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京都大会への事前参加登録をお願いします．
～講演申込をされた方も別途大会参加登録をして下さい～

第112年日本地質学会学術大会（京都大会）での，事前参加登録と講演申込は異なります．オンライン・郵
送で講演を申し込まれた方も，別途京都大会生協宛の申込用紙をご利用の上，事前参加登録を行って下さい．
（締切8月31日（水））．大会参加登録およびそれに伴う参加費は，すべての参加者（見学旅行のみの場合も）に
必要な基本的なお申し込みです．申込用紙は，News誌5月号の大会予告記事もしくは，大会HPをご参照下さい．
たくさんの方々の参加をお待ちしています．

事前参加登録費（講演要旨集付きです．講演要旨集が不要の場合でも割引はありません）
・ 正会員　　　　　　　　　　6500円（当日　7000円）
・ 院生割引会費適用正会員　　4500円（当日　5000円）
・ 準会員（学部会員） 4500円（当日　5000円）
・ 名誉会員　　　　　　　　　4500円（当日　5000円）
・ 非会員（一般・院生） 8000円（当日　9000円）

※各申込締切日は，以下の通りです．お早めにお申し込み下さい．
事前参加登録　8月31日（水）
懇親会参加申し込み　8月31日（水）
見学旅行参加申し込み　8月12日（金）
保育室利用申込　8月31日（水）
宿泊・交通　8月19日（金）

参加登録申込先
京都大学生活協同組合
〒606-8317 京都市左京区吉田本町京都大学内
京都大学生活協同組合 担当　鈴木義和
電話 075-753-7655，FAX 075-752-0368，
e-mail：convention@s-coop.net
営業時間：10：00～17：30（月～金）

会員の個人認証システムを整備いたしました．学会HP上での会員向けの情報提供に対して必要となるID・
パスワードは以下の通りです．

例）会員NO 1234567の地質太郎（Chishitsu Taro）さんの場合
ID：1234567，パスワード：ct1234567
注）氏名頭文字の「ふ」→「F」，「ち」→「C」と登録しています．

このIDとパスワードは個人固有のものです．他人に教えたり，流用したりしないで下さい．現在学会ＨＰ上
では，「会員のページ」，「The Island Arc誌の無料閲覧」のアクセスの際に，このIDとパスワードが必要となっ
ています．

ご不明な点は，学会事務局<main@geosociety.jp>までお問い合わせ下さい．
日本地質学会オンライン化委員会

会員の個人認証（ID・パスワード）のお知らせ

ID：会員番号（雑誌送付時の封筒に記載されている7ケタの数字）
パスワード：氏名のアルファベット頭文字（小文字）＋会員番号
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についての「決議」，５）倫理綱領を盛

り込んだ会則の変更について

＜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（10回）

・定例評議員会（４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，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），技術者継続教育委

員会，各専門部会など，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（２回）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，女性地球

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

化実行委員会，法務委員会を開催し，

活発な討議を行った．

３）行事の開催

＜第111年年会＞

会期：2004年９月18日-20日

会場：千葉大学（主会場）

参加者：1048名（会員942名，非会員106名）

一般発表：558件（申込み562件）：口頭262

件（申込み264件），ポスター296件（申

込み298件），緊急展示コーナー（９件）

見学旅行：13コース

優秀講演賞の授与：14件（ポスター発表のみ）

ランチョン：専門部会を中心に12件

夜間小集会：14件

＜年会関連行事＞

地質情報展2004「ちば―海から生まれた

大地―」2003年９月18日-20日　共

催：（独）産業技術総合研究所）

市民向け講演会「天災は忘れたころにや

ってくるか」2004年９月19日：講演４

題，津村建四朗，藤井敏嗣会員，伊勢

崎修弘会員，中山俊雄会員

第２回小･中・高校生徒地学研究発表会

2004年９月19日：参加校13校，30件

（地学教育委員会）

＜研究委員会など＞

環境地質研究委員会

・第14回環境地質学シンポジウム開催

（2004年12月４-５日）於　東京大学農

学部２号館

１．開会宣言：久田行事委員長

２．議長等選出

１）会場からの立候補および推薦がなかっ

たため行事委員長より以下の提案があり

承認された．

議長　　伊藤谷生（千葉大学）

副議長　高木秀雄（早稲田大学）

書記　　堀　利栄（愛媛大学）

星　博幸（愛知教育大学）

２）議事は議長に引き継がれた．

３）副議長より出欠状況の報告があった．

委任状72名，出席者：代議員88名，理事

16名＊，合計176名で，定足数102名＊（以

上訂正後の数字）を充足しており，本総

会は成立．
＊総会終了後，定足数の間違いが判明し

た．総会時124名と発表したが下記に

より102名に訂正する．また，出席者

数に理事出席者16名がカウントされて

いなかったので加えた．定足数　102

名（代議員186名＋理事17名，合計203

名の過半数）

３．報告事項

渡部常務理事より総会議事資料p.2-4に基づ

いて事業経過報告（下記）の説明があった．

１）会員の動静

2005年４月末現在の会員は，賛助会員35

社，名誉会員74名，正会員4512名（うち院

生割引190名），準会員31名，会員総数4652

名．2004年８月末と比べて208名の減少で

あり，その内訳は次のとおりである．

入会者　47名（賛助会員１社，正会員37名

（うち院生割引16名），準会員９名）

退会者　161名（賛助会員４社，正会員155

名（うち院生割引５名），準会員２名）

除籍者　91名（正会員91名）

逝去者　３名　

名誉会員（１名）：宇留野勝敏

正会員（２名）：石井基裕，那須孝悌

＊逝去会員に深く哀悼の意を表し，黙と

うを捧げた．

２）学会運営に関する諸集会及び委員会の

活動

＜第111年総会＞

日時：2004年９月18日，16：10～18：10

会場：千葉大学総合校舎　B号館

出席者：出席　269名，委任状提出者　267

名，合計　536名

審議事項：１）事業年度，総会開催月の変

更をともなう会則の変更について，２）

2005年度事業計画案，および予算案につ

いて，３）名誉会員の推薦，４）法人化

地学教育委員会

・第３回地学普及のための巡検（千葉県

中部）2004年９月12日

地質災害委員会

・新潟中越地震への対応で，地質学会と

して調査団を組織し，ホームページ上

での広報活動行った．

４）出版物の刊行

＜地質学雑誌＞

110巻９号（2004年９月）～111巻４号

（2005年８月）を刊行した．総ページ数は

543ページ

＜日本地質学会ニュース＞

７巻９号（2003年９月）～８巻４号（2004

年８月）を発行した．総ページ数は204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.13,Issue 3

Vol.14，Issue 1を刊行した．日本学術振興

会から2005年度科学研究費補助金（定期刊

行物）の交付内定を得た．

＜地質学論集＞

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―」

（2004年12月，編集　藤原治ほか）を刊行

した．

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，原子力

総合シンポジウム，理工学における同位元

素・放射線研究発表会運営委員会など

６）その他報告事項（以下は主なもののみ，

そのほかは随時News誌に掲載の理事会，

評議員会議事録参照）

＜他学協会との共催・後援あるいは協賛行

事，この期間に依頼のあったもの＞
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2005年５月22日　14：40～18：10 幕張メッセ　国際会議室
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・2004年７月福井豪雨災害現地見学会

10月24日（参加者６名，案内者３名）

近畿支部

・近畿支部，支部長幹事会　2004年12月

18日，於　京都大学

１）本年９月の地質学会京都大会への全

面的協力体制をつくり，大会の実行委

員として参加．

２）京都大会の「見学旅行」の企画に近

畿支部として協力依頼．

四国支部

・支部総会・講演会　2004年12月11日

（於　高知大学）

・地質巡検「四国中央部地域の中期中新

世ホルンフェルスおよびダイアトリー

ム」2004年12月11日

西日本支部

・国際セミナー「美しく豊かな環境を後

世に－島根とテキサスのパートナーシ

ップ－」（共催）2005年1月29-30日

・日本地質学会西日本支部第150回例会

および平成16年度総会　2005年２月12

日

４．承認を求める事項

１）2005年度（2004.9.20-2005.5.21）理

事会議決事項

（1）理事会構成及び役割担当

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），

久田健一郎（副編集長，05/12より），

宮下純夫（副編集長，企画部会担当），

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）2005年度評議員会議長として石渡

明評議員，副議長として三宅康幸評議

員を選出，任期は2006年３月までとし

た．

（3）科学研究費委員会委員長および委員

の選出，任期は，2006年総会までとす

る．

酒井治孝委員長，留任委員：竹内　章，

井内美郎，松田博貴，小林哲夫

新任委員：福沢仁之，西山忠男，横山

俊治

（4）各賞選考委員会委員は分野（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，評議員の互

選により選出．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，合計10

１．「空間情報社会」シンポジウム　日

本学術会議地理学連合主催（2005年３

月４日，学術会議講堂）

２．後援講演会「活断層と地震の予測」

応用地質学会・日本技術士会主催

（３月５日，機会振興会館）

３．高知工科大学COEプログラム「防

災 に 関 す る 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム

（ISMD2006）」（2006年３月９日-11日，

高知科学大学） 後援

４．「サイエンスワールド2005」山口大

学理学部（2005年３月13日，山口ニュ

ーメディアプラザ）後援

５．「第43回原子力総合シンポジウム」

日本学術会議科学総合研連ほか（2005

年５月26 - 2 7日，学術会議）共催

（運営委員　高橋正樹理事）

６．「第42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（2005年７月）共催

（運営委員　角井朝昭会員）

７．第13回国際粘土学会（＝第49回粘土

科学討論会同時開催）日本粘土学会

（2005年８月21-27，早稲田大学）共催

８．「科学教育研究協議会第52回全国研

究大会」科学教育研究協議会（2005年

8月２-４日，鹿児島県）

９．「第21回太平洋学術会議」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

（2007年６月12日～18日，宜野湾市）

後援

10．シンポジウム「高く乏しい石油時代

が来た―21世紀のエネルギーをめぐる

問題」 主催　日本学術会議　資源開

発研連・地質研連，産業技術総合研究

所地質調査総合センター，協賛

11．企画展「パレオが見ていた大海原―

化石から探る太古の群馬―」群馬県立

自然史博物館　後援

12．「第３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　後援

13．「2004年情報地質展きょうと－大地

が語る５億年の時間－」（2005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

７）支部の活動

北海道支部

・この間とくになし，今後予定：支部総

会・講演会・地質巡検　2005年８月

25-26日

東北支部

・支部総会　2004年11月27日，研究発表

会　28日，於　弘前大学

関東支部

・地質学会第111年千葉大会への運営協

力，展示ブースへの出展

中部支部

名を選出．原則として委員に理事は含

めないが，前，現の正副編集長はこれ

までどおり委員に加える．

任期2006年総会まで：小嶋　智，榊原

正幸，佐々木和彦，新井田清信，松岡

篤，

任期2007年総会まで：田近　淳，巽

好幸，保柳康一（互選により委員長），

山路　敦，横山俊治

現・前，正副編集委員長：狩野謙一・

宮下純夫

（5）旧「研究企画委員会」の再編と学会

法人化後の長期展望（５年程度の中期

的戦略と現実の事業・予算等）を議論

する委員会として｢ビジョン委員会｣を

設置した．委員の任期は05年12月の評

議員会までとする．

理事会：担当理事･委員長　倉本真一，

支部長連絡会議担当　天野一男，会計

委員会担当　向山　栄，専門部会担当

久田健一郎，編集出版部会担当　狩野

謙一，普及事業担当　高橋正樹

評議員及び代議員からの委員：教員＝

寺尾真純，三宅　誠，業界＝山本高司，

佐藤尚弘，荒戸裕之，大学＝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＝高橋雅紀，

阿部なつ江，竹之内耕

（6）科研費委員会規約文言修正を承認し

た.

