の学会誌」参

加報告（事務局　細川）．学会は自らの力で

電子ジャーナルを出していってほしいとの希

望が述べられた（Jステージ）．

・ウェブサイトの引用について

Geol. Soc. Londonのウェブ上で議論されて

いる内容を引用した論文が提出された．

委員会としては，受付けて査読を開始した

→投稿規定の変更必要

The Island arc編集委員会（担当理事　増田，

事務局　渡部・竹内圭史）
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惑星・・・連絡会」に申し出ることとし

た．＞

・理数系学会教育問題連絡会に，地質学会

単独で参加するかどうかについて報告が

あり，継続的に検討することとした．

・東京書籍より「理科教育指導書」の改訂

版の出版について依頼があり，現在検討

中との報告がなされた．

生涯教育委員会（委員長-柴　正博）

地質基準委員会（委員長-新妻信明）

・11/16地質基準委員会を開催．

今後は地学用語のほうも組み入れた委員

会とすることを提案したい．委員として

は，解散した地学用語の委員（各専門部

会から推薦された）に声をかけて入って

もらい，委員会の中で基準と用語の担当

わけをするなり，共同で活動をする．

・自動翻訳ソフトに対応できる辞書につい

ても検討中．

地層名委員会（委員長-天野）

・Quaternary, Tertiary問題：シンポジウ

ム実施するかも含めて検討する．

５．その他-１

支部長連絡会議（担当理事　天野）

・12月11日に支部長会議の招集をする予

定．

地質災害委員会（担当理事　天野）

・中越地震について

１）宮下調査団長より中間総括，中野啓治会

員からの意見があった．

２）緊急シンポジウムを開く．

年内に現地で１回開催することを検討する

（宮下理事と相談する）．

１月中に，関連学協会と連携した緊急報告

会開催を検討する．

３）ホームページにＱ and Aコーナーを設

ける．

４）調査団マグネット（自動車に貼り付ける

もの）の作成，調査用ヘルメットなどにつ

いて検討する．

５）調査の手順をマニュアル化すべきであ

る．

JABEE委員会（委員長-天野）

・12月４，５日：WAのエンジニアリング

デザイン関係シンポジウム

・地質学会で勉強会を開く必要あり

技術者継続教育委員会（PDE）（委員長-公文）

とくになし

【以下，評議員会の下の委員会】

各賞選考委員会（委員長-保柳康一）

名誉会員推薦委員会（委員長-加藤副会長）

科研費委員会（委員長-酒井治孝）

・三宅前々委員長より，科研費委員会規約

がわかりにくいので修正の提案があり，

これを承認した．

４．本委員会は１名の委員長およびその

・アイランドアーク掲載論文付図の転載許

可申請（許可の方向）

Maruyama et al.（1997）論文を資料と

して使いたい（形式は若干変更する）と

の申し出あ．→著者に連絡の後，許可す

る．

・２重投稿の疑いのある掲載論文について

の調査報告

Island Arcに投稿されていた論文が，他

誌に２重投稿された疑いについて，編集

委員会では調査を進めており，状況の把

握と解決方策について早急に理事会に報

告する段階にあると説明された．

企画出版委員会（担当理事　高橋）

・論集は，基本的に売れるかどうかを検討

すべきである．地質学雑誌特集号との関

係で，論集のあり方については「地質学

雑誌のありかた委員会」が検討中で，次

回の理事会に提案される予定．

・木村克己会員（55号編集委員会）からの

地質学論集55号「ジュラ紀付加体の起源

と形成過程」の増刷要望については，提

案者にあらためて販売企画書を作っても

らい，検討することとした．

The Island arc連絡調整委員会（担当理事

増田，委員長　会田）

・17年度科研費申請書は，16年度並で作成

し提出した．

４．普及教育事業部会（部会長-高橋，中井）

・地球惑星科学合同大会地学教育委員会提

案の「社会の持続的発展を促す地学教育

のための提言」（中教審宛）については，

学会として賛同することとした．

・普及教育部会の今期の課題について報告

あり．

→ニュース誌に学校教育の特集号を出す．

→教育委員会とのコンタクト

→広報体制の確立

→博物館との共同企画

→ジオパーク構想との関連企画

箱根火山のパンフレット（初等中等教育

用パンフレット）の作成（ビジターセン

ターに置く）

ＷＧ構成

地学教育委員会（委員長-阿部国広）

・「理数系諸学会からの，教育課程等教育

に対する改革の提案について」（理数系

学会教育問題連絡会）は，理数系の現状

をかんがみて，長時間にわたる議論を経

て提案書を作成した．地質学会地学教育

委員会でも検討し，理数系学会で意見を

述べ，反映させている．

地質学会は「地球惑星関連学会連絡会」

として賛同者となることを承認した．

＜理事会後，中井理事から，名称を「地球惑

星・・・連絡会」とひと括りにせず，連絡会

参加の各学会の名称一覧をつけるよう「地球

他の委員７名を合わせた８名の委員を

もって組織する．

５．委員長は評議員会における選挙で評

議員の中から選出する．

委員長の任期は１年とし，その翌年も

委員となる．委員長以外の委員の任期は

２年とし，毎年３名を改選する．再任を

妨げない．委員長以外の委員は，前年度

委員からの推薦とそれに対する前年度委

員の投票によって正会員の中から選出

し，評議員会の承認の下に，会長が委嘱

する．

学術会議連絡委員会（委員長-井内美郎）

・「日本学術会議の新しい体制のあり方に

関する懇談会＝有識者６名の委員」につ

いて小松学術会議会員からの情報提供．

懇談会開催要領，懇談会の検討事項，懇

談会の進め方などについて．→全書類は

理事，評議員にメール送信した．

・地質科学総合研連環境地質学専門委員

会，第19期第５回議事録（田崎委員）→

News誌11号に掲載

女性地球科学者の未来を考える委員会（委員

長-田崎和江）

研究企画委員会（委員長- ）

法人化準備委員会（委員長-木村　学，幹事

委員　立石，担当理事：渡部・天野）

・募金状況 1 0 月 末 現在：募金総額

13,434,008円（03年6,612,850円＋04年

6,821,158円）

法務委員会（担当理事　上砂）

・法務委員長を別途委員会で互選して報告

することとした．

倫理規定策定委員会（委員長-松本　良）

オンライン化委員会（委員長　鈴木）

地質学雑誌のありかた検討委員会（加藤委員

長）

選挙管理委員会

上記４委員会とくになし

○審議事項

１．学術会議会員候補者の選出について，

学術会議会員選考委員会より，候補者の情

報提供依頼があった．

また，地球惑星連合準備会として，各学会の

有力候補者のなかから，候補者の絞込みをし

て，各学会の推薦に反映させるため，情報提

供依頼があった．地質関係他学会との調整も

必要である．

・地質学会への情報提供者依頼数＝17名，

年齢，性別，地方性，職域枠などの条件

あり．

・理事，評議員および代議員に対し，候補

者の推薦を依頼した結果，22名の推薦が

あった．

平　朝彦，藤井敏嗣，岡田尚武，永原裕

子，丸山茂徳，斎藤文紀，徐　垣，富樫

茂子，田崎和江，鈴木和博，酒井治孝，
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研究所・博物館（３）＝高橋雅紀，阿部な