（7）学術会議会員候補者の情報提供依頼

に対し，候補者の依頼数，条件等を考

慮して17名の情報を提供した（地球惑

星連合に推薦された方を含む）．

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

（8）中越地震および台風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こととし

た．またこれに関連し，細則12条３項

にアンダーラインの文言を付加し，改

正をした．

第12条　本会会費の年額（１月～12

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．

（9）環境地質研究委員会（委員会会長

羽田　忍）ならびに「地質学と地震」

研究委員会（委員長　嶋本利彦）より，
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―――

――――――――――

―――――――――

―――――――

―――――

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

（16）インターネット委員会委員を承認

した．

榎並正樹（委員長），奥平敬元，納谷

友規，坂口有人，細川寿子（事務局）

（17）オンライン化委員会委員を承認し

た．委員は職責担当．

委員長　鈴木徳行，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）

（18）法務委員会規約案を承認した．規

約により法務委員長は担当理事が就任

することになり，上砂担当理事が委員

長となった．

法務委員：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，上砂正一，立石

雅昭，斎藤　眞，顧問弁護士：高木宏

行

上記に加え，本会議でさらに代議員か

ら３名の法務委員の推薦・立候補をつ

のった．本会の最後に，高木秀雄，新

妻信明，石渡　明各氏の提案があり，

拍手で承認された．

（19）「地質学雑誌のあり方委員会」の答

申を承認した．

・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．

（20）各賞の表彰ならびに名誉会員の顕

彰等については，代議員総会ではなく

年会の場で行うこととした．それに関

連して，運営細則第11章，表彰　第39

条３項の一部を改正した．（アンダー

ラインの部分を→に改正）

３．表彰は，別途定める規約に従い，

各賞選考委員会が受賞候補者の選

考を行って，評議員会が候補者を

決定し，理事会及び総会の承認を

経て，総会で行う．→理事会及び

総会の承認を経て行う．

当初の目的を達成したので2004年12月

末にて解散するとの申し出があり，承

認した．

（10）（独）科学技術振興機構のJ-STAGE

による地質学雑誌のオンライン公開に

ついては，会員に対するメリットの増

加の方が大きいという判断で，発行か

ら３ヶ月のブラインド期間を経て公開

することとした．既刊110巻１号から

公開されている．

（11）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置した．

募金については，目標の９割を超える

額が集まったとの報告があった．また，

法人化について承認を求める事項につ

いて111年総会において手続きを終了

した．現在は文部科学省に説明を行い，

理事の扱い（会員外の理事有無）につ

いて検討中である．今年度中の法人化

にむけて準備を進めているとの説明が

あった．

法人化実行委員会

委員長：齊藤靖二会長，幹事：木村

学副会長，担当理事：渡部芳夫,

天野一男

（12）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

した．企画部会委員は各専門部会から

選出．

上記に伴い，副編集長は久田健一郎，

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）

星　博幸（層序）・永広昌之（層

序）・高木秀雄（構造）・中川光弘

（火山）・能美洋介（情報地質）・角

和善隆（堆積）・坂島俊彦（応用）・

秋元和実（海洋）・榎並正樹（岩

石）・奥村晃史（第四紀）・角井朝昭

（地域地質）

（13）投稿規定の一部をアンダーライン

のとおり改正した．

Ⅱ，A，2．論説および総説には……

（略）……．短報およびノートには外

国語の要旨をつける．

Ⅵ，１．原稿の長さを原則として次の

ように制限する．

ノート　刷り上り　６ページ

（14）地学教育委員会委員を承認した．

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，矢島

道子

（15）生涯教育委員会委員を承認した．

柴　正博（委員長），松岡敬二・赤羽

（21）（独）学位授与機構より依頼のあっ

た機関別認証評価に関わる専門委員候

補者として６名を推薦した．

木村　学，齊藤靖二，田崎和江，立石

雅昭，永原裕子，三宅康幸

（22）設立が決まった地球惑星科学連合

への加盟，ならびに設立準備会から依

頼のあった連合組織への人材の提供に

ついて承認された．連合への加盟につ

いては総会の議題とすることとした．

・連合組織への人材の提供：木村，吉

田，七山，脇田，安藤

・委員会担当者　教育：中井，阿部，

芝川，国際：徐

・学会窓口連絡役員：久田

（23）会田信行評議員ほか10名から提案

の「地質学史資料調査委員会」設置を

規約案とともに承認した．

（24）2004年度（１月～12月）決算案を

承認した．【本誌　別掲】

（25）2005年１月～３月度ならびに2005

年４月～2006年３月度の予算案を承認

した．【本誌別掲】

（26）ILL（Inter-Library Loan 図書館

貸借）のインターネット（複写用の

PDFファイル）による送信権の委託

について了承し，学術著作権協会との

間で契約を交わした．

（27）次の16名の会員を50年会員として

顕彰することを承認した．

青木和子，桂田　保，加藤又二郎，小

林巌雄，小森長生，斎藤常正，坂部和

夫，真田三郎，瀬川秀良，関戸信次，

七崎　修，畠中武文，松島信幸，三鍋

久雄，宮城一男，渡辺其久男

（28）2005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，加藤　潔，坂本正徳，関

陽児，高橋路輝

（29）2005年度第１期（１月～３月）決

算案を承認した．【本誌別掲】

本来は2005年度で一括すべきである

が，法人化への移行措置として，2005

年度予算を２期に分割し，次年度から

の法人会計に対応したとの説明があっ

た．

（30）名誉会員推薦委員会の提案により，

名誉会員として４会員を第112年総会

に推薦することとした．

荒牧重雄・井上英二・鎮西清高・松田

時彦【推薦文　本誌別掲】

（31）各賞選考委員会より提案された下

記の各賞受賞者を承認した．【受賞理

由　本誌別掲】

・日本地質学会賞（１件）

嶋本利彦会員「断層の力学的挙動と

地震発生過程の力学的研究」

・日本地質学会論文賞（２件）

高橋雅紀・柳沢幸夫「埼玉県比企丘陵

に分布する中新統の層序－複合年代層

序に基づく岩相層序の総括－」地質学
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場費が少し高いため多めにとっている．

理事の旅費（会議参加費）を少し増額し

た．また，委員会補助費を多めにとってい

るので，専門部会・委員会は印刷費等で使

用していただきたい等の説明があった．

これに対して，財産目録で預貯金の管理

についての質問があり，複数の銀行に分散

して管理しているとの回答があった．

以上の事業計画および予算は，拍手で承

認された．

２）名誉会員の推薦

加藤副会長より名誉会員候補者として４

名の会員の推薦が提案され，拍手で承認さ

れた．

荒牧重雄会員・井上英二会員・鎮西清高

会員・松田時彦会員

３）日本地球惑星科学連合の設立・加盟に

ついて

木村副会長より説明があり，日本地球惑

星科学連合規約の留意点（以下）について

説明があった．

第３条（事業）の（1）から（6）および，

第５条　本団体に加盟する学会は，以下

の義務を負う．

２）本団体を存続させるために評議会

が必要と認めた応分の経済的負担．

上記に関して，出席代議員より以下のよ

うな意見がよせられた．

・地球惑星連合の設立は，日本における

理科教育界の振興を考える上でも重要

であり，日本地質学会が連合に加盟す

ることを支持する．

・地質学会は，この連合に積極的に取り

組んでリーダーシップを発揮すること

が大切である．

・連合加盟に賛成である．加盟に伴い，

地質学会の将来ビジョンを早いうちに

定める必要がある．

・地質学会の法人化とともに地球惑星連

合全体の中で，地質学会がどのような

役割をはたしていくのか，将来を見据

えた戦略が必要である．それには様々

な議論の場を設け，ニュース誌等で多

くの会員の意見を集約していきたい．

・地質関連５学協会協議会のメンバーに

も連合加盟を働きかけて欲しい．

雑誌，110巻，５号，

290-308，2004年

大竹正巳「カルデラ湖

における火山砕屑性重

力流堆積物の堆積相と

堆積様式-栗駒南部地

熱地域，更新統管ノ平

層の例-」地質学雑誌，

110巻６号，331-347，

2004年．

・日本地質学会研究奨励賞（２件）

闍橋昭紀（平野弘道・佐藤隆司　共著）

「2003，北海道天塩中川地域上部白亜

系の層序と大型化石群の特性」地質学

雑誌，第109巻，２号，77－95，2003年．

尾上哲治（永井勝也・上島　彩・妹尾

護・佐野弘好　共著）「九州・四国の

三宝山付加コンプレックスの玄武岩類

の起源」地質学雑誌，110巻，４号，

222-236，2004年．

・日本地質学会表彰（２件）

石黒　耀　「著書『死都日本』と『震

災列島』による地質学の的確な紹介」

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「地質情報展の開

催」

２）2004年度（2004.1.1-12.31）決算・財

産目録および会計監査報告

３）2005年度（2005.1.1-3.31）決算・財

産目録および会計監査報告

・佐々木会計委員長より総会資料p.12-23

を使って２），３）の会計報告が行わ

れた．法人化を踏まえた会計年度変更

への移行措置として，2004年度の一般

会計は１月１日から12月31日分までを

まとめ，2005年度の一般会計は１月１

日から３月31日までを第１期，４月１

日から2006年３月31日までを第２期に

分割して計上したむねの説明があっ

た．

・石綿しげ子会計監事より会計監査の報

告が行われた．2004年度会計に関して，

2005年３月25日付けで，2005年度第１

期会計に関して，2005年５月18日付け

で監査を行い，適正に会計処理された

ことを確認したむねの報告があった．

以上の１）～３）項の承認事項に関して，

拍手で承認された．

５．審議事項

１）2005年度第２期（2005.4.1-2006.3.31）

事業計画案および予算案について

資料p.24-25を使用して佐々木会計委員長

より説明があった．

年会開催費は，2005年年会（京都）の会

以上の意見の後，拍手をもって連合への

加盟が承認された．（日本地球惑星科学連

合規約　本誌別掲）

４）その他

代議員の委任状の取り扱いについて

渡部常務理事より，委任状の取り扱いに

ついて（特に特定個人に委任する場合につ

いて），来年の第２回代議員会までに検討

したいので，この件の審議を法務委員会へ

委託願いたい．また，その件を検討するた

め法務委員会へ代議員２名の参加をお願い

したいむねの説明があった．この提案に関

して，拍手で承認され，本会議終了前に伊

藤議長より，高木秀雄代議員，新妻信明代

議員の２名に加えて，石渡　明代議員（評

議員会議長）の計３名の推薦があり，承認

された．

６．会長挨拶

齊藤会長より，代議委員総会への出席のお

礼と，パネルディスカッションへの積極的参

加のお願いがあった．

７．パネルディスカッション

引き続き同会場で『日本地質学会パネルデ

ィスカッション「○○学の将来と学会」』が

行われ，活発な意見交換が行われた．

司会：理事・ビジョン委員会委員長　倉本

真一

パネラー：木村希生（会員，静岡大学大学

院D2：構造地質学）黒田潤一郎（会員，

東大海洋研PD：古海洋学）坂本竜彦

（会員，JAMSTEC：古海洋学）砂村倫

成（東大：生命科学）高橋雅紀（会員，

産総研：層序学）束田和弘（会員，名古

屋大学博物館：テクトニクス）

８．閉会およびその他

議長から法務委員会へ推薦する３名の代議

員名が紹介され，拍手で承認された．もっと

代議員へ学会情報を（メール等で）公開して

欲しいとの要望があり，渡部常務理事より，

努力するとの返答があった．

齊藤会長より，代議員総会出席のお礼の言

葉と閉会の挨拶があった．

最後に高木副議長より，出席者数の訂正報

告の後，閉会した．
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総会風景（写真右）．

パネルディスカッション

風景（写真左）
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国へ炭田開発調査の海外技術協力を実施し，