つ江，竹之内耕

委員長=倉本

４．12月　評議員会の議題について

１）学術会議会員候補者の選出

２）科研費委員会員の選出

３）06年以降の各賞選考委員会の再編につい

て

４）「中期ビジョン委員会」（仮称）の設置と

委員の選出

５）その他

2005年度　第３回理事会

議事録

期　日：2004年12月３日（金）

13：00～16：45

場　所：地質学会事務所

出席者：齊藤会長，加藤副会長，木村副会長，

天野副常務理事・公文・倉本・高橋・久

田・宮下・向山，橋辺（事務局）

欠席理事（議場委任）：渡部常務理事・上

砂・大友・狩野・中井・増田・徐　

○報　告

＊第２回理事会議事録の確認．

１．運営財政部会（部会長-公文，倉本，向

山，大友）

総務委員会（委員長-公文）

庶務関係（担当理事　公文）

・平成17年度三菱財団自然科学研究助成公

募のお知らせあり→HP，News誌12号に

掲載

会員関係（担当理事　倉本）

１）入退会の承認

・入会４名

正会員［１］：瀬戸口烈司

正（院生割引）［３］：堀　真子　猪野恭平

Kyaw Soe Win

・退会59名（12月末予定）

近藤達敏，松井哲男，横尾浩一，阪本志津

枝，金沢泰平，片山一幸，小西博巳，藤谷

佳史，宮本武司，岩橋　弘，酒井隆太郎，

國峯由紀枝，遠藤　聡，中野雄介，勝島尚

美，井上博正，安孫子真博，山田耕治，佐

藤一博，山口昇一，武田好史，五十嵐義美，

西宮克彦，中丸　晄，鈴木智明，藤井義仁，

森山宏一，梶山敦司，中野孝教，吉田和之，

山本　恵，藤井徹也，田中啓策，広岡公夫，

家長将典，平田泰代，正路徹也，溝口一生，

菅原　捷，佐藤健造，小路奈々絵，上杉次

郎，伊藤英文，苣木浅彦，太田　尚，坂東

和郎，森　忍，満田美歩，森　健，五月女

順一，藤井　享，野上規子，小山敦子，瀬

川宏美，八木庄三，内田　隆，井上　勇，

立石雅昭，三宅康幸，楡井久，伊藤谷生，

小畑正明，有馬眞，唐戸俊一郎（非会員），

松本良，高橋栄一，木村学，公文富士夫

・地球惑星科学連合への候補者（３名）の

推薦，上記候補者の中から選出．

・連合への推薦区分は考えない（強い候補）

平　朝彦（地方），藤井敏嗣（東京），岡

田尚武（地方）

補欠１：永原裕子（東京），補欠２：

丸山茂徳（東京）

・性別，職域を考慮して，下記の候補者を

追加

女性：大友幸子（女性，若手，地方），

中井睦美（女性）

実務家：佐々木和彦（応用地質），戸野

聡（帝石）

・会員選考委員会への情報提供者の選出：

12月11日評議員会で投票により選出．

以下は信任投票

女性＝５名の推薦者全員

若手＝斎藤文紀

産業人＝佐々木，戸野

残りは投票

２．編集委員会，企画部会について

・専門部会選出の企画部会委員（兼　編集

委員）：11/16現在

中川光弘（火山），奥村晃司（第四紀），高木

秀雄（構造地質），秋元和実（海洋地質），坂

島俊彦（応用地質），角和善隆（堆積地質）

引き続き，未推薦の部会からは推薦を受ける

（次期理事会まで）

・ノートに関連した投稿規定の改正につい

て，編集委員会より提案があり，了承さ

れた．

改正理由；ノートには多様な性格（啓蒙的

解説，技術・テクニック紹介，プログラム

開発とその応用など）の原稿があり，４ペ

ージではこうした原稿に対応しきれない現

状が生じている．

＜投稿規定＞

II，A，2．論説および総説には---．短報に

は外国語の要旨をつける．・・・・・

→改正　2．論説および総説には---．短報

およびノートには外国語の要旨をつけ

る．・・・・・

IV，1．原稿の長さを原則として・

ノート　４ページ

→改正　ノート　６ページ

３．研究企画委員会の再編（中期ビジョン委

員会）

任期：12月評議員会から来年12月の評議員会

まで

委員候補者の選出：理事会＝６名（天野，向

山，久田，狩野，高橋，倉本）

教員（２）＝寺尾真純，三宅　誠

業界（３）＝山本高司，佐藤尚弘，荒戸裕

之

大学（５）＝清川昌一，石井和彦，榊原正

幸，藤林紀枝，長谷部徳子

永濱伸也，小原浄之介

２）逝去（正会員１名）

那須孝悌（大阪自然史博物館，11月25日）

３）除籍者（正会員99名）

01年よりの会費滞納者について，12月末を

もって除籍とする．

４）11月末現在会員数

賛助38，名誉75，正4,714（内，院割265），

学生47，合計4,874名

５）会員名簿校正中，出来上がり予定12/20

・財政的な面から会員の減少の限界につい

て検討すべきである（→会計委員会）

・会員委員会を立ち上げて（次回まで），

会員増員対策，会員管理システム等につ

いて検討する．

・会員管理システムについては検討中

（ｅ-学会など）である．

関連学会連合（担当理事　天野）

・地質科学関連学協会連合

・自然史学会連合

12月４日（土）シンポジウム（学術会議への

候補者について議論する予定：地質学会関係

出席者，森田委員）

・地理関連学会連合

会計関係（担当理事　向山）

・中越地震，台風23号による災害救助法適

用地域に対する会費減免措置を検討した．

「届出の住居または勤務地が災害救助法

適用地域に該当する会員のうち，希望す

る方」に対し，05年度会費を免除するこ

ととした．このほか今年中に起こった災

害救助法適用の被災者に対しても同様の

措置を行なう．

・中越地震の対象地域在住者：50人弱（実

際に被災された方10名前後か？）

・今回は，阪神大震災にならって超法規的

に実施するが，運営細則の会費条項の12

条３の改正を行い，今後は規約による措

置として実行できるようにするため，運

営細則の改正案を評議員会に提案する．

広報委員会（担当理事　大友）

・第46回科学技術映像祭の広報協力依頼→

HP，News誌に掲載

ニュース誌編集小委員会（担当理事　大友）

インターネット運営小委員会（担当理事-大

友，委員長　渡部直喜）

・ホームページにカウンターをつけた．１

日平均200-300のアクセスがある．

２．学術研究部会（部会長-久田，徐）

行事委員会（久田委員長）

・京都大会は千葉大学の資料を元に準備を

開始．会場の手配は来年４月以降になる

ので，それ以降に具体的な内容を検討す

る．
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ら高島　勲会員（秋田大学）に交代

地質災害委員会（担当理事　天野）

・11/4付け会長名で依頼した「中越地震の