その後の両国の研究協力の礎を築かれまし

た．また，1972年より日本周辺の海洋地質調

査のリーダとして，日本周辺海域全域の地質

概要を明らかにするとともに，1983年には日

本周辺海域の300万分の１地質図をまとめら

れました．地質調査所の業務の一方，科学技

術庁の併任や海洋開発審議会専門委員等の行

政関連の委員会での専門知識を生かした社会

や政策への提言などの貢献をされるととも

に，東京水産大学・筑波大学・九州大学など

の非常勤講師として，地質調査業務を通して

の知見や経験に基づいて学生・大学院生の教

育にも貢献されました．1985年からは，地質

調査所次長，1988年からは地質調査所長とし

てバランスの取れた研究推進を図るととも

に，所内外の関連機関と協力して各種地質関

連事業を推進させました．また，諸外国の地

質関連機関との交流を促進させました．地質

調査所退官後も民間会社において，地質学の

豊富な知識と経験を生かし，後進の指導や産

業界への貢献をしておられます．特筆すべき

ことは，1992年の第29回万国地質学会の京都

開催に際しては，学界・行政界・産業界のパ

イプ役として大会運営・財政確保などに極め

て大きな貢献をされ，大会成功の陰の立て役

者であったことです．以上のように，学術面

と国際的な学会運営などにおいて，地質学の

発展に極めて大きな貢献があり，名誉会員に

ふさわしいと考え，ここに推薦致します．

鎮西清高　会員（京都大

学名誉教授，1933年生

まれ，71歳）

鎮西清高会員は1933年

に長野県に生まれ，1961

年に本会に入会されまし

た．横浜国立大学学芸学

部を卒業，東京大学大学院を修了後，東京大

学理学部に勤務されて以来，40年以上にわた

って東京大学・京都大学・大阪学院大学にお

いて地質学・古生物学の研究と教育に尽力さ

れました．鎮西会員は，優れたフィールド調

査のセンスを活かした独創的な研究を展開し

て学界に大きなインパクトを与えた．まず，

新生代層序や海生軟体動物化石群の研究にお

いて，化石の生態的・機能的な分析から二枚

貝類の進化を探るという古生物学の新しい視

点を打ちたてられ，次に堆積相ごとに特徴的

な自生の相同化石群集が存在するという平行

群集の概念を導き出し，世界に先駆けてそれ

を実証されました．さらに鎮西会員は，化石

群集の分布に基づいて海洋古生物地理を復元

する手法を展開し，微古生物学や同位体古生

物学の研究者と共同研究を推進して，第四紀

古海洋学の分野の発展にも大きく寄与されま

した．これらの業績により，日本古生物学会

論文賞，日本古生物学会学術奨励金を受賞し，

さらに2002年に日本古生物学会賞（横山賞）

を授与されるなど国内外から高く評価され，

信望を集めておられます．また鎮西会員は，

2005年度
名誉会員推薦理由

荒牧重雄　会員（東京大

学名誉教授，1930年生

まれ，74歳）

荒牧重雄会員は1953年

３月に東京大学理学部地

質学科（旧制）を卒業後，

東京大学大学院（旧制）

を経て，東京大学理学部助手，東京大学地震

研究所助教授，東京大学地震研究所教授，北

海道大学理学部教授，日本大学文理学部教授

を歴任され，現在は東京大学名誉教授として

多方面で御活躍されています．この間，フル

ブライト留学生としてペンシルバニア州立大

学に留学され，また，東京大学で理学博士の

学位を取得されました．さらには，日本火山

学会会長，国際火山学会会長，地球物理学研

究連絡会委員長，火山噴火予知連絡会委員，

日本学術会議会員などを務められ，わが国の

みならず世界の火山学の振興に大きな役割を

果たしてこられました．

荒牧会員の専門は火山地質学であり，浅間

火山の地質学的研究を皮切りに，熊野酸性岩，

姶良カルデラを初めとする南九州のカルデラ

群などの地質学的研究を精力的に進め，わが

国の火山地質学分野の発展に大きく寄与され

てきました．これらの高い業績に対して，

1973年には日本地質学会賞が授与されており

ます．また，東京大学地震研究所の教授とし

て，長らく火山地質学の立場から火山噴火予

知に関わってこられ，浅間火山はもとより，

1971年秋田駒ヶ岳火山噴火，1973年新潟焼山

火山噴火，1982年木曽御岳火山噴火，1983年

三宅島火山噴火，1986年伊豆大島火山噴火，

1989年伊豆東部火山群噴火などでは中心的な

活躍をされました．

また，わが国の火山ハザードマップの開発

と推進にも尽力され，最近では浅間火山ハザ

ードマップ検討委員会委員長，富士火山ハザ

ードマップ検討委員会委員長などを務められ

ました．さらに，以上のようなわが国の火山

防災に果たした役割が高く評価されて，防災

功労者総理大臣表彰も受けられております．

以上のように，荒牧重雄会員がわが国の地

質学および日本地質学会に対して果たした直

接・間接の功績には甚大なものがあり，日本

地質学会名誉会員にふさわしい人物として，

ここに推薦するものであります．

井上英二　会員（総合地

質調査（株），1932年生

まれ，72歳）

井上英二会員は，1956

年より地質調査所におい

て，北九州炭田地域の地

質調査を実施し，詳細な地質層序と貝化石群

集解析による第三系の古環境の解明により海

底炭田開発に大きな貢献をなされました．

1962年より，１年２ヶ月にわたりトルコ共和

日本地質学会評議員，日本古生物学会長，日

本第四紀学会長を歴任され，さらに国際古生

物学協会，日本ベントス学会，日本貝類学会，

東京地学協会など多岐にわたる学会で評議員

を勤め，これらの学会と本学会との間の研究

交流を推進させるという重責を果たしてこら

れました．他方，鎮西会員は，各種の政府専

門委員として地質学を広くアピールし，その

振興に努められました．また日本学術会議第

29回万国地質学会議組織委員会委員および会

場責任者の一人として，1992年の日本初の

IGC京都開催を成功に導かれました．本会な

らびに地質学に対する貢献は著しく，ここに

名誉会員として推薦致します．

松田時彦　会員（東京大

学名誉教授，1931年生

まれ，74歳）

松田時彦会員は，1959

年３月に東京大学大学院

（旧制）を修了後，東京

大学理学部・同地震研究

所助手，東京大学地震研究所助教授・教授，

九州大学理学部教授，熊本大学理学部教授，

西南学院大学文学部教授を歴任され，現在は

東京大学名誉教授として多方面で活躍されて

います．ご専門の新生代構造地質学，地震地

質学での業績は高く評価され，日本地質学会

賞・日本鉱山地質学会賞を受賞されていま

す．また，日本地質学会の評議員，地質学雑

誌編集委員長として日本地質学会の活動にも

直接貢献いただきました．

松田会員は，プレートテクトニクスが登場

するはるか以前より，フォッサマグナを中心

に，古い考えにとらわれない独自の島弧テク

トニクスの研究を展開されてきました．それ

は1980年後半から急激に発展した島弧テクト

ニクス論のパイオニア的な研究で，その先見

性と独創性は日本の地質学界が世界に誇るこ

とができます．一方，1960年代初頭から開始

された活断層の研究は，その後，多くの研究

者の協力のもとに大きく発展し，1980年発行

の「日本の活断層－分布と資料－」および

1991年発行の「新編　日本の活断層－分布と

資料－」として結実しました．地震国日本に

おいて地質学への社会からの期待には大きな

ものがありますが，松田会員は活断層の研究

を通してこの期待に応えたきました．地震予

知連絡会委員，地震調査研究推進本部地震調

査委員会委員をはじめとして，いくつもの地

方自治体の地震対策会議委員などとして社会

への貢献をされてきました．松田時彦会員の

確立した「地震地質学」は，国内はもちろん

のこと，中国，ペルー，オーストラリア，フ

ィリピン，米国などにおいても，国際的に展

開し高い評価を得ています．

松田会員は，純粋学術研究のみならず地質

学の社会への貢献という面でも日本地質学会

に多大な功績をもたらされました．日本地質

学会名誉会員にふさわしい方として推薦致し

ます．
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ている．近年，国内の地震学者にも地質学的

な地震研究の重要性を認識する人が少なくな

いが，それは彼の功績によるところが大きい．

さらに，嶋本氏は公開の試験機開発セミナー

を主催し，国際的水準から遅れている日本の

変形実験研究の普及にも努めている．

以上のように，嶋本氏の標記の研究の功績

は非常に大きく，日本地質学会賞に値するも

のである．

論文賞（２件）

受賞論文：高橋雅紀・柳沢幸夫，埼玉県比企

丘陵に分布する中新統の層序 －複合年代層

序に基づく岩相層序の総括－．地質学雑誌，

110巻，５号，290-308，2004年

この論文は，著者らのこの地域の第三系の

対比を主とする一連の研究のいわば中間まと

めとなるものである．比企丘陵は，地質構造

が複雑で地層の露出がよくないため，岩相層

序の確立が困難な地域があり，詳細な層序の

広域対比が十分には行われてこなかった．著

者らは珪藻化石年代を軸とし凝灰岩層のF.T.

年代などを総合化した複合年代層序を最大限

に利用して，個々の地域の岩相層序を確立し，

さらに広域対比を試みた．このような層序の

復元と対比により，この地域では，約

15.4Maの不整合を境にして，地域をとおし

て下部と上部で岩相構成が大きく異なるこ

と，このような岩相変化は関東山地の中新統

の一般的な特徴と一致し，おそらくは傾動盆

地の活動開始に関連することが明らかにされ

た．このような地道な層序の確立は，単にあ

る地域の発達史だけでなく，広域にわたる構

造発達史を考える上で不可欠のことである．

著者らの研究は関東山地の第三紀構造発達史

の解明に大きく貢献したと考え，日本地質学

会論文賞を贈る．

受賞論文：大竹正巳，カルデラ湖における火

山砕屑性重力流堆積物の

堆積相と堆積様式－栗駒

南部地熱地域，更新統管

ノ平層の例－．地質学雑

誌，110巻，６号，331-

347，2004年．

東北山脈脊梁地域の栗

駒南部古赤倉カルデラを

埋積した管ノ平層に見ら

れる湖沼成火山砕屑性重

力流堆積物について，詳細な堆積相記載に基

づき，水底火砕噴火で生じた噴煙柱と閉鎖さ

2005年度
50年会員顕彰者（16名）

青木和子，桂田　保，加藤又二郎，小林巌雄，

小森長生，斎藤常正，坂部和夫，真田三郎，

瀬川秀良，関戸信次，七崎　修，畠中武文，

松島信幸，三鍋久雄，宮城一男（2005年５月

31日逝去），渡辺其久男

2005年度
日本地質学会各賞受賞理由

日本地質学会賞（１件）

受賞者：嶋本利彦（京都

大学大学院理学研究科）

対象研究テーマ：断層の

力学的挙動と地震発生過

程の実験的研究

嶋本利彦氏は，単層座

屈褶曲の数値実験や歪解

析理論などの著名な構造地質学的研究の後，

摩擦実験で観察される固着すべり現象と断層

沿いに周期的に発生する地震との類似性が注

目されて間もない1970 年代前半に，油圧三

軸試験機を用いた摩擦実験に基づく標記の研

究をアメリカで開始した．当時の彼の実験は，

広範な圧力（≦300MPa）と変位速度（10－9

～10－4m/s）で行われたが，室温であり地震

時に匹敵するような変位速度（１m/s）にも

全く達していなかった．そこで嶋本氏は，最

高温度1000℃の高温二軸剪断試験機と最大変

位速度２m/sの高速回転剪断試験機を，90年

代始めに相次いで開発した．さらに，熱水条

件の摩擦実験用に国内初のガス圧三軸試験機

（温度≦1000℃，圧力・間隙水圧≦200MPa）

と透水実験用に油圧三軸試験機（圧力≦

500MPa）を90年代末～00年代始めにかけて

開発した．こうして，地震発生域の物理条件

と断層の変位速度が実験で完全にカバーでき

るようになった．

嶋本氏らは，これらの彼自身の設計・開発

による試験機を使用した実験に基づいて，①

浅部の脆性領域から深部の塑性領域に至る断

層変形の再現に基づく断層像，②固着すべり

（地震）の起こる範囲が脆性領域だけでなく

準塑性領域に及ぶこと，③沈み込み帯におけ

る地震の多様性の起源，④断層の高速摩擦が

地震の発生過程を支配していること，⑤地震

断層の透水特性，などを明らかにした．これ

らの研究成果はいずれも国際誌に発表され

た．これらの論文は被引用数も非常に多く，

世界に誇るべきものである．嶋本氏の研究の

最大の特徴でかつ他の摩擦実験研究と大きく

異なる点は，天然の断層の変形過程を実験室

で再現して断層の力学的挙動を決定している

ことである．嶋本氏は，地震発生過程という

学際領域の研究にこのような地質学的視点を

持って挑み，地震学者も驚く成果を挙げた．

また，嶋本氏は地質学と地震学を統合する数

多くのシンポジウムを企画し，双方の専門家

間の議論・交流の促進に大きな役割を果たし

れたカルデラ湖の特殊な条件によって，厚さ

最大100mにもおよぶ２枚の上方細粒化シー

ケンスがもたらしたことを丁寧な考察で推論

した論文である．

この論文の最大の特徴は，筆者の前作であ

る大竹（2000）で発表した詳細な火山地質デ

ータによる赤倉カルデラの層序，陥没様式と

その形態復元をもとに，そのカルデラ湖にお

ける火山砕屑性重力流堆積物の堆積様式を復

元した点である．筆者の研究がカルデラ形成

史にとどまらず，この論文で記載・考察の難

しい火山砕屑性堆積物の堆積相記載と堆積機

構の解釈にまで広がったことは，今後の火山

地質学と火山砕屑性堆積物の研究方向を示す

上で重要であると考えられる．以上の理由か

らこの論文の価値は高く，日本地質学会論文

賞に値する．

研究奨励賞受賞（２件）

受賞者：闍橋昭紀（東京

大学大学院理学系研究

科）

闍橋昭紀・平野弘道・佐

藤隆司，北海道天塩中川

地域上部白亜系の層序と

大型化石群の特性．地質

学雑誌，第109巻，２号，77-95，2003年．

本論文は，白亜系蝦夷層群分布域の中でも

極めて重要な地域である北海道北部の天塩中

川地域において，詳細かつ広範な地質調査を

行い，それに基づく大型化石層序を確立した

論文である．本論文の重要な点として，①大

型化石のデータを援用して地質図を作成した

こと，②詳細な露頭観察と大型化石層序を基

に，従来不整合とされていた上部蝦夷／函淵

層群境界の関係が整合であることを明らかに

したこと，③従来，地質構造が複雑なため研

究が遅れていた天塩中川地域の上部白亜系の

大型化石層序に基づき，ヨーロッパ標準層序

の各階・亜階境界の位置を詳細かつ明瞭に特

定したこと，④地史学上極めて重要で，かつ

近年特に注目されているセノマニアン－チュ

ーロニアン階境界の位置をほぼ特定したこ

と，の4点が挙げられる．

本論文は蝦夷前弧海盆の地史と古環境解析

に有用なデータを与えており，筆頭著者であ

る闍橋昭紀君は研究奨励賞に値する．

受賞者：尾上哲治（鹿児島大学理学部）

尾上哲治・永井勝也・上

島　彩・妹尾　護・佐野

弘好，九州・四国の三宝

山付加コンプレックスの

玄武岩類の起源．地質学

雑誌，11 0巻，４号，

222-236，2004年．

著者らは，九州・四国の三宝山付加コンプ

レックスに含まれる玄武岩の産状・岩相・岩

石学的特徴・主要および微量化学組成を詳細

に検討し，それらが大洋域におけるホットス

ポットの活動により形成された海洋島玄武岩
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立つ内容になっている．