地質災害について連携のお願い」につい

て，

堆積学会，地盤工学会，応用地質学会よ

り賛同，協力の返事があった．

・現地での緊急報告会について宮下団長に

検討を依頼していたが，小千谷，長岡な

どの現地での開催無理である．新潟市で

なら開催できる．

① 新潟大学調査団と関連学協会との連

名で現地報告会を開く（１月末）．

② 学術的な面に焦点をあてて東京での

シンポジウムを計画する（２月末）

・中越地震についての一連のことをNews

誌にも掲載する予定である．

JABEE委員会（委員長-天野）

・公文氏より現状の問題点について報告が

あり，検討された．

・応用理学技術士は役にたたない．

・「地球工学」がよいのではないか？

技術者継続教育委員会（PDE）（委員長-公文）

・公文氏より問題点等が報告された．

・ホームページに掲載するなど，宣伝の強

化が必要

【以下，評議員会の下の委員会】

各賞選考委員会（委員長-保柳康一）

名誉会員推薦委員会（委員長-加藤副会長）

科研費委員会（委員長-酒井治孝）

・科研費委員候補者の選出について

新委員候補者（任期２年）：福沢仁之，

西山忠男，横山俊治

留任委員：竹内章，井内美郎，松田博貴，

小林哲夫

学術会議連絡委員会（委員長-井内美郎）

女性地球科学者の未来を考える委員会（委員

長-田崎和江）

研究企画委員会（再編中）

法人化準備委員会（委員長：斎藤，幹事：木

村，担当理事：渡部・天野）

・法人化準備委員会を解散し，法人化実行

委員会を理事会の下に設立する（評議員

会で報告承認）．委員については逐次検

討する．

・募金状況

11月末募金総額　13,597 ,495円（03年

6,612,850円＋04年6,984,645円）

基本財産累計額：16,602,495円

・公益法人改革がまとまり最終報告書が出

された．現在，文科省の担当部署が，学

会事務センター倒産の対策に追われてい

るが，地質学会としてはこれまでどおり

文科省との交渉を続けて行くことが齊藤

会長より報告された．

公益法人の改革要旨は，次のようなもの

である．

専門部会連絡委員会

国際交流委員会（徐委員長）

環境地質研究委員会（研究委員会長-羽田

忍）ヒマラヤ地質研究委員会（委員長-在田

一則）

地質学と地震研究委員会（委員長-嶋本利彦）

・04年度末にて解散

・新たな委員会の立ち上げを地質災害委員

会，その他で検討する．

南極地質研究委員会（委員長-廣井美邦）

・極地研所長：島村英紀（専門地震）に交

代

地質環境の長期安定性に関する委員会（委員

長-高橋正樹）

・再来年までは高橋委員長続投で活動す

る．

３．編集出版部会（部会長-狩野，宮下，増

田）

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副委

員長-宮下）

・企画部会委員の追加：星博幸・永広昌之

（層序），能美洋介（情報地質），榎並正

樹（岩石）

・特集号，「アジアモンスーン・・（仮称）」

は２月号以降に掲載延期となった．

・副編集委員長に久田を追加（評議員会に

報告），宮下副編集長は企画部会担当と

なる．

The Island arc編集委員会（担当理事　増田，

事務局　渡部・竹内圭史）

企画出版委員会（担当理事　高橋）

・58号は12月24日刊行予定．

The Island arc 連絡調整委員会（担当理事

増田，委員長　会田）

４．普及教育事業部会（部会長-高橋，中井）

・中央教育審議会に対し理数系社会教育問

題連絡会から「理数系諸学会からの，教

育課程等教育に対する改革の提案」提出

することに地球惑星科学関連学会連絡会

の一員として賛同した．

地学教育委員会（委員長-阿部国広）

・高校生が参加できる地質学の国際コンテ

ストについて，久田理事から紹介があっ

た．地学教育委員会においても今後の検

討の参考としていただきたい．

生涯教育委員会（委員長-柴　正博）

地質基準委員会（委員長-新妻信明）

地層名委員会（委員長-天野）

５．その他-１

支部長連絡会議（担当理事　天野）

・支部長会議開催予定12月11日

10：00～12：00

出席予定者：新妻，中山，山本，山路（平島

の代理）

・東北支部長鎌田耕太郎会員（弘前大）か

１）一般的な非営利法人（財団形態，社

団形態）の設立は登記によってなり，

一定の要件を満たすものは公益性を有

する非営利法人とし，民間の有識者の

委員会がこれを判断する．

２）設立時の財産保有規制（基本財産の

額）を設けない，事業に格別の規制を

設けない，社員総会，理事会，監事の

設置は必須とする．

３）改革案は12月に閣議決定され，税優

遇措置の中身を詰めて，06年の通常国

会に民法の改正，非営利法人の創設に

関する法案が提出される予定．

４）地質学会としてはこれまでどおり，

文科省との交渉続けて行くが，現在，

文科省の担当部署が，学会事務センタ

ー倒産の対策に追われているため，当

面様子見の状態となることが齊藤会長

より報告された．

法務委員会（担当理事　上砂）

・委員会構成（昨年どおり）：上杉　陽，

阿部国広，渡部芳夫，湯浅真人，伊藤谷

生，高木宏行，松本良，足立勝治，佐瀬

和義，吉田史郎，立石雅昭，斎藤眞，上

砂正一

・委員長を互選中．

倫理規定策定委員会（委員長-松本　良）

オンライン化委員会（委員長　鈴木）

・委員はこれまでどおり，職責により参加

していただく．

運営財政部会長（公文富士夫）

総務委員会会計担当（向山　栄）

ニュース誌編集小委員会（大友幸子）

インターネット委員会（委員長　渡部直

喜）

行事委員会（斎藤　眞）

地質学雑誌編集委員会（狩野謙一）

国際交流委員会（徐　垣）

委員長推薦委員入野　智久（継続）

事務局（細川寿子）

・新体制が発足したら，事務局と相談し会員

への迅速な連絡，通知を実現できるメール

ニュースの発行体制を整えたい．

地質学雑誌のありかた検討委員会（加藤委員

長）

・あり方検討案

・地質学論集を地質学雑誌特集号として発

行することを検討する

・会計委員会として，特集号の増部数，増

ページ等の財政的負担等について検討す

る．

選挙管理委員会

○審議事項

１．学術会議会員候補者

地球惑星科学連合準備会に推薦された各学
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12：00～13：00