石黒氏は，最新の地質学を含む地球科学全

般そして災害時の人々の行動や政府の対策に

ついて学び，その基礎の上に独自のストーリ

ーを展開している．地質学的内容と関連する

教育や行政の状況についての的確な記述は，

読者に地質学の現状を広く紹介する役割を果

たすにとどまらず，地質を専門とする主人公

に対するメッセージを通して，地質研究に携

わるものを励ますとともに一層の研鑽を要請

している．

著者は，幼少時より化石や鉱石に関心を持

ち，大学時代に九州の生物を調べて回るうち

に，火山と生物の関係において，生物の生育

にもっとも影響を与えるのは，広い意味での

地学的条件であることを肌で感じとり，日本

列島に住む人間のあり様を考えるようになっ

たとのことである．ペンネームはしばしば採

集に行く長野県の黒耀石にちなむとのことで

あり，石黒氏は日常的に野外において地質現

象にふれて大地の息吹を実感していると想像

される．

地質学のよき理解者として２冊の小説を出

版された氏への感謝と，さらなる執筆活動に

よって日本地質学会会員をはじめとする地質

学研究者に助言と励ましを与えて頂けること

を期待して，日本地質学会として表彰するも

のである．

受賞者：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

表彰対象：地質情報展の

開催

（独）産業技術総研究

所地質調査総合センター

（以下，産総研地質調査

総合センター）は，工業

技術院地質調査所時代の1997年以来，地質情

報展を開催してきた．この催しは，日本地質

学会年会の開催地に会場をセットし，日本地

質学会と共催で，初年度の福岡市から，松本

市，名古屋市，松江市，金沢市，新潟市，静

およびそれらの崩壊堆積物であり，ジュラ紀

新世～白亜紀古世に付加した海洋性岩石であ

ることを明らかにした．付加体中に含まれる

玄武岩は，変質・変成作用を被っていること

が多く，これまで，地質学的データと化学組

成のデータの両方を統一的に用いて成因を議

論した研究は少なかった．また，三宝山帯の

玄武岩については，状況証拠から海洋島玄武

岩と推定されていたものの，玄武岩自体を直

接検討した研究はなかった．様々な情報を統

合し，付加体中の玄武岩の起源を明らかにし

た点で，本研究の意義は大きい．また，三宝

山帯に関しては，玄武岩以外についても不明

な点が多く，今後の筆頭著者のこの問題への

研究が奨励され期待されるものである．以上

のような理由により，尾上哲治君は研究奨励

賞に値する．

日本地質学会表彰（２件）

受賞者：石黒　耀

表彰対象：著書「死都日

本」と「震災列島」によ

る地質学の的確な紹介

石黒　耀（あきら）氏

は，2002年９月に小説

「死都日本」，2004年10月

に小説「震災列島」を講

談社から出版した．石黒氏は，この２つの著

書において地震・火山活動に伴う地質災害を

詳細にシミュレートし，われわれが変動帯日

本列島と共生していることを指摘しつつ，災

害調査や防災対策のあり方を考える上で地学

教育がいかに重要であるかを語っている．ま

た，著者がこれら作品のなかで指摘している

ことの重要性は，「震災列島」出版直後に起

こった中越地震やスマトラ沖地震とそれに伴

う大津波による災害によっても，私たちは再

認識させられた．さらに，日本地質学会員に

とってもこれらの著作は，地質災害に対して

どのような研究を推進しなければならないか

を考える上に役立つのみならず，防災対策そ

して災害調査の進め方を検討するためにも役

岡市，千葉市と，８年にわたって続いており，

本年も京都市（京都大学）で開催される予定

である．共催とはいえ，その企画運営のほと

んどは産総研地質調査総合センター（旧地質

調査所）が行っている．

地質情報展では，地質情報がそれぞれの地

域固有の情報であり，それぞれの地域に即し

て活用されてこそ有効であるとのコンセプト

のもと，各地方へ研究者が赴いて，一般の市

民に対して，平易に直接地質情報を説明する

ことが基本とされている．これによる地質学

やその関連産業の社会的認知度の向上がねら

いである．このため地質情報展の内容は，開

催地域周辺の研究成果を中心に，説明ポスタ

ーや成果物，関連資試料の展示が中心となっ

ており，企画・実施には地元の研究者，関連

企業も加わっている．また，主として小学生

を対象とした体験学習コーナーを設け，地学

の後継者たるべき子供たちに地学への関心を

起こさせるのに役立つ啓蒙・実習活動も行わ

れている．これらの展示や体験学習は，地質

情報展開催時だけでなく，博物館関係者に地

質学分野のイベントのよい例として普及した

例も多い．

この取り組みのために，産総研地質調査総

合センターでは，現在，研究者と事務職員が

一体となった事務局が，地質情報展全体の総

括及び企画立案，実行の全てを取り仕切り，

まさに組織として地質情報展に取り組んでい

る．近年では，博物館会場を借用した場合で

も，博物館の展示と比較し遜色のないクォリ

ティを保ち，来場者の興味を引いている．

地質情報展で取り組まれている活動は，地

質学の教育，普及活動として極めて重要であ

り，大きな成果を上げてきた．また，共催し

ている日本地質学会に対しても大きな貢献と

なっている．以上の理由から，地質情報展を

継続して積極的に開催している産総研地質調

査総合センターの功績を日本地質学会として

表彰するものである．

※イラストは地質標本館マスコットのジオ

君．
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日本地球惑星科学連合規約

平成17年５月25日制定

平成17年７月５日改訂

第１章　総則

（名称）

第１条　本団体は，日本地球惑星科学連合（Japan Geoscience

Union）と称する．

第２章　目的及び事業

（目的）

第２条　本団体は，我が国の地球惑星科学コミュニティーを代表し，

国際連携及び社会への情報発信，関連分野の研究発表，情報交換を

通じて，学術の発展に寄与することを目的とする．

（事業）

第３条　本団体は，前条の目的を達成するために次のことを行う．

（1）地球惑星科学コミュニティーに対する国及び社会一般からの諸

要請への対応

（2）地球惑星科学コミュニティーの意見集約，対外的情報発信，教

育及びアウトリーチ

（3）地球惑星科学に関わる国際学協会との連携及び国際プロジェク

トへの対応

（4）地球惑星科学に関わる年次研究発表集会の開催及び国際会議等

の企画・開催

（5）地球惑星科学コミュニティーに共通する諸問題についての検討

と提言

（6）その他，地球惑星科学の総合的発展を図るために必要な諸活動

第３章　加盟学協会

（加盟学協会の要件）

第４条　本団体に加盟する学協会は，以下の要件を満たさなければ

ならない．

（1）地球惑星科学に関連する学術団体であること．

（2）本団体の設立趣旨に賛同する学術団体であること．

（加盟学協会の義務）

第５条　本団体に加盟する学協会は，以下の義務を負う．

（1）本団体を運営する上で必要とされる人材の派遣及び情報の提供

（2）本団体を存続させるために評議会が必要と認めた応分の経済的

負担

（加盟）

第６条　本団体に加盟するためには，評議会の承認を得なければな

らない．

（脱退）

第７条　本団体を脱退するためには，評議会に申し入れなければな

らない．

第４章　組織と役員

（組織）

第８条　本団体を運営するために，評議会，運営会議，及び事務局

を設ける．

（評議会）

第９条　評議会は，本団体の運営方針について審議し，事業内容に

ついて監査する．

第10条　評議会は，各加盟学協会の長からなる評議員と，運営会議

議長及び副議長をもって構成する．

第11条　評議会の議長は評議員の互選により選出する．

第12条　議長の任期は１年とし，再任を認めない．

第13条　議長は評議会を招集する．

第14条　評議会の議決，運営に関する事項については別に定める．

（運営会議）

第15条　運営会議は，本団体の事業を推進し，運営を統括する．

第16条　運営会議は，議長，副議長，及び議員によって構成される．

第17条　運営会議の議長は，本団体を代表し，運営全般を総理する．

第18条　副議長は議長を補佐する．

第19条　議員は，担当する各委員会の委員長，副委員長，及び事務

局長として，運営の実務を行う．

第20条　議長，副議長の任期は２年とし，再任を認めない．

第21条　議員の任期は２年とし，再任を妨げない．

第22条　議長，副議長，議員の候補者の選考は運営会議で行い，評

議会の承認を得る．

第23条　議長は運営会議を招集する．

第24条　運営会議の議決，運営に関する事項については別に定める．

（各委員会）

第25条　運営会議の下に，運営の実務を行う次の常置委員会を置く．

（1）総務委員会

（2）財務委員会

（3）企画委員会

（4）広報・アウトリーチ委員会

（5）大会運営委員会

（6）教育問題検討委員会

（7）国際委員会

第26条　各委員会の業務内容については別に定める．

第27条　各委員会は，委員長，副委員長，及び委員によって構成さ

れる．

第28条　各委員会の委員長，副委員長は，運営会議が選任する．

第29条　各委員会の委員長，副委員長，及び委員の任期は２年とし，

再任を妨げない．

第30条　各委員会の委員は，加盟学協会からの情報提供に基づき，

運営会議が選任する．

（事務局）

第31条　本団体に事務局を置く．

第32条　事務局は，本団体の運営全般に関わる事務を行う．

第33条　事務局に事務局長を置く．
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これまで理事会・評議員会議事録等でご報告してきましたように，地球科学関連学会合同大会に参加してきた学会を中心として，国内外

に向けて我が国の地球惑星科学コミュニティーを代表する組織が必要であるとの認識から，昨年「日本地球惑星科学連合設立準備会」が設

置され，連合設立に向けての議論を進めてまいりました．この間に各学会の意見集約を行い，連合規約も策定され，去る５月25日に連合の

拡大評議会を経て，正式に日本地球惑星科学連合（Japan Geoscience Union, 略称JPGU，６月20日修正決定）が発足いたしました．日本

地質学会は５月22日の第112年総会において，正式に連合への加盟を決定いたしました．今後は連合の組織運営ならびに各委員会への人材

提供などを通じて，連合の目的に沿った活動に参加することになります．連合の目的，事業等は，連合規約第２条および３条にありますの

でご覧ください．連合の今後の活動等につきましては，随時News誌，ホームページなどでお知らせしてまいります．

また，日本地質学会は法人化という大きな目的の早期実現化につとめ，学会本来の活動がさらに活発に進展していくよう，会員各位の連

帯と協力を期待いたしたいと存じます．

日本地質学会　会長　齊藤靖二

日本地球惑星科学連合の設立と加盟について



第34条　事務局長は，運営会議が選任する．

第５章　会計

（経理）

第35条　本団体の運営経費は，第２章第３条に掲げる事業によって

生じる収入をもってあてる．

第36条　本団体の収支決算は，運営会議議長のもとで作成し，評議

会に報告して承認を得なければならない．

第６章　規約の変更

第37条　本規約の変更は，運営会議が提案し，評議会の承認を得て

発効する．

附則

１　この規約は，平成17年５月25日から施行する．

２　第22条及び第30条の規定に関わらず，本団体発足時の運営会議

議長，副議長，各委員会委員長，副委員長及び委員については，日

本地球惑星科学連合設立準備会において選考し，発足時に開催され

る評議会において承認を得るものとする．

３　発足時（平成17年５月25日）の加盟学協会は次の通りである．

（50音順，但し日本を除く）

日本応用地質学会　　　　　　　　日本海洋学会

日本火山学会　　　　　　　　　　日本岩石鉱物鉱床学会

日本気象学会　　　　　　　　　　日本鉱物学会

日本古生物学会　　　　　　　　　資源地質学会

日本情報地質学会　　　　　　　　日本地震学会

日本水文科学会　　　　　　　　　水文・水資源学会

日本雪氷学会　　　　　　　　　　日本測地学会

日本第四紀学会　　　　　　　　　日本地学教育学会

日本地下水学会　　　　　　　　　日本地球化学会

地球電磁気・地球惑星圏学会　　　日本地質学会

日本地理学会　　　　　　　　　　日本粘土学会

日本陸水学会　　　　　　　　　　日本惑星科学会

４　平成17年７月５日現在の加盟学協会は次の通りである．

（50音順，但し日本を除く）

日本応用地質学会　　　　　　　　日本海洋学会

日本火山学会　　　　　　　　　　日本岩石鉱物鉱床学会

日本気象学会　　　　　　　　　　日本鉱物学会

日本古生物学会　　　　　　　　　資源地質学会

日本情報地質学会　　　　　　　　日本地震学会

日本水文科学会　　　　　　　　　水文・水資源学会

日本雪氷学会　　　　　　　　　　日本測地学会

日本堆積学会　　　　　　　　　　日本第四紀学会

日本地学教育学会　　　　　　　　日本地下水学会

日本地球化学会　　　　　　　　　地球電磁気・地球惑星圏学会

日本地質学会　　　　　　　　　　日本地理学会

日本粘土学会　　　　　　　　　　日本陸水学会

日本惑星科学会
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会場　千葉大学海洋バイオシステム研究セン

ター　小湊実験場

☆理科教師対象見学旅行「巨椋池干
拓地と南山城の天井川を訪ねて」
８月28日（日）（雨天決行）

問い合わせ・申し込み先：日本地質学会地学

教育委員会　府川宗雄

詳細は，京都大会HP

http://geosociety.jp/2005kyoto-HP/kyoto-

index.html

○日本地すべり学会第44回研究発表
会・現地見学会
８月29日（月）～９月１日（木）

会場　長崎県佐世保市

http://japan.landslide-soc.org/

月　September
○古地磁気・岩石磁気サマースクー
ル
９月１日（木）～３日（土）（２泊３日）

会場　産業技術総合研究所第７事業所（旧地

質調査所）第２会議室

http://unit .a ist .go . jp/igg/rg/pgd-rg/

pmag2005/pmag2005.html

☆日本地質学会第112年学術大会
９月18日（日）～20日（火）

会場　京都大学

http://www.geosociety.jp/

○日本地理学会2005年度秋季学術大
会
９月17日（土）～９月19日（月）

会場：茨城大学（水戸キャンパス）

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

9

2005.7～

地球科学分野に関する研究会，学会，国

際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開

催場所をご案内致します．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

☆印は，日本地質学会行事．

月　July
○第40回地盤工学研究発表会
７月28日（木）～８月８日（火）

会場　科学技術館（東京都千代田区北の丸公

園)

「青少年のための科学の祭典」事務局

03-3212-8447

http://www.kagakunosaiten.jp/

月　August
○地学団体研究会第59回総会
日時　８月５日（金）～８日（月）

会場　静岡市東部勤労福祉センター　清水テ

ルサ

http://www.dino.or.jp/nature/chidanken/sh

imizu.html

○日本地学教育学会第59回全国大会
８月６日（土）～９日（火）

会場　茨城大学

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsese/index.htm

○堆積学スクールOTB2005「山から
海へ：侵食・堆積地形のダイナミク
ス」
８月６日（土）午後～８月９日（火）午前ま

で

8

7

○平成17年度資源・素材関係学協会
合同秋季大会
９月25日（日）～９月27日（火）

会場：室蘭工業大学（室蘭市水元町27-1）

http://www.muroran-it.ac.jp/ait/shigen2005

/shigen2005.html

月　October
○First International Symposium on
Geological Anatomy of East and
South Asia（IGCP 516）
10月10日（月）～17日（月）

会場　筑波大学

http://staff.aist.go.jp/hara-hide/igcp516

○日本地下水学会2005年秋季講演会
10月20日（木）～22日（土）

会場　青森県水産ビル（青森市）

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

○石油技術協会2005年秋季講演会
10月21日（金）

場所　国立オリンピック記念青少年センター

http://www.japt.org/

2005年度日本地震学会秋季大会
10月19日（水）～21日（金）

場所　北海道大学(クラーク会館、学術交流

会館)

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

○日本応用地質学会平成17年度研究
発表会
10月27日（木）～28日（金）

会場　愛知厚生年金会館（名古屋市千種区池

下町2-63）

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jseg/
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FAX，ハガキまたはメールに①参加者氏