場　所：千葉大学　総合校舎　H号館　１F

11（千葉市稲毛区弥生町33 JR西千葉駅，

京成千葉線みどり台駅下車）

出席者

評議員1.5年任期（13名）会田信行　石渡

明　梅田美由紀　加藤　進　小嶋　智　酒

井治孝　榊原正幸　高橋雅紀　滝田良基

新井田清信　松岡　篤　三次徳二　八尾

昭

評議員2.5年任期（13名）阿部国広　安間

恵　国安　稔　柴　正博　田崎和江　田近

淳　納谷友規　新妻信明　楡井　久　保柳

康一　矢島道子　山路　敦　横山俊治　

理　事　斎藤靖二会長，加藤碵一・木村　学

副会長，渡部芳夫　天野一男　徐　垣　上

砂正一　大友幸子　狩野謙一　公文富士夫

倉本真一　高橋正樹　中井睦美　久田健一

郎　増田富士雄　向山　栄 宮下純夫

（事務局）橋辺菊恵

欠席者

評議員1.5年任期（委任状４名）：足立　守

佐々木和彦　嶋本利彦　丸山茂徳，

（委任状なし３名）：赤羽久忠　紺谷吉弘　鳥

海光弘

評議員2.5年任期（委任状５名）：荒戸裕之

磯u行雄　板谷徹丸　三宅康幸　脇田浩

二，

（委任状なし２名）：永広昌之　巽　好幸

評議員出席者26名，議場委任９名，欠席５名

（書記　事務局　橋辺・細川）

Ⅰ．新会長，副会長，理事，評議員自己紹介

Ⅱ．審議事項

１．2005年度評議員会議長及び副議長の選

出，任期１年，ただし，今回に限り2006年

度３月までの1.5年とする．

評議員の互選により，議長に石渡　明氏

（1.5年任期評議員）を，副議長に三宅康幸氏

（2.5年任期評議員）を選出した．

２．科学研究費委員会委員長の選出，任期は，

2006年総会までとする．

・はじめに委員会の役割等に就いて質問が

あり，理事会から説明があった．

・評議員の互選により，酒井治孝氏を委員

長に選出した．

・委員は半数の改選となるが，酒井委員長

の推薦により次の評議員会にて選出す

る．委員は評議員等に限らず正会員の中

から選ぶ．

留任委員：竹内　章（前委員長），井内

美郎，松田博貴，小林哲夫

３．各賞選考委員会委員の選出

分野（層位，構造・テクトニクス，岩石，

環境，分野指定なし）を考慮して，新評議員

の互選により選出する．任期は半数交代の２

年，ただし今回に限り，評議員の任期に合わ

せて1.5年と2.5年任期とし，各任期から分野

ごとに１名ずつ，合計10名を選出することと

会の候補者情報の中から，12月４日の会合の

ために，５名の候補者を（選定理由を添えて）

選出する．

・岡田尚武，平　朝彦，藤井敏嗣，河野

長（非会員，地球電磁気）を推薦する．

・河野氏の推薦文は木村が書く（理事会推

薦）

・評議員会での選考の際は，若手，女性，

実業などの候補者とともに，上記４名に

ついても，説明のうえ，無投票推薦とす

る．

２．評議員会の議題追加

① 細則12条の改正について（災害救助法

適用地域に対する会費の減免措置に関連

して）

②　法人化実行委員会の設立について

３．その他

とくになし

2005年度　第４回理事会

議事録

期　日：2004年12月11日（土）

10：30～12：00

場　所：北とぴあ802

出席者：齊藤会長，加藤副会長，渡部常務理

事・公文・倉本・上砂・大友・狩野・中

井・久田・宮下（遅刻）・向山，石渡議長，

三宅副議長，橋辺（事務局）

議場委任：木村副会長，増田，天野副常務理

事（支部長会議出席），高橋

欠席：徐

○審議事項

１．The Island Arc論文の類似論文掲載の件

石渡The Island Arc編集長より類似論文が

他誌に掲載された経緯と解決策等について説

明があった．

２．評議員会議事進行確認

３．その他

新潟県中越地震に関する緊急報告会を新潟

大学主催（地質学会ほか共催）で，１月29日

（土）に開催される．

2005年度　第１回

定例評議員会議事録

2004年９月20日

日本地質学会

2004年度評議員会議長　石渡　明

日　時：2004年９月19日（日）

した．

なお，選出にあたり，委員に理事を含める

かどうかとの議論があったが，原則として理

事は含めないこととした．ただし，前，現の

正副編集長については，理事であっても，こ

れまでどおり委員に加えることとした．

新任委員（2006年総会まで）５名

松岡　篤，小嶋　智，榊原正幸，佐々木和

彦，新井田清信

新任委員（2007年総会まで）５名

保柳康一，山路　敦，巽　好幸，横山俊治，

田近　淳

現・前，正副編集委員長：狩野謙一・宮下純

夫

＊委員長は委員の互選により，保柳康一氏と

決まった．

４．その他

とくになし

2005年度　第２回

定例評議員会議事録

2005年１月７日

日本地質学会　評議員会議長　石渡　明

同　副議長　三宅康幸

日　時：2004年12月11日（土）

13：00～18：00

場　所：北とぴあ　802会議室（東京都北区

王子1-1，JR王子駅下車，徒歩２分）

出席者：齊藤靖二会長　加藤碵一副会長

（評議員26名）＜1.5年任期＞　会田信行（早

退）赤羽久忠　石渡　明　加藤　進　小嶋

智　紺谷吉弘　酒井治孝　佐々木和彦　高

橋雅紀　滝田良基　八尾　昭　＜2.5年任

期＞　阿部国広　安間　恵　板谷徹丸　永

広昌之　国安　稔　田崎和江　田近　淳

新妻信明　納谷友規　楡井　久　保柳康一

三宅康幸　矢島道子　山路　敦　横山俊治

（理事）渡部芳夫常務理事　天野一男副常務

理事　上砂正一　大友幸子　狩野謙一　公

文富士夫　倉本真一中井睦美　久田健一郎

宮下純夫　向山　栄

（事務局）橋辺菊恵

欠席　評議員（委任状10名）：足立　守　梅

田美由紀　榊原正幸　嶋本利彦　新井田清

信　松岡　篤　三次徳二

荒戸裕之　柴　正博　巽　好幸

欠席　評議員（委任状なし４名）：鳥海光弘

丸山茂徳　磯u行雄　脇田浩二

欠席　理事（３名）：木村　学副会長　増田

富士雄　徐　垣　高橋正樹

＊出席26名，委任状10名，欠席４名で成立条

件を充足し，書記に小嶋　智・永広昌之両

評議員を選出し議事に入った．
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苣木浅彦，太田　尚，坂東和郎，森　忍，満

田美歩，森　健，五月女順一，藤井　享，野

上規子，小山敦子，瀬川宏美，八木庄三，内

田　隆，井上　勇，永濱伸也，小原浄之介

（3）正会員１名が逝去された．

那須孝悌（11月25日）

（4）除籍者（正会員99名）

2001年よりの会費滞納者について12月末を

もって除籍とする．【名簿回覧】

（5）会員の動静（2004年11月30日現在）

・院生および定年退職された会員の退会を

くいとめるための施策の必要性が報告さ

れた．

会計関係（委員長　佐々木和彦，担当理事

向山）

・会計委員会構成：佐々木和彦（委員長），

安藤　伸，緒方信一，松本俊幸，向山

栄

・中越地震，台風23号による災害で「届出

の住居または勤務地が災害救助法適用地

域に該当する会員のうち，希望する方」

に対し，05年度会費を免除することとし

た．このほか今年中に起こった災害救助

法適用の被災者に対しても同様の措置を

行なうが，今後は規約等に則って行なう

（審議事項参照）．

２）広報委員会（担当理事　大友）

・年会，地学教育等に関するマスコミへの

広報強化の必要性が報告された．

News誌編集小委員会（担当理事　大友）

インターネット運営小委員会（委員長　渡部

直喜，担当理事　大友）

・次期の小委員会体制を検討中．

２　学術研究部会

１）行事委員会（担当理事　久田）

・合同大会における地球科学者の「追悼ポ

スター展」への参加協力をすることとし

た（今後毎年実施予定）．

展示する逝去会員については，会員委員

会で候補者を決め，理事会で決定する．

・2005年合同学会は，現時点で23学会によ

る共催・協賛となる．

・京都大会（05年９月18日～20日）：12月

17日に準備委員会を立ち上げる予定．保

育室設置が要望された．

・高知大会（06年９月16日～18日を予定）

・2007年は東北支部で開催することが検討

されている．

専門部会連絡委員会（担当理事　久田）

国際交流委員会（担当理事　徐）

以上２件とくになし

報告事項

Ⅰ　理事会報告

１　運営財政部会

１）総務委員会

庶務関係（担当理事　公文）

・日本学術会議太平洋学術研究連絡委員

会，「第21回太平洋学術会議」（準備委員

会委員長　尾本恵一）の共催を了承．開

催：2007年６月12日～18日，沖縄宜野湾

市

・日本粘土学会，第13回国際粘土学会（第

49回粘土科学討論会と同時開催）の共催

を了承．開催：2005年8月21日～27日，

早稲田大学

・日本アイソトープ協会，第42回同位元

素・放射線研究発表会の共催を了承．開

催：05/７予定．運営委員派遣：角井朝

昭会員（産総研），共催分担金（地質学

会は3000円）は廃止となった．

JABEE委員会（委員長　天野）

・平成15年度に審査された日大，都立大，

島根大，北大（資源）のプログラムが認

定された．現在，平成16年度分が審査中．

・12月４日～５日にJABEE国際シンポジ

ウムが開催された．

・地球・資源分野は認定プログラムが少な

いので，受審校を増やす必要がある．そ

れと同時に審査員を養成する必要があ

る．

技術者継続教育委員会（委員長　担当理事

公文）

・地質学会の技術者継続教育をHPで会員

に周知する必要がある．

・講習会は去年１回開かれ，今年は開かれ

ていない．

関連学会連合（担当理事　天野）

自然史学会連合（運営委員　森田利仁）

地質科学関連学協会連合

地理学関連学会連合

以上３件とくになし

会員関係（担当理事　倉本）

（1）次の入会を報告した．

正会員［６名］八木正彦　及川鉄夫　日野康

久　二宮　崇　村田恵子　瀬戸口烈司