名（フリガナ），②会員・非会員の別，③会

員の場合は会員番号，④連絡先（所属団体名，

住所及び電話・FAX番号）をご記入の上，

下記までお申し込み下さい．参加を受け付け

た方には参加証（ハガキ）を送付します．

プログラム

10：00－10：50 都市の飲料水　

国立保健医療科学院　浅見真理

11：00－11：50 都市の静脈：下水道　

京都大学大学院工学研究科　田中宏明

13：00－13：50 市民参加と川づくり

九州大学大学院工学研究院　島谷幸宏

14：00－14：50 都市の雨と河川・湖沼・海

立命館大学理工学部　山田　淳

15：00－15：50 都市の水環境中の微量化学

物質─医薬品を例に─

（独）国立環境研究所　岩根泰三

※講師の都合等で内容に一部変更のある場合

があります．

申込み・問合せ先：

（社）日本水環境学会 市民セミナー係

〒135-0006 東京都江東区常盤2-9-7

グリーンプラザ深川常盤201号

E-mail: tamura@jswe.or.jp

Tel.03－3632－5351  Fax.03－3632－5352

沖縄協会主催，沖縄研究奨励賞の本年度の

応募受付を７月15日から開始します．

沖縄研究奨励賞は，沖縄の地域振興及び学

術振興に貢献する人材を発掘し，育成するこ

とを目的としています．

本奨励賞は，沖縄を対象とした将来性豊か

な優れた研究（自然科学，人文科学又は社会

科学）を行っている新進研究者（又はグルー

プ）の中から，受賞者３名以内を選考し，奨

励賞として本賞並びに副賞として研究助成金

50万円を贈り表彰するものです．

応募資格は，学会，研究機関若しくは実績

のある研究者から推薦を受けた50歳以下（７

月15日現在）の方で，出身地及び国籍は問い

ません．

●応募方法

１）所定の「沖縄研究奨励賞推薦応募用紙」

に所要事項を記入し，

２）研究成果物（論文3点以内，著書がある

場合は１冊），

３）提出する研究成果物の要旨（A４判横書

主催 （財）東レ科学振興会

後援（予定） 日本物理学会，日本天文学会，

朝日新聞ほか

日時　2005年９月22日（木）

会場　16時30分　　開演　17時00分

場所　有楽町朝日ホール（千代田区有楽町2-

5-1 有楽町マリオン11階）

テーマ　宇宙の謎に挑む

１．太陽系外に惑星を探す

－宇宙に生命を求めて－

自然科学研究機構国立天文台助教授

田村元秀

２．宇宙の誕生と進化

－現代物理学の描く創世記－

東京大学大学院理学系研究科教授

佐藤勝彦

その他　入場無料・予約なし（定員630名）

問い合わせ先　（財）東レ科学振興会

279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1 

Tel : 047-350-6103 Fax : 047-350-6082

E-mail JDP00117@nifty.ne.jp

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

「都市生活と水　―快適さの舞台裏─」

人が都市に居住するようになり，限られた

場所で集中的に水を使い，排出するようにな

りました．また，人が便利で清潔で快適な生

活を送った結果として，環境中には様々なも

のが排出されています．

都市に生活する一人として，自らの生活が

どのように支えられ，逆に環境に影響を与え

ているか，水に関するものを中心に学びたく，

また知ってもらいたく，このセミナーを企画

しました．本セミナーは以上の内容を判りや

すく解説するもので，多くの方のご参加をお

待ちしております．

主　催：社団法人日本水環境学会

期　日：2005年８月26日（金）

10：00～16：00

場　所：品川区立総合区民会館「きゅりあん」

７階イベントホール

（http://www.shinagawa-culture.

or.jp/curian/index.html）

参加費：無　料・250名（先着順）

申込方法：

第14回日本水環境学会市民セミ
ナーのご案内

き各1,000字以内），

４）研究業績リスト（著書，論文等30点以内．

A４判横書き）

を添えて郵送により提出していただきます．

●応募期間

平成17年７月15日（金）～９月30日（金）（消

印有効）

●受賞者発表

平成17年12月10日頃

推薦応募用紙のご請求は，ＦＡＸまたはE-

mailでの推薦応募用紙のご請求は，件名に

「沖縄研究奨励賞応募用紙希望」とご記入の

上，メッセージの本文に「郵便番号」「ご住

所」「ご氏名」（推薦応募用紙の送り先です．）

を明記して下さい．

応募書類の送付先およびお問い合わせ先

（財）沖縄協会「沖罠研究奨励賞」担当　山

岸貴生

〒100-0013 東京都千代田区3-6-15

グローリアビル７Ｆ

TEL：03-3580-0641 FAX：03-3597-5854

fvgm0090@mb.infoweb.ne.jp

http://homepage3.nifty.com/okinawakyouka

i/

各賞とも推薦を希望される方は，９月20日

までに学会事務局までお申し込み下さい．

○東レ科学技術賞

１．候補者の対象

（1）学術上の業績が顕著なもの

（2）学術上重要な発見をしたもの

（3）重要な発明をして，その効果が大きいも

の

（4）技術上重要な問題を解決して，技術の進

歩に大きく貢献したもの

２．科学技術賞　１件につき，賞状，金メダ

ルおよび賞金500万円（２件前後の予定）

３．推薦者　当会指定の学協会の代表者

４．候補者推薦件数　１学協会から２件以内

５．推薦手続　所定の推薦書用紙に選考に必

要な事項を正確に記載し，関係学協会あて

１部提出して下さい．

６．推薦締切期日　東レ科学振興会への締切

は，平成17年10月７日（金）必着

○東レ科学技術研究助成

１．候補者の対象

国内の研究機関において自らのアイディ

アで萌芽的基礎研究に従事しており，今後

の研究の成果が科学技術の進歩，発展に貢

献するところが大きいと考えられる若手研

究者（原則として推薦時45才以下）従来の

研究の多くが海外で行われていても差し支

平成17年度東レ科学技術賞およ
び東レ科学技術研究助成の候補
者募集
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第55回科学講演会

ご案内

本会以外の学会およ

び研究会・委員会よ

りの催し物のご案内

を掲載します．

各賞・
研究助成

日本地質学会に寄せられ

た候補者の推薦依頼をご

案内いたします．推薦ご

希望の方は締切日半月前

までに，理事会までお申

し込み下さい．

平成17年度（第27回）沖縄研
究奨励賞



平成19年度を目処に，本学本部に置かれた

先導科学研究科の従来の２専攻を統合再編し

て，一つの大専攻とする計画です．当該新専

攻の立ち上げに積極的な役割を果たし，強い

責任感と熱意を持って博士課程の教育に当た

る専任教員の募集を下記により行います．今

回の選考結果にしたがって，秋にも若干名の

追加人事が行われる可能性があります．なお，

現在，葉山本部の全研究者が所属する葉山高

等研究センターには９名の専任教員が在籍し

ており，今回の一連の人事で新たなメンバー

を加えて，計15名程度の当該研究科を担当す

る専任教員の陣容を整える構想です．本学及

び先導科学研究科，新専攻の概要並びに葉山

高等研究センターについては http://www.

soken.ac.jp/を参照のこと．

１．職種・人数：教授または助教授を数名

（上記参照），待遇は本学制度に拠る．

２．分野：生命共生体科学：科学技術社会論

までの全領域を含む．

３．勤務地：神奈川県三浦郡葉山町「湘南国

際村」総合研究大学院大学本部

４．応募資格：博士の学位を有し，チームワ

ークのできる方（国籍は問わない．）

５．応募方法：自薦または他薦（他薦の場合

には本人の了解のあること．）

６．選考方法：書類選考，必要に応じ面接審

査

７．公募締切：2005年９月２日（金）

８．着任時期：決定後できるだけ早く．

９．応募書類：（1）履歴書（2）業績説明書

（学生教育歴，研究歴，その他の活動歴，

論文・著書一覧，等）（3）先導研教育につ

いての抱負説明書（自薦）または期待説明

書（他薦）（4）推薦者以外からの推薦書２

通以内（5）教育研究指導領域（複数可），

応募職種（教授または助教授のいずれか），

着任可能時期，その他，選考上予め知って

おくべき制約条件・要望等（A４一枚以内）

（6）連絡先：氏名，住所，電話番号，Fax,

e-mail アドレス（7）主要論文または主

要著書概要のコピーの添付（２部以下）：

（提出書類は和文または英文に限る．）

◎上記応募書類のできるだけ多くをファイ

ルとして納めたCDを同封のこと．

◎応募書類は書留郵便で，「先導研応募」

と封筒の表に朱書きのこと．

10．送付先：240-0193三浦郡葉山町「湘南国

えありません．

２．研究助成金　総額１億３千万円．１件３

千万円程度まで10件程度とします．

３．推薦者　当会指定の学協会の代表者

４．候補者推薦件数　１学協会から２件以内

５．推薦手続　所定の推薦書用紙に選考に必

要な事項を正確に記載し，関係学協会あて

１部提出して下さい．

６．推薦締切期日　東レ科学振興会への締切

は，平成17年10月７日（金）必着

各推薦要旨は，ホームページからもダウン

ロードできます．

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

財団法人東レ科学振興会

〒279-8555 千葉県浦安市美浜一丁目８番１

号（東レビル）

TEL（047）350-6103・6104

FAX（047）350-6082

E-mail JDP00117@nifty.ne.jp

朝日新聞文化財団より，2005年度「朝日賞」

候補者推薦の依頼がありました．朝日新聞文

化財団は，朝日新聞社が文化活動支援を公益

的な立場から行うため，1992年に設立され，

朝日賞の受賞事業を継承しております．この

賞は，1929年（昭和４年）に朝日新聞社が，

創立50周年を記念して創設したもので，人文

や自然科学など，我が国のさまざまな分野に

おいて，傑出した業績をあげ，文化・社会の

発展，向上に多大な貢献をされた個人または

団体に贈られています．

推薦書は８月31日（水）までに，所定様式

送付となりますので，推薦を希望される方は

８月15日（月）までに，理事会宛にご連絡下

さい．

問い合わせ先：

朝日新聞社文化企画局文化メセナ・スポーツ

部「朝日賞」係

〒104-8001 東京都中央区築地5-3-2

TEL（直通）03-5540-7453

FAX 03-3541-8999

「朝日賞」候補者推薦依頼のお
知らせ

際村」，総合研究大学院大学長　小平桂一

11．問い合わせ先：教育研究担当副学長　高

畑尚之　電話046-858-1512

◎提出された応募書類は返却しませんが，

当該選考の資料とする以外には使用しま

せん．人事結果は決定し次第，本学ホー

ムページ上で公表します．

公募人員：助教授１名

専門分野：鉱物-水反応，岩石-水相互作用，

土壌・地質汚染と修復，廃棄物地層処分，

天然および人工資源の評価・利用など環境

地質学に関する専門分野

担当講義：大学院では「環境プロセス鉱物学

特 論 」 等 ， 同 英 語 コ ー ス で は

「Environmental Geology」等，工学部で

は環境社会工学科の「応用地質学」等と工

学基礎に関する講義・演習を担当する．

応募資格：上記の専門分野に関して十分な研

究指導能力があり，担当講義等を担当でき，

学生の教育に熱心な方

任用予定：平成18年４月１日

提出書類：（詳細は下記問い合わせ先へ，ま

たはホームページ参照）

（1）履歴書，（2）研究業績に関する書類，

（3）教育実績に関する書類，（4）代表的論

文５編の別刷，（5）今後の研究計画・教育

活動に関する展望と抱負（2000字程度），

（6）応募者について参考意見を伺える方２

名の氏名・連絡先

公募締切：平成17年９月30日（金）必着

応募書類送付先および問合せ先：

〒060-8628 札幌市北区北13条西８丁目

北海道大学工学研究科・環境循環システム専

攻　米田哲朗

（書留で郵送願います．応募書類は原則とし

て返却しませんが，選考委員会が責任を持っ

て処分いたします．）

Tel：011-706-6323，

電子メール：yonet@eng.hokudai.ac.jp

注）提出書類書式など本公募の詳細は北大工

学部ホームページをご参照ください

（http://www.eng.hokudai.ac.jp/graduate/）．

１．公募人員：助教授　1名

２．所属：地球環境科学研究院地球圏科学部

門陸域環境ダイナミクス分野

３．教育担当：大学院環境科学院環境起学専

攻課題「共生システム創成」

４．専門分野：フィールドワークに基づき，

陸域における環境の変動を中心とし，それ

北海道大学大学院地球環境科学
研究院助教授公募

北海道大学大学院工学研究科環
境循環システム専攻地圏循環工
学講座（環境地質学研究室）教
員公募
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総合研究大学院大学先導科学研
究科教員公募

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



７．任用時期：決定後できるだけ早い時期

８．応募書類の送付先：

〒060-0810札幌市北区北10条西５丁目

北海道大学　大学院地球環境科学研究院　研

究院長

（注）郵送の場合は，書留で封筒表面に「教

員応募」と朱書すること．

９．問い合わせ先：

〒060-0810札幌市北区北10条西5丁目

北海道大学大学院地球環境科学研究院

地球圏科学部門陸域環境ダイナミクス分野

平川一臣

Tel/Fax:011-706-2210/2223，

E-mail: hkazu@ees.hokudai.ac.jp

が人間活動や生態系に与える影響にも関係

する研究，教育を遂行していただける方を

希望します．

５．提出書類：

（1）履歴書

（2）研究業績目録（原著論文，著書・総説・

解説，その他に分類して下さい）

（3）主要論文の別刷またはコピー（５編）

（4）現在までの研究の概要（1500字程度）

（5）今後の研究・教育に対する抱負（1500字

程度）

（6）意見を求めることのできる方２名の氏名

と連絡先

６．公募締切：平成17年9月30日必着

10．その他：本研究院では平成14年度より21

世紀COE「生態地球圏システム劇変の予

測と回避」の拠点形成研究を実施しており

ます．本公募の教員は，環境科学院におい

て地球圏科学専攻　陸圏環境科学コースの

教育を兼務していただくことになります．

研究院及び学院に関してはホームページ

http://www.ees.hokudai.ac.jpをご参照く

ださい．

北海道大学では全教員で全学教育（教養教育）

を担当することになっておりますので，ご協

力をお願いいたします．
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５）欠員に基づくIGCP科学理事会理事候補

として，WG１（層序関係）岡田博有，WG

２（第四紀関係）町田　洋，WG４（構造関

係）吉田　勝の４氏を国内委員会から科学理

事会に推薦した．

６）平成17.2.7～11に開催された平成17年ユ

ネスコ本部理事会において，新しいIGCP

Project提案の審査が行われ，結果は18の提

案に対して10が承認され，６が再提出，２が

rejectされた．日本国内委員会から推薦した

久田健一郎氏（筑波大）提案のIGCP－411の

後継プロジェクト“Geological Anatomy of

East & South Asia”は承認された（IGCP-

516）．

７）京都大学斜面災害研究センターは，

UNITWIN/UNESCO Chairs Programmeを

推進しているが，今後国内委員会の協力を得

ながら，ユネスコ・センターを目指す．

２．IGCP本部

第33回IGCP理事会は平成17年２月７日～

11日にパリのユネスコ本部で開催され，各プ

ロジェクトの活動の評価，各国内委員会報告

の検討，新しいIGCPプロジェクトの採択等

が行なわれた．日本からは田崎和江理事のほ

か波田幹事が参加した．また，以下のような

理事会の新しい動向が明らかにされた．

１）ユネスコから提案されたDivision of

Earth Sciencesを再編してDivision of

Ecological and Earth Sciencesとすると共

に，disaster reduction関係をDivision of

Basic & Engineering Sciencesに移すこと，

それに関連してIGCPに対する予算が削減さ

れること等に対するユネスコIGCP理事会や

IUGSの対応，及び，IGCP理事会としての声

明文の作成や今後の対応について，また，ユ

ネスコは今後「水問題」，「自然災害軽減」及

び「全ての人への教育」を最重要課題とする

方針である．

２）新しいDivis ionのDirectorはMr.N .