院生割引会員［６名］板津　透　萩原知之

山本純之　堀　真子　猪野恭平　Kyaw Soe

Win

（2）次の退会を報告した．

正会員59名（うち院生割引会員４名）

近藤達敏，松井哲男，横尾浩一，阪本志津枝，

金沢泰平，片山一幸，小西博巳，藤谷佳史，

宮本武司，岩橋　弘，酒井隆太郎，國峯由紀

枝，遠藤　聡，中野雄介，勝島尚美，井上博

正，安孫子真博，山田耕治，佐藤一博，山口

昇一，武田好史，五十嵐義美，西宮克彦，中

丸　晄，鈴木智明，藤井義仁，森山宏一，梶

山敦司，中野孝教，吉田和之，山本　恵，藤

井徹也，田中啓策，広岡公夫，家長将典，平

田泰代，正路徹也，溝口一生，菅原　捷，佐

藤健造，小路奈々絵，上杉次郎，伊藤英文，

研究委員会

（1）環境地質研究委員会（委員会会長　羽田

忍）

・当初の目的を達成したので2004年12月末

にて解散する．

・新たに「地質汚染・医療地質・社会地質

学会」の発足が準備されている．

（2）ヒマラヤ地質研究委員会（委員長　在田

一則）

とくになし

（3）「地質学と地震」研究委員会（委員長

嶋本利彦）

・当初の目的を達成したので2004年度末に

て解散する．

（4）南極地質研究委員会（委員長　廣井美邦）

（5）地質環境の長期安定性に関する研究委員

会（委員長　高橋正樹）

以上２件とくになし

３　編集出版部会

地質学雑誌編集委員会（担当理事，委員長

狩野，副委員長　宮下）

・特集号，「アジアモンスーン・・（仮称）」

は２月号以降に掲載延期となった．

・（独）科学技術振興機構のJ-STAGEで

の地質学雑誌の公開について

３ヶ月のブラインド期間を経て誰でも何

処でも無制限に地質学雑誌を読むことが

できる．

会員減につながるのではという危惧もあ

るが，会員に対するメリットの増加の方

が大きいという判断からの公開である．

企画出版委員会（担当理事　高橋）

・地質学論集58号が12月末に刊行，会員頒

価　1部2900円とした．

The Island Arc 連絡調整委員会（委員長

会田信行）

・平成17年度科研費は，今までなかった学

会援助分を減らした他は，ほぼ昨年並み

で申請した．

The Island Arc編集委員会（事務局　渡部芳

夫・竹内圭史　編集長　石渡　明・Simon

Wallis）

・類似論文が他誌にも掲載された問題を調

査した結果，他誌に掲載された論文は

The Island Arc誌論文の内容を含むもの

であることが判明．著者らに他誌論文に

The Island Arc誌論文の引用が欠落して

いた旨の訂正文を印刷してもらうことと

した．

４　普及教育事業部会

１）地学教育委員会（旧学校教育委員会）

（委員長　阿部国広，担当理事　中井）

・委員会構成：阿部国広（委員長），会田

信行，大友幸子，小野　洋，紺谷吉弘，

佐瀬和義，芝川明義，鈴木邦夫，高橋

修，中井睦美，觜本　格，府川宗雄，別

所孝範，三次徳二，浅野俊雄，中尾征三

・千葉大会において６事業を成功させた．

・生涯教育委員会と合同でGeopark案内の

リーフレット作成を行う．
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賛助会員 名誉会員 正会員（内 院生割引） 学生会員 合計

2004. 8.31 38 72 4,707（257） 43 4,860

2004.11.30 38 75 4,714（265） 47 4,874
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Ⅱ 各種委員会報告（評議員会関係）

１　各賞選考委員会（委員長　保柳康一）

・05年度各賞の選考について日程案が示さ

れた．

・表彰は総会ではなく年会で行うことが承

認された．

２　名誉会員推薦委員会（担当理事　委員長

加藤副会長）

・表彰は総会ではなく年会で行うことが承

認された．

３　科学研究費委員会（委員長　酒井治孝,

担当理事　公文）

・科研費委員の選出について（審議事項参

照）

新委員候補者（任期２年）：福沢仁之，

西山忠男，横山俊治

留任委員：竹内章，井内美郎，松田博貴，

小林哲夫

・学審は別途データベースを作成しそこか

ら審査委員を選出しているが，情報提供

者としてあげておくことは意味がある．

４　学術会議連絡委員会（担当　井内）

１）鉱物学研連・鉱床学専門委員会（赤井委

員）

・11月５日の委員会報告

２）地質科学総合研連

第四紀学専門委員会（齋藤文紀委員）

・本委員会主催で，シンポジウム「私たち

の明日を考える―地球史が語る近未来の

環境」（11月28日）を開催した．

・第４回，第５回委員会の議事録が紹介さ

れた．

３）IGCP専門委員会（田崎委員）

・２月７日にタイでプロジェクト採択に関

する会議が開催される．

４）理学振興研連（斎藤会長）

・応用だけではなく純粋理学の重要性をア

ピールするために作られた．

５　女性地球科学者の未来を考える委員会

（委員長　田崎和江）

・国立大学の法人化に伴う寒冷地手当の廃

止や男女共同参画基本計画にもとづく非

常勤職員の待遇改善の動きが紹介され

た．

６　研究企画委員会

・審議事項参照

７　法人化準備委員会（委員長　木村　学，

担当理事　渡部，天野）

・募金委員会報告

11月末募金総額　13,597,495円（03年

6,612,850円＋04年6,984,645円）基本財産

累計額　16,602,495円

・公益法人改革最終報告書が出たことによ

り，早ければ2006年度には関連法案が国

会を通過する見通し．

・法人化準備委員会を解散し，法人化実行

委員会を理事会の下に設立する．委員に

ついては逐次検討する（審議事項参照）．

８．法務委員会・倫理規定策定委員会（担当

理事　上砂）

・地質学会と初等中等教育（１次案）の検

討をはじめる．

・教員会員対象のアンケートを企画してい

る．

・中学校教師用指導書地質資料地方版の改

訂作業を行う．

・学校科目「地学」関連学会連絡協議会報

告（委員　阿部国広，佐瀬和義）

小中学校地学のカリキュラム作成に向け

準備中．

・地球惑星科学関連学会「地学教育委員会」

（委員　阿部国広，芝川明義，中尾征三

担当理事　中井）

加盟22学会の連名で，中教審初等中等教

育分科会教育課程部会理科専門部会宛

「社会の持続的発展を促す地学教育のた

めの提言」を行った．

学習指導要領試案作成専門委員会を設置．

12月27日に中教審宛「理系諸学会からの，

教育課程等教育に対する改革の提案」を行う．

２）生涯教育委員会（委員長　柴　正博，担

当理事　高橋）

・日本地質学会2004年度会員名簿掲載用の

科学博物館リストの作成．

・委員会構成：柴　正博（委員長），松岡

敬二・赤羽久忠・森田利仁・村松　武・

田口公則・里口保文・塚腰　実・小幡喜

一・先山　徹・三田直樹・楡井　尊

３）地質基準委員会（委員長　新妻信明）

・第38回委員会報告

・「地質学用語集」の推奨語について，50

語程度の説明を付けた「地質学用語辞典」

の刊行を検討中．

４）地層名委員会 （委員長　天野一男）

とくになし

５　その他（理事会関係の委員会等の報告）

支部長連絡会議（担当理事　天野）

・12月11日，支部長会議報告

法人化に向け支部規約を整備する必要が

あるが，支部総会の時期，名簿の扱い，

連絡方法など解決しなければならない問

題がある．

年会を支部で輪番とすることについて議

論された．

支部長連絡会議自体の権限，役割の強化

について議論された．

地質災害委員会（担当理事　天野）

・新潟中越地震への対応について

地質学会として調査団を組織し対応し

た．

情報の一元化という点では非常に有効で

あった．

学会証明書・腕章の有効性，マスコミへ

の広報，調査団への経済援助等に改善の

余地がある．

１月下旬に新潟大学，各学協会との協賛

で現地緊急報告会を開催する．

・２月下旬に東京で日本応用地質学会，日

本堆積学会，地盤工学会との協賛でシン

ポジウムを開催予定．

委員構成：上杉　陽,米沢　宏，渡部芳夫，

湯浅 真人，伊藤谷生，松本　良，足立勝治，

佐瀬和義，吉田史郎，上砂正一，立石雅昭，

斎藤　眞（委員長を互選中）

顧問弁護士：高木宏行

９．オンライン化委員会（鈴木徳行　委員長）

・会員への迅速な連絡，通知を実現できる

メールニュースの発行体制を整えたい．

・委員会構成：鈴木徳行（委員長），運営

財政部会長（公文富士夫），総務委員会

会計担当（向山　栄），ニュース誌編集

小委員会（大友幸子），インターネット

委員会（榎並正樹），行事委員会（斎藤

眞）地質学雑誌編集委員会（狩野謙一），

国際交流委員会（徐　垣），入野智久

（委員長推薦委員，継続），事務局（細川

寿子）

10．地質学雑誌のありかた検討委員会（加藤

碵一　委員長）

・審議事項参照

Ⅲ　選挙管理委員会

とくになし

Ⅳ　その他

とくになし

Ⅴ　理事会審議事項報告

１．新理事の役割分担を決定

・特に業務の増えている運営財政部会は４

名体制とする．

・法務委員会担当理事は専任とし，今後の

対応にあたる．

・各事業部会の下の委員会は，継続性や今

後の対応の重要性等を考慮し，部会構成

にこだわらず適任者が当たる．

・理事会構成

会長　齊藤靖二，副会長　加藤碵一　木

村　学，

常務理事　渡部芳夫，副常務理事　天野

一男，

運営財政部会　公文富士夫（長，庶務），

倉本真一（会員），向山　栄（会計），大

友幸子（広報）

学術研究部会　久田健一郎（長，行事），

徐　垣（国際交流）

編集出版部会　狩野謙一（長，編集長），

宮下純夫（副編集長），増田富士雄（ア

イランドアーク）

普及教育部会　高橋正樹（長，生涯教育），

中井睦美（地学教育）

法務委員会担当　上砂正一

２．地球惑星科学関連学会の連携などに対応

するため，「関連学会との連携検討WG］

の再設置をし，以下のWGの主要メンバー

を選定した．

・地質科学独自の戦略検討：地質科学関連

学協会連合担当天野理事，倉本理事