Ishwaranが，IGCP SecretaryにはMr. R.

Missottenが，IGCP Chair personにはProf.

S. Muhongo（タンザニア）が就任した．

３）Geogical Heritage-Meeting of the

１．IGCP国内委員会（国際学術協力事業研

連IGCP専門委・小委）

平成16年度は第19期第２回を平成16年６月

17日，第３回を平成16年９月24日及び第19期

第４回を平成17年２月25日にと，計３回の委

員会を日本学術会議で開催した．審議・決

定・実施された主な事項について以下に報告

する．

１）日本国内委員会の活動報告書として，

“Japan Contribution to the IGCP”（A４版，

10頁）及び「日本IGCP活動報告2004」（A４

版，39頁）を平成17年１月と２月に刊行し

内・外の関係方面に配付した．また，平成16

年度の日本IGCP国内委員会活動報告をユネ

スコ本部に提出した．

２）IGCPの名称がIGCP （International

Geoscience Programme）に変更されたこと

に伴って継続審議事項であった日本語訳につ

いて審議した結果，「地質科学国際研究計画」

とすることに決定した．また，この名称変更

を日本学術会議に提出し承認された．

３）国際惑星地球年対応日本実行委に，波田

幹事及び田崎IGCP理事が副会長として参加

することとなった．それに関連して，IGCP

国内委として実施計画にGeopark関連の展示

などを提案することが承認された．

４）地球環境研連の中野政詩委員長から国際

協同研究計画推進のための施策，特に国際事

務局を日本に誘致することに関する提案，及

び，「持続可能な社会のための科学と技術に

関する国際会議2004―アジアの巨大都市と地

球の持続可能性―」の企画への協力依頼があ

ったことから，IGCP国内委として協力して

いくことを確認した．

'Advisory of Experts' for the UNESCO

Network for National Geoparksでは，既に

Geoparksをスタートさせている国々から

種々の形態の活動状況が報告され，今後につ

いても活発な議論がなされた．

なお，上記のユネスコの新しい動向に関

わって，日本IGCP国内委員会として文部科

学省に出向き，IGCP理事会の声明文等につ

いて理解を求めることとした．

３．IGCP国内委員会

委員長　土　隆一

幹　事　波田重煕（411，ユネスコ国内委）

委　員

脇田浩二（411） 平野弘道（434）

小山内康人（440） M. Santosh（450）

沓掛俊夫（453） 上原克人（464）

斎藤文紀（475） 多田隆治（476）

後藤仁敏（491） 村尾　智（産総研）

本吉洋一（極地研）

４．現在日本がLeadershipをとっているプ

ロジェクト

No.411 Geodynamics of Godwanaland-

derived Terranes in E and S Asia（1998-

2003）

Co-Leader：波田重煕

No.434 Land-Ocean Interactions during

Cretaceous（1999-2004）

Leader：平野弘道

No.475 Deltas in the Monsoon Asia-Pacific

Region（DeltaMAP）（2003-2007）

Co-Leader: 斎藤文紀

No. 476 Monsoon Evolution and Tectonics-

Climate Linkage in Asia

（2003-2007）

Co-Leader: 多田隆治

５．現在日本で活動しているプロジェクト

No.411: 上掲

No.434: 上掲

No.440: Rodinia Assembly and Breakup

（1999-2003）

Representative：小山内康人
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No.453：「新旧変動帯の比較研究」

ウラルで会議が開かれたが，日本からは参

加がなく詳細は未詳．

No.464：「最終氷期における大陸棚の研究」

日本ワーキング・グループのメンバーは，

主にアジア太平洋地域の陸棚域を対象に調

査・研究を実施した．2004年年会はローマ

で開催されたが，日本からの参加者はなか

った．

No.475：「モンスーンアジア太平洋地域のデ

ルタ」

昨年8月にイタリアで開催された第32回

IGCでは，General Session“Coastal and

Deltaic Depositional Systems”を共催し

た．また，本年１月ベトナムホーチミン市

で，IGCP-475第３回年会をAPN「アジア

の大規模デルタ」第２回年会，CCOP

DelSEA第１回会合の合同会議として，ヴ

ェトナム科学技術院，地質情報研究部門，

新潟大の共催で実施し，23ヶ国から103名

が参加した．

No.476：「アジアにおけるモンスーンの発達

と構造運動―気候変動のリンケージ」

昨年６月上海でIGCP-476の第２回の国際

シンポジウムを開催し，巡検は国際地形学

連合に合流して実施した．また，９月に開

催された日本地質学会年会において，シン

ポジウム「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」特別セッシ

ョンとして開催した．

No.491：「古生代中期の脊椎動物生物地理・

古地理・気候」

本年７月群馬県立自然史博物館で企画展

「海の王者・サメ」が開催され，IGCP-491

のメンバーが協力した．また，IGCP-491

の会合は，昨年８月St. Petersburgで，6th

Baltic Stratigraphic Conferenceとの共催

で開催された．また，関連する会合として，

８月にスペインで“Fourth International

Meeting in Mesozoic Fishes”が開催され

た．国内の活動としては，「サメの歯化石

だより」No.32が発行され，IGCP-491のメ

ンバーの活動がまとめられている．

７．産総研国際地質協力室の活動

１）３月17日，フィリピンのバギオ市におい

て，産総研地圏資源環研究部門，フィリピン

大学，フィリピン鉱山地球科学局が合同で，

スモールスケールマイニングの起業に関する

現地シンポジウム「 I n t e r n a t i o n a l

Symposium on the Diversity of Mining and

Sustainable Local Development: A Meeting

to Study the Business Practices of Small-

Scale Gold Mining in Benguet, Philippines」

を開催した．

２）つくばにおけるCCOP年次総会の準備を

進め，組織委員会を作った．委員長は産総研

副理事長の小玉喜三郎である．また，産総研

は関係者に会場でのポスター発表を呼びかけ

た．総会は無事終了した．

３）産総研とCCOPの契約によるプロジェク

No.450: Proterozoic Sediment-hosted Base

Metal Deposits of Western 

Gondwana（2000-2004）

Representative：M. Santosh

No.453: Uniformitarianism Revisited:

Comparison Between Modern and 

Ancient Orogens（2000-2004）

Representative：沓掛俊夫

No.464: Continental Shelves during the Last

Glacial Cycle: Knowledge and 

Application（2001-2005）

Representative：上原克人

No.467: Triassic Time and Trans-

Panthalassan Correlations（2002-2006）

Representative：石田啓祐

No.475 上掲

No.476 上掲

No.491 Middle Palaeozoic Vertebrate

Biogeography, Palaeogeography and 

Climate （2003-2007）

Representative：後藤仁敏

６．2003年（平成15年）度の日本の活動

No.411:「東・南アジアにおけるゴンドワナ

ランド起源テレーンのジオダイナミクス」

１年延長した活動期間も終了したが，昨年

11/13-15に高知大学で “International

Symposium and Field Workshop on

Gondwana Evolution and Dispersal”を国

際ゴンドワナ研究連合，横浜大，静岡大，

高知大との協賛で開催した．最終報告書

（2002年にタイで開催された第４回国際シ

ンポジウムの成果）はJour. Asian Earth

Sci.の特集号として，本年３月に出版され

た．なお，久田氏（筑波大）が提案した

411の後継プロジェクトが，本年２月の

IGCP理事会で承認され，スタートした．

No.434：「白亜紀の炭素循環及び生物多様性

の変動」

O.E.T.を申請して一年延長した活動も終了

したが，昨年11月にヴェトナムで最終（第

６回）の国際シンポジウムと巡検を開催し

た．また，第３回国際シンポジウム（中国）

及び第４回国際シンポジウム（ロシア）の

論文集の出版（進行中）が残されている．

後継プロジェクトをソウル大のYong Il

Lee教授が「白亜紀の気候」をテーマとし

て申請したが承認されなかったので，本年

再度申請の予定である．

No. 440：「ロディニアの集合と分裂」

昨年11月13～15日にIGCP411，450と共に

高知大学で国際シンポジウム「ゴンドワナ

大陸の発展と分裂」を共催した．また，本

年度は，国内メンバーによるIGCP-440に

関する海外調査が多数実施され，特にイン

ド，ヴェトナム，マダガスカルで多大な成

果を得た．

No.450：「西ゴンドワナの堆積性非金属鉱床」

昨年11月13～15日にIGCP411，440と共に

高知大学で国際シンポジウム「ゴンドワナ

大陸の発展と分裂」を共催した．

トがスタートした．プロジェトは以下の通り．

I. Field Workshop for Volcanic Hazard

Mitigation

II. Integrated Geological Assessment for

Deltas in Southeast and East Asia

III. Groundwater Assessment along Great

River Basin for Southeast and East

Asia

IV. Geoscience Asian Information

Network （GAIN）

V. Japan-Thailand Joint Seminor

４）CCOPにおいてGOPPのトレーニングが

行われ産総研から職員が参加した．GOPP

（Goal oriented Project Planning）はプロジ

ェクトの計画を関係者全ての参加を得なが

ら，透明性，公平さをもって行う手法で，

JICAのPCMに似たものである．CCOPは地

球科学を核としながらも，社会とのインタフ

ェイス機能を充実させようとしており，今回

のトレーニング開催となったものである．

５）中国地質調査局が「北東アジア地質調査

連合体」構想を持っており，産総研にも参加

を呼びかけてたが，態度を保留した．

６）国際地球惑星年の議論が関係者の間で進

んでいるが，産総研としては事務局を引き受

けるなど，できる限りの協力をする予定であ

る．

８．国立極地研究所の・国際研究協力活動

１）第47次（2005―2006），第48次（2006―

2007）の２シーズンにわたり，昭和基地周辺

において２機のドイツの航空機を用いた観測

を実施する予定で，その準備会議を３月に国

立極地研究所で開催した．地学の観測として，

航空重力，航空磁気，氷厚測定を行い，地殻

構造を探査する．

９．新しいプロジェクト

平成17年２月７日～11日まで，パリのユネ

スコ本部で開かれた第33回IGCP理事会にお

いて，提案された20件のうち，以下の15件が

本年から新しく発足するプロジェクトとして

採択された．テーマ略称（期間），連絡先は

以下の通り：

IGCP－506: Marine and Non-marine

Jurassic: Global correlation and major

geological events（2005-2006）. Prof. Dr. J.

Sha, Nanjing Inst. Geol. Palaeont., Chinese

Acad. Sci., Nanjing 210008, P. R. China. E-

mail: jgsha@nigpas.ac.cn

IGCP－508: Volcano Collapse and Fault

Activity - "Young Scientists Project"

（2005-2007）. Dr. I. Alejandro Petrinovic,

Leon Gieco 405 4401, Vaqueros, Salta,

Argentina. E-mail: petrino@unsa.edu.ar

IGCP－509: Palaeoproterozoic Supercon-

tinents and Global Evolution（2005-2009）.

Dr. S. M. Reddy, Dept. Appl. Geol., Curtin

Univ. Tech., GPO Box U1987 Perth, WA

6845, Australia. 

E-mail: S.Reddy@curtin.edu.au
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Univ. di Ferrara, Corso Ercole I D'este,

32, 44100 Ferrara, Italy. 

E-mail: g23@dns.unife.it

IGCP－516: Geological Anatomy of East and

South East Asia（2005-2009）. 

Dr. K. Hisada, Div. Earth Evol. Sci., Grad.

School of Life & Env. Sci., Univ. Tsukuba.

Tennodai 1-1-1, Tsukuba, Ibaraki 305-

8572, Japan. 

E-mail: hisadak@kyouiku.tsukuba.ac.jp

IGCP－518: Fluvial Sequences as Evidence

for Landscape and Climatic Evolution in

the Late Cenozoic（2005-2009）. Dr. D.

Bridgland, Dept. Geog., Univ. Durham,

South Road, Durham DH1 3LE, U.K. E-

mail: D.R.Bridgland@durham.ac.uk

IGCP－519: Hydrogeology, Hydro－

chemistry and Management of Coastal

Aquifers on the Atlantic Coast of South

America（2005）. Dr. E. Bocanegra, Casilla

de Correo 722 -（7600）, Mar del Plata,

Argentina. 

E-mail: ebocaneg@mdp.edu.ar

IGCP－ 521: Black Sea Mediterranean

Corridor during the last 30 ky: Sea Level

Change and Human Adaptation（2005-

2009）. Prof. Dr. V. Yanko－H., Avalon

Inst. Appl. Sci., Charleswood Technol.

Centre, 3227 Roblin Blvd, Winnipeg MB

R3R 0C2, Canada. 

E-mail: valyan@avalon-institute.org

IGCP－522: Dawn of the Danian（2005-

2009）. Dr. J. D. Stilwell, Principal Res.

IGCP－510: A-type Granites and Related

Rocks, their Mineralization, and

Significance in Lithospheric Evolution

（2005-2009）. Prof. O. T. R_m_, Dept. Geol.,

P.O. Box 64,  FI-00014 Univ. Helsinki,

Finland. 

E-mail: tapani.ramo@helsinki.fi

IGCP－511: Submarine Mass Movements

and their Consequences （2005-2009）.

Dr. J. Locat, Dept. Geol. & Geol. Engineer.,

Laval Univ., Qu_bec, Qc, Canada, G1K

7P4. E-mail: locat@ggl.ulaval.ca

IGCP－ 512: Neoproterozoic Ice Ages

（2005-2009）. Dr. G. Shields, School Earth

Sci. , James Cook Univ., Townsville,

Queensland 4811, Australia. 

E-mail: graham.shields@jcu.edu.au

IGCP－513: Karst Aquifers and Water

Resources（ 2005）. Dr. Ch. Groves,

Hoffman Env. Res. Inst., Dept. Geog. Geol.,

W. Kentucky Univ., Bowling Green,

Kentucky 42101, USA. 