・現状での合同学会運営関連担当：久田理

事，脇田委員

・ユニオン化対応：木村副会長
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○審議事項

１）学術会議会員候補者情報提供者の選出

理事会より下記のような選出過程に関する

説明があった．

・地質学会への情報提供者依頼数は17名以

内，ただし，条件は下記のとおり．

１）若手研究者，２）女性研究者（５名

以上），３）産業人・実務家，４）地方

在住者（10名以上），５）１）＋２）＋

３）＝８名以上

・理事，評議員および代議員に対し，候補

者の推薦を依頼した結果，22名の推薦が

あり，推薦依頼内容を考慮して理事会で

４名の追加推薦をした．

・地球惑星科学連合準備会への候補者とし

て，地質学会は上記候補者の中から3名

を推薦した．

・若手（１名），女性（５名），実業（２名）

の候補者と理事会推薦の４名（内１名は

地球惑星科学連合準備会に関係して推薦

された非会員）を無投票推薦とし，残り

の候補者から５名を選挙で選出していた

だきたい．

選挙の結果，無投票の12名を含め以下の17

名が選出された．

伊藤谷生，大友幸子，岡田尚武，木村　学，

公文富士夫，河野　長（非会員），斎藤文紀，

佐々木和彦，平　朝彦，田崎和江，立石雅昭，

富樫茂子，戸野　聡，中井睦美，永原裕子，

藤井敏嗣，三宅康幸

２）科研費委員会委員の選出

科研費委員会で選出された委員を承認し

た．

３）「地質学雑誌のあり方委員会」答申につ

いて

以下の委員会報告が答申され承認された．

・現行の地質学雑誌の出版形態は維持す

る．

・会計上の検討をふまえて，年に数回の特

集号を企画し，そのための体制を整備す

る．

・論集は廃止し，上記特集号に集約する

（すでに企画中・承諾済みのものは除

く）．

・内容的に，地質学会ニュースも含めて実

用的な記事や総説の充実を図り，広く会

員のニーズに対応する．

・雑誌本体の電子化はすでに解決したが，

投稿・査読システムの電子化は，引き続

き編集委員会等で前向きに検討する．

４）06年以降の各賞選考委員会の再編につい

て

現在，各賞選考委員会で選考している賞の

・研連対応（委員）：玉生

３．旧「研究企画委員会」の再編＝「中期ビ

ジョン委員会」（仮称）の設置と委員の選

出（審議事項参照）

４．編集体制について

地質学雑誌の特集号企画の重点化，総説や

ノートなどの掘り起こし等に対応するため，

編集委員会の下に企画部会と特集企画担当副

編集委員長を新設することとした．また，企

画部会委員は各専門部会から選出する．

・副編集委員長は，久田健一郎，宮下純夫

の２名とし，宮下副編集長は企画部会担

当とする．

・専門部会選出の企画部会委員（兼　編集

委員）

中川光弘（火山），奥村晃司（第四紀），

高木秀雄（構造地質），秋元和実（海洋

地質），坂島俊彦（応用地質），角和善隆

（堆積地質），星博幸・永広昌之（層序），

能美洋介（情報地質），

榎並正樹（岩石）

５．ノートに関連した投稿規定の改正，改正

箇所アンダーライン．

現行：Ⅱ，A，2．論説および総説には---．

短報には外国語の要旨をつける．---

改正⇒短報およびノートには外国語の要旨を

つける．----

現行：Ⅵ，1．原稿の長さを原則として---

ノート　４ページ　

改正⇒　ノート　６ページ

６．科研費委員会規約の文言をわかり易く修

正することを承認した．修正箇所はアンダ

ーラインの部分．

４．本委員会は１名の委員長およびその他

の委員７名を合わせた８名の委員をもっ

て組織する．

５．委員長は評議員会における選挙で評議

員の中から選出する．

委員長の任期は１年とし，その翌年も委

員となる．委員長以外の委員の任期は２

年とし，毎年３名を改選する．再任を妨

げない．委員長以外の委員は，前年度委

員からの推薦とそれに対する前年度委員

の投票によって正会員の中から選出し，

評議員会の承認の下に，会長が委嘱する．

７．学術会議会員候補者情報の提供について

（審議事項参照）

８．各賞選考委員会の再編成について

・次年度（06年）委員会からの再編につい

て提案することとした．（審議事項参照）

９．「地質学と地震研究委員会」解散にとも

なう，新たな委員会の立ち上げを地質災害

委員会，その他で検討する．

うち，地質学会賞，功労賞，国際賞に関して

は別途委員会を設けて選考することを骨子と

する規定の改正の基本方針が提案された．選

考委員会構成，選考方法などについて議論が

なされ，また，奨励賞の対象となる論文の範

囲などについても意見が出された．今後基本

方針にしたがって関連規定の具体案を作成

し，次回の評議員会で最終案を審議すること

とした．

５）「中期ビジョン委員会」（仮称）の設置と

委員の選出

下記の提案がなされ，議論の末，承認され

た．

・旧「研究企画委員会」を再編し中期ビジ

ョン委員会（仮称）とする．

・任期を12月評議員会から来年12月の評議

員会までとし，５年後の地質学会を見据

えた答申を行う．

・委員は若手を中心とし，これまでの研究

企画委員会の活動にとらわれず議論す

る．

・過去の経緯が必要な部分については理事

が補足する．

・委員候補者：理事会＝６名（倉本：委員

長，天野，向山，久田，狩野，高橋）

教員（２）＝寺尾真純，三宅　誠

業界（３）＝山本高司，佐藤尚弘，荒

戸裕之

大学（５）＝清川昌一，石井和彦，榊

原正幸，藤林紀枝，長谷部徳子

研究所・博物館（３）＝高橋雅紀，阿

部なつ江，竹之内耕

６）その他

①運営細則12条の改正について（災害救助

法適用地域に対する会費の減免措置に関

連して）

・改正（アンダーライン部分）が承認され

た．

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．

３ 会員は，上記に定める会費を当該会

計年度の前に一括納入しなければなら

ない．

ただし，やむを得ぬ理由により総務委

員会が認める場合は，分納もしくは減

免することができる．

②法人化実行委員会の設立について

千葉大会で法人化の方針が認められたこ

とを受け，法人化準備委員会を解散し，

法人化実行委員会を設立することが提案

され，承認された．

以上
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