E-mail: chris.groves@wku.edu

IGCP－514: Fluvial Palaeosystems: Evolu-

tion and Mineral Deposits（2005-2009）.

Prof. Nat. Patyk-Kara, Inst. Geol. Ore

Deposits, Petrog., Miner. & Geochem.

（IGEM）of Russian Acad. Sci. , Sta-

romonetny per., 35, Moscow 119017,

Russia. E-mail: pkara@igem.ru

IGCP－515: Coastal Vulnerability related to

Sea Level Change（2005-2009）. 

Prof. Dr. U. Simeoni, Dipart. Sci. della Terra,

Fellow, Palaeont., School of Geosci. ,

Monash Univ., Clayton VIC 3800,

Australia. 

E-mail: Jeffrey.Stilwell@sci.monash.edu.au

IGCP－ 523: GROWNET-Gobal Ground

Water Network（2005）. Dr. S. D. Limaye,

Ground Water Inst., 2050 Sadashiv Peth,

Pune 411 030, India. 

E-mail: limaye@vsnl.com

以上の結果，現行のプロジェクトは，O.E.T.

（期間延長）の1を含めて計48となる．新しい

プロジェクトに参加しておられる方，および，

参加を希望される方はご連絡下さい．

また，新しいプロジェクトを提案したいと

思っている方もぜひご連絡下さい．提案様式

は日本IGCP活動報告2004（本年2月刊）に掲

載されています．今年の提出期限は10月初旬

で，推薦のための国内委員会は9月に開かれ

る予定です．

10．御質問等は，下記にお寄せ下さい．

委員長　土　隆一

〒422-8035 静岡市宮竹1-9-24

土研究事務所

電話：054-238-3240 Fax：054-238-3241

E-mail: rtsuchi＠mvi.biglobe.ne.jp

幹　事　波田重煕　

〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山2-1

神戸女子大学大学文学部

電話：078-737-2097 Fax: 078-732-5161

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

（文責　土　隆一・波田重煕）
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京都大会ニュース

ポスター会場に“緊急展示コーナー”開設

一般発表等飲もう仕込みが７月８日に締め切られ，発表件数はシンポジウムも含めて668件に達しました．ご協力ありがとうござい

ました．昨年同様，学会のアクティビティを広く社会に紹介するとともに，ホットなテーマについて学会内外で議論する場を提供する

ために，災害報告や，社会的に影響のある新事実紹介などの“緊急展示コーナー”を設けます．展示を希望する方は，以下の内容を様

式自由で結構ですから京都大会実行委員会にご連絡下さい．

締切は，とりあえず８月末日といたします．ただし例外的な事例が生じた場合はこの限りではありません．

１）テーマと内容概説　２）緊急展示の必要性　３）発表者ならびに代表者，４）代表者連絡方法，５）希望枚数（１枚：90×210cm）

６）展示に関わる要望

準備委員会は行事委員会と協議し，可否の判断を致します．希望にできるだけ応えるようにしたいと思いますが，展示方法等につい

ては準備委員会の指示に従ってください．

申込・問い合わせ先：京都大会実行委員会　

FAX：075-753-4166

Mail：yamaji@kueps.kyoto-u.ac.jp

（日本地質学会行事委員会・京都大会実行委員会）



地質学が現場で真に必要であることが良く記

述されているのが本書の最大の特徴である．

本書の特徴は，３点にまとめられる．一つは

地盤工学技術者にとって必要な地質学の基本

的な事項が解説されている．二つ目は地盤工

学・建設工学分野の技術者約50名にアンケー

ト調査をして，その結果を踏まえた構成と記

述をしていることである．具体的には，お客

様である読者のニーズを反映させて，関連す

る本文中のコラムに基礎知識の解説を加え，

お客様満足の視点を強く意識している．三つ

目は，「地質のテーマ×施工のテーマのマト

リックス」を作成し，地質学の記述目次の内

容を知りたいときには，これをみれば本書の

どこに載っているかが容易にわかるように工

夫されていることである．著者らはこれを使

い，常に記述のねらいを明確にしながら執筆

したとのことである．そのため，記述は地盤

工学技術者向けにわかりやすいことが徹底さ

れている．

第１章「総説」は，現場に従事してきた豊

富な経験から「地質学的なものの見方」と

「地質情報」及びマクロからミクロへとステ

ップを踏む調査の必要性を解説している．ペ

ージ数は15ページと少ないが地質学として重

要な事項が平易にまとめられている．

第２章「日本の地盤の成り立ち」は，地盤

工学の現場で使用している硬岩・軟岩・未固

結堆積物がどのようにして形成され，どのよ

うな特性を持つのかが解説されている．硬岩

形成期（付加体の形成期），軟岩形成期（日

本海の拡大期），未固結堆積物の形成期（海

面変動）の３つのステージに分けている．こ

の解説は地盤という視点を基本にしているた

め，難解さを感じさせずに読みきることがで

きる．地盤の形成プロセスの理解，土と岩

石・岩盤の分類，マスムーブメント，地下水

の説明がなされ，本書で扱っている施工事例

がどの地盤特性に該当するかも一覧表でまと

めている．執筆者の苦労が伺われる章である．

第３章「トンネルの施工と地質」は，施工

に伴って様々な現象のうち，①切羽の崩落・

崩壊，②支保工の変形と押出し，③突発的な

湧水，④大量湧水について，地質との関係が

事例に基づいて解説されている．12のトンネ

ル施工事例が掲載されており，硬岩，堆積軟

岩，未固結の火山噴出物での現象が盛り込ま

れている．地質が土木工事に与える影響の大

きさが実感でき，安全管理と事故未然防止の

ために地質調査が役立っていることがわか

る．豊富な事例が特徴である．

第４章「建設工事と地すべり」は，地すべ

りの概要説明から地すべりの発生原因とし

て，地下水の影響，切土によるもの，トンネ

ル施工によるものの事例が紹介されている．

これに計画段階の地すべり調査の要点が整理

されている．特に，計画段階での地すべりの

把握で地形図の読図，空中写真判読，現地踏

査の重要性が強調されている．地形・地質情

報を大から小へと調査をすすめていくこと

で，地すべりの見逃しや同範囲を誤ることを

土木構造物は必ず地盤に接して建設され

る．したがって，土木構造物の設計において

は，その材料特性や構造特性に対する理解と

ともに，地盤特性に対する理解も必要とされ

る．これが土質力学や地盤工学が重要とされ

るわけである．

一方，地盤を扱うもう一つの学問である理

学としての地質学はなぜか軽視されてきた．

これはものづくりを直接の目的とする力学中

心の土木工学にとっては周辺知識の一部でし

かないと考えられ，土木技術の教養程度の扱

いを受けてきたからと思われる．このような

認識を地盤工学の第一人者である今井五郎先

生は，地盤地質学（コロナ社　2002）の中で

「そのような考え方は，物づくり優先の過去

の時代においてはやむを得ないものであった

だろうが，大地の一部として機能する土木構

造物を作ることが強く要求されるようになっ

た今日では，むしろ害をなす考え方だといっ

ても差し障りないであろう．」と指摘をして

いる．

この視点からみると本書は，建設工事にお

いて，地質学的知識を実際の地盤工学業務に

取り込み，利用の仕方を事例で示している．

防ぐことができる点から，計画段階の調査の

重要性をあらためて感じさせられる．

第５章「切土斜面と地形・地質」は，道路

法面の分類と特徴，地山条件と崩壊形態が解

説され，切土前の地形を把握しておくことの

大切さが述べられている．事例は硬岩で２件，

堆積軟岩で１件，火山噴出物で２件について，

地形地質の概要，崩壊の発生状況，崩壊発生

の原因がまとめられ，地盤の特性と切土との

関連が解説されている．

第６章「土石流と地形・地質」は，地盤調

査で土石流が考慮されるようになった経緯と

土石流の特徴が整理されている．道路・鉄道

に対する土石流の問題点と基本的な対応策

が，切土区間，盛土区間，橋梁区間，トンネ

ル坑口付近について解説されている．2003年

７月に発生した水俣市集地区の土石流災害

が，人家（集落）に対する土石流の事例とし

て発生の引き金となった斜面崩壊，流送区間，

氾濫・堆積地が判読図として示され，土石流

の全容が把握できるようにされている．一般

的な土石流対策も示されている．

第７章「軟質岩盤の風化と構造物」は，泥

岩の風化と花崗岩類の風化が解説されてい

る．泥岩は堆積軟岩の代表的な地質として，

化学的風化による盤膨れ，風化作用と風化区

分，花崗岩類の風化では，まさ，風化区分，

深層風化等が記載されている．泥岩と花崗岩

の特徴的な風化がわかりやくまとめられてい

る．

第８章「地震防災と地形・地質」は，活断

層調査を主体にした地震防災における地形や

地質の関わりが述べられている．活断層調査

は地形学や地質学的手法を駆使したもので，

調査方法と調査例が紹介され，調査結果の利

用例も解説されている．

第９章「軟弱地盤と構造物」は，軟弱地盤

を地形から概略を把握することが大切であ

り，地形の重要性を示している．軟弱地盤の

代表例として「おぼれ谷埋積地」の事例と約

40年間にわたる小規模構造物の不同沈下の経

緯事例が紹介されている．

第10章「建設工事と環境問題」は，地質条

件が原因となる酸性水・重金属による環境汚

染の問題や，地下水変動の問題に関する事例

が紹介されている．環境問題への社会的関心

は高まっており，環境汚染への対応に地質学

が果たす役割は大きいことが伺える．

本書のタイトルは，地盤工学者のための地

質入門となっているが，地質学が建設工事の

現場で安全対策や工事費全体の低減に貢献し

ている事例が紹介されているので，会員にも

是非一読していただきたい．地質学の実学と

しての一面を認識できるはずである．日本地

質学会で民間企業に所属している会員は，地

質調査業やコンサルタントに所属する方が大

半である．本書に掲載された事例と同種の業

務に従事している．参考文献も適切に掲載さ

れているので，ご一読をお薦めする．

（足立勝治）
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入門シリーズ30 事例で学ぶ
地質の話―地盤工学技術者の

ための地質入門―

編集委員会
（今村遼平・金子　誓・
原田克之・荒井　融・
長尾和之・緒方健治）編

2005年２月28日初版発行，

（社）地盤工学会，A５版，239頁，

定価3,465円（税込），ISBN4-88644-432-6

紹　介



生代のアルプス・オフィオライト（例えば

Ishiwatari, 1986 ; EPSL, 76, 93－）とよく似

ており，Mooresの説とは相容れない．２章

Dannによると，1.73 Gaの米国アリゾナ州

Paysonオフィオライトはフェニックス市の

北東90kmに位置し，下位から斑れい岩，層

状岩脈群，層状溶岩（稀に枕状）が重なる緩

傾斜の層状岩体である．全体の厚さは４～５

km程度だが，火山岩の層厚は400～500mし

かない．岩脈や溶岩の組成は島弧ソレアイト

に類似し，島弧内のプルアパート海盆に起源

を求めている．３～５章の0.7～0.8 Gaのアラ

ビア・ヌビア楯状地の汎アフリカ造山帯のオ

フィオライト（Stern et al., Johnson et al.,

Hussein et al.）や，６章Pfänder & Könerに

よるモンゴルのAgardaghオフィオライト

（0.57 Ga）は１Ga以後のもので，いずれも島

弧がらみの環境で形成されたとしている．カ

ナダ北部のPurtuniq（2.00 Ga），ブラジルの

Niquelandia（1.58 Ga），オーストラリアの

Giles（1.08 Ga）など，他の有名な原生代オ

フィオライト様岩体の論文は所収されていな

い．

【第２部　始生代オフィオライト】まず中

朝地塊の中央部，北京東方の遵化（Zunhua）

に位置するDongwanziオフィオライト（2.51

Ga）について7～11章がある（Kuskyの概説，

Kusky et al.のOs同位体，Huson et al.の地球

化学と岩石記載，Huang et al.のクロム鉄鉱

の変形，Li et al.の塊状硫化物鉱床）．Kusky

はハルツバージャイトのスピネルCr/（Al＋

Cr）が0.9に達することや火山岩が島弧マグ

マの性質を示すことから，沈み込み帯域で形

成されたと結論している．しかし，ハルツバ

ージャイトに「初生スフェン」が含まれ，金

雲母を20％含む輝石岩が存在するなど

（Huson et al.），通常のオフィオライトとは

異なる特徴があり，この岩体がオフィオライ

トかどうかについてScience誌上で論争があ

った（本誌７巻10号12ページ（2004）の拙著

参照）．12章Corcoran et al.によるカナダ北

部のSlave剛塊のオフィオライト様岩体は2.7

Gaを示し，多くは枕状溶岩に岩脈群を伴う

だけである．13章Puchtelによるシベリアの

アルダン楯状地のOlondo緑色岩帯（3.0 Ga）

はソレアイト玄武岩やコマチ岩の枕状溶岩に

ダナイト・ウェルライト・輝石岩などが伴う

もので，やはり沈み込み帯域で形成されたと

考えている．14章Shchipansky et al.による

バルト楯状地Karelia剛塊の緑色岩帯（2.8 Ga）

は「世界最古のボニン岩」を含む火山岩，岩

脈群，斑れい岩などよりなり，キプロスのオ

フィオライトの上部に似ている．これらロシ

アの始生代オフィオライトはMooresの35個

のpre-1 Gaオフィオライトから漏れている．

15章Hofmann & Kuskyによるアフリカのジ

ンバブエ剛塊のBelingwe緑色岩帯（2.9 Ga）

に関する論文では，地球化学的に同定される

「大陸洪水玄武岩」やその中の「大陸地殻起

源の捕獲岩」の存在は，緑色岩帯が大陸上で

形成された証拠としては弱く，衝上断層が発

中朝地塊の緑色岩帯のオフィオライト研究

などで知られる米国のKuskyが，先カンブリ

ア紀オフィオライトに関する世界初の単行本

の論文集を編集・出版した．地球上の典型的

なオフィオライトは古生代～中生代に属し，

原生代前期や始生代のオフィオライトの存否

は，その時代のプレート運動の有無に関連し

て争われてきた．また，原生代中期以前

（pre-1 Ga）のオフィオライトは，それ以後

のものと比べると地殻の厚さが非常に厚いと

いう説もあり（Moores, 2002 ; GSA Bull.,

114, 80－ ; Kuskyは彼の若い弟子），地球の

構造変遷を考察する上で古い時代のオフィオ

イライトの情報は重要である．本書は，序論

（Kusky），第１部原生代オフィオライト（１

～６章），第２部始生代オフィオライト（７

～18章，ただし16～18章の見出しは「海洋地

殻の時間的進化」），第３部顕生代オフィオラ

イトとの比較論（19～22章）という構成にな

っている．

【第１部　原生代オフィオライト】１章

Peltonen & Kontinenによると，フィンラン

ド中部の1.96 GaのJormuaオフィオライト

（本誌１巻９号２ページ（1998）の拙著参照）

はバルト楯状地の始生代Karelia剛塊と原生

代前期Svecofennian造山帯の境界部に位置

し，一部にざくろ石を含むマントルかんらん

岩に輝石岩，斑れい岩，ドレライトの岩脈群

が貫入し，その上にMORB組成の枕状溶岩，

ハイアロクラスタイト，炭酸塩堆積物が載る，

地殻部分の厚さが２～３kmしかないオフィ

オライトで，マントルかんらん岩はハルツバ

ージャイトを主とし，層序や構造の特徴は中

達すること，オフィオライトナップ基底部と

考えられる片状蛇紋岩の存在などを根拠に海

洋地殻衝上の可能性を述べている．16章

Parman & Groveによると，南アフリカの

Kaapvaal剛塊のBarberton緑色岩帯（3.5 Ga）

はコマチ岩の模式地だが，それらは地球化学

的にボニン岩に類似し，TiやNbの負異常を

示し，沈み込み帯の前弧域で形成されたとし

ている． 17章 Polat & Kerrichは Isua，

Abitibi, Opatica, Kareliaなどの始生代オフィ

オライトにおいて，ボニン岩やアダカイトな

ど前弧域に特徴的な岩石がプルーム起源のコ

マチ岩などとともに普遍的に産し，プルーム

と島弧沈み込み帯の相互作用を強調してい

る．18章De Witは始生代のオフィオライト

様岩体として13個を挙げているが（北米：

Yellowknife, Point Lake, Cameron River,

Wind Range, 豪州：Kalgoorlie, Clearville, グ

リーンランド：Isua, ロシア：Karelian,

Olondo, 中国：遵化（Zunhua, Dongwanzi），

五台山（W u t a i s h a n ），アフリカ：

Pietersburg, Barberton），そのほとんどは前

弧または背弧域で形成されたとしている．

【第３部　先カンブリア紀オフィオライト

のアナログ】フィリピン（19章Encarnación），

アラスカ（20章Kusky et al.），アルタイ（21

章Şengör & Natal’in）の地質が先カンブリ

ア紀オフィオライト帯の顕生代アナログとし

て論じられ，最後の22章でKuskyが「先カン

ブリア紀のオフィオライトに1972年ペンロー

ズ会議の定義を当てはめるのは単純に過ぎ

る」と言いながら，「恥知らずなほど斉一論

的な」（本文中の言）オフィオライトの同定

表を提出し，彼が研究したDongwanziオフ

ィオライトだけは「もし顕生代造山帯中にあ

ってもオフィオライトと呼べる」という一文

は，彼がこの本で一番言いたかったことなの

だろう．

日本には先カンブリア系が分布しないが，

本書では磯闢の列島論（序論），小原ほかの

マリアナかんらん岩（３章），広瀬・久城の

実験岩石学（14章），小宮ほか，丸山ほかの

Isua（17，18章），巽・丸山のボニン岩（17

章），平ほかや七山の付加体 （20章）など，

日本人の最近の研究成果が多数引用されてい

るのは励みになる．なお，B. Windleyによる

本書の書評がPrecambrian Res., 138, 181-2

（2005）にあるので参照されたい．

（石渡　明）
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Precambrian Ophiolites and
Related Rocks

（先カンブリア紀の
オフィオライトと関連岩類）

Timothy M. Kusky 編著

Elsevier, Developments in Precambrian

Geology, Vol. 13. 2004年発行．17×25 cm,

748ページ．定価25,065円（税込），ISBN

0-444-50923-2．



もに編纂されて，業績資料集として刊行され

た．本書は略歴，論文業績，文献，資料の各

部で構成されている．

巻頭の肖像画とともに本書に収められてい

る略歴および資料によると，八木次男は秋田

大学の前身である秋田鉱山専門学校を経て，

1924年に東北帝大理学部岩石礦物礦床学教室

を卒業し，以来教室に残って高橋純一教授の

もとで石油礦床学講座の助手講師を勤めた．

この期間に両者の共同による活発な堆積学的

研究が進められて，国際的に高い評価を得た

海緑石の研究などが生まれている．八木は

1939年より地質調査所に移ったが，1944年に

出身教室の教授を兼ねることになって，石油

礦床学講座を分担し，さらに終戦の翌年1946

年には新設された水成鉱床学講座を担任し

た．地質調査所と大学を兼任するというこの

職務関係は，戦後まもなく本職と兼職が逆に

なったが，終生これらから離れることはなか

った．東北地方の太平洋側と日本海側の第三

系の層序関係を横黒線沿いに追究して，東北

日本の構造を解明するという，後に関係者た

ちによって数々の著名な成果が生み出された

研究構想は，そもそも彼の発想に基づいてい

たことを記しておくべきだろう．

論文業績の部に収録された44編の論文は，

東北大に提出された英文の博士論文「本邦産

海緑石の堆積学的研究」（1939）の原文コピ

ーと「高橋純一先生の学術的業績」（1949）

を別とすれば，岩石礦物礦床学会誌を中心と

する学会誌に発表された論文や，岩波講座中

の総説「海緑石」（1934）などである．

文献の部には，論文業績の部に含まれてい

ない報告書の目録なども掲載されているが，

主体は八木の活動に関連のある各種の論説記

事や追想録的人物評などである．ここには

「堆積学研究」誌に岡田博有氏執筆の堆積学

者列伝や堆積学史関係の諸論文も復刻されて

いる．

同氏によれば，八木の業績は海緑石の鉱物

20世紀後半に入って，堆積学は地質学の基

礎分野としての地歩を固めた．堆積学の歴史

については岡田博有氏に多くの著作がある

が，同氏はわが国におけるこの分野の先駆者

の一人として八木次男の功績にもたびたび言

及している．なかでも印象的なのは，

“sedimentology”に相当する科学用語として

の「堆積学」を世界に先駆けて提唱したとい

う指摘であろう．

われわれの現代的感覚からすれば，54歳と

いう若さで他界した八木次男は，生前に50余

編の論文を著したが，その活動が1920-40年

代であったために，今日ではそれらを通読す

ることが困難になっている．氏の没後半世紀

以上を経て，このほど令孫の秀次氏により論

文業績が復刻，関連した文献と回顧資料とと

学，堆積岩中の緑泥石，油田地域の層序・構

造，海成頁岩の地球化学等の研究にまとめる

ことができる．さらに，すでに1920年代末に

おいて，堆積物，堆積岩，堆積相，生物岩，

化学沈殿岩，堆積環境などの概念を用いて，

海底堆積環境と海底風化作用を論ずるという

先進的研究を行っていたことが指摘されてい

る．付け加えれば，地質調査所における八木

をよく知る別所文吉氏の「将に将たる器」と

いう八木評からは，堆積学者としても仕事の

まとめに取りかかるはずの時期に没したこと

を惜しんでやまない嘆声が聞こえてくる．

巻末の資料の部では，八木夫人の肖像画や

折々の写真類，門下の加藤磐雄氏のスケッチ，

親族の追慕の記，さらに編集に当たった伊達

藩以来の旧家の八木家第13代の当主秀次氏に

よる家系・年譜などがまとめられている．

日本の地学史研究にとって貴重な資料とな

るはずの堆積学創世記に関する回想録の類は

当事者たちによって書き残されていない．し

かし，高橋純一の東北大退官に際して八木が

執筆した，前述の「学術的業績」はそれ自体

詳細な年代学的展望になっている．高橋との

共同研究時代の記述は，ほとんど八木の活動

記録そのものであり，この丹念な記録を通じ

て当時の国内外の研究状況までうかがい知る

ことができる．

本書は，小児科を開業しておられる八木秀

次氏が祖父の顕彰のために，手元に集めた各

種資料を編纂されたものであるが，残念なこ

とに発行部数がすこぶる限られている．伺っ

たところによると，本書は現在までのところ，

北大，東北大，東大，京大および九大の各大

学院理学研究科の地質科学関係専攻の教室に

寄贈されている．念のために編者の連絡先を

記せば，〒987-0511 宮城県登米市迫町佐沼

字小金10番である．

（高柳洋吉）
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八木次男（1897－1951）
業績資料集

八木秀次　編

2005年５月15日発行，A４版，669ページ，

非売品

博士データブック」（120p）が刊行され，さ

らに，記念講演会も開催されます．夏休みに

家族連れでおいでください．

開催期間：2005年７月16日（土）

～10月30日（日）

開催場所：フォッサマグアミュージアム（新

潟県糸魚川市美山公園）

入館料：（大人）500円，

（小学生～高校生）300円．

休館日：月曜日（祝祭日の場合は翌日），

７月16日～９月４日までは無休．

日本の地質学界であまりにも有名なエドム

ント・ナウマン（1854-1927）が，昨年生誕

150年を迎えました．ナウマンの生涯や業績

を証拠づける資料が集められ，今まであまり

知られていなかったナウマンが紹介されま

す．横須賀白杣山産のナウマンゾウ下顎骨標

本（国立科学博物館，学習院中・高等科所蔵），

予察地質図東北部（ナウマンの署名入り，釜

石鉱山株式会社所蔵），ナウマンによる富士

山の笠雲のスケッチ，測量儀，地磁気測定器

具（東京大学総合研究博物館所蔵），高度計，

ナウマン自筆の水彩画などが展示されます．

また，展示会に合わせ，「資料集　ナウマン

記念講演会　＊申込不要（無料）

日時：2005年８月７日（日）13：00～16：30

場所：フォッサマグナミュージアム ホール

「ナウマン―日本の地質学の草創期―」

講師：矢島道子（早稲田大学）

「フォッサマグナの過去と現在―日本列島研

究の最先端―」 講師：立石雅昭（新潟大学）

フォッサマグナミュージアム：

北陸自動車道糸魚川ICより約10分．

TEL 025-553-1880，

URL http://www.city.itoigawa.niigata.jp/

fmm/

博物館だより

フォッサマグナミュージアム　

特別展「生誕150周年記念　エドムント・ナウマン展
―フォッサマグナの発見と日本の地質学への貢献―」

35歳のナウマンとナウマンが

使用した測量儀
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複製権が，複製禁止権を意味していることは，前回述べまし

た．著作権法21条は，「著作者は，その著作物を複製する権利

を専有する．」と規定し，これが中心的な権利となっています．

これは著作者は，自己が著作権を有する著作物を他人が複製す

ることを禁止することができる，という意味です．

「複製」とは，「印刷，写真，複写，録音，録画その他の方

法により有形的に再製することをいい，次に掲げるものについ

ては，それぞれ次に掲げる行為を含むものとする．

イ 脚本その他これに類する演劇用の著作物　当該著作物の上

演，放送又は有線放送を録音し，又は録画すること．

ロ 建築の著作物　建築に関する図面に従って建築物を完成す

ること．」（著作権法２条１項15号）

録音と録画については，定義規定があり，録音は「音を物に

固定し，又はその固定物を増製することをいう．」（２条１項13

号）とされ，録画は「影像を連続して物に固定し，又はその固

定物を増製することをいう．」（２条１項14号）と規定されてい

ます．

複製の態様に，録音，その他の方法による再製が含まれてい

ることから，複製が目に見える形でなされる必要はありません

が，媒体に固定される必要があります．

例えば，寄席に落語を聞きに行ってこっそり録音をすると複

製権侵害になります．しかし，よく覚えて自宅で一人でマネを

してみても複製権侵害になりません．ただ，覚えた落語を公の

場で演じると上演権侵害になる場合があります（22条）．

では，著作物の一部分だけを再製した場合でも複製権侵害に

なるのでしょうか．

この点，冷蔵倉庫の設計図の一部が複製された事件で大阪地

裁は「一般に一個の著作物の部分引用は，当該引用部分が原著

作物の本質的な部分であってそれだけでも独創性または個性的

特徴を具有している部分についてはこれを引用するものは部分

複製をしたものとして著作権侵害を認めるべきである．」とし

ています．もちろん，適法な引用の方法に従った場合には，引

用（著作権法32条１項）として許諾なく利用することができま

すが，その要件を欠いた場合に，原著作物の本質的部分であっ

て，それだけでも創作性を有している部分を再製したといえる

場合には，複製に当たり，原著作権者の許諾なしにすることは

出来ません．

つぎに，そっくりそのままコピーするのではなく，多少の修

正を加えたり，増減を加えることも複製といえるのでしょうか．

原著作物の本質的な部分であってそれだけでも独創性または

個性的特徴を具有している部分を再製していれば複製とされる

のですから，そっくりそのままの再製でなくても類似の範囲に

あれば複製に当たることになります．

修正や増減が，変形または翻案に該当するときは，そのよう

な修正や増減を加える行為は，著作権法27条の変形権，翻案権

侵害となります．変形とは，絵画等の美術の著作物，写真の著

作物，建築の著作物，図形の著作物等に修正増減を加えること

をいい，翻案とは，原著作物の構成，内容等を基礎として別の

著作物を創作する行為をいい，広く二次的著作物の創作行為を

含むと解されています．

このような複製権が譲渡同意書によって，日本地質学会に移

転します．移転した後は，具体的に論文等を創作した人であっ

ても著作権を持ちませんので，誰かが複製した場合にこれを差

止たり，損害賠償請求をすることはできず，日本地質学会が行

うことになります．また，学会が著作権者となることによって，

貴重な論文等の一元的な管理ができるようになります．利用し

たい人が具体的に著作権者を捜すのは大変ですが，学会が一元

的に管理していれば，許諾を求めるために宛先を捜す必要がな

くなります．

この権利の移転とその効果を形式的に推し進めると，創作し

た人であっても学会の許諾を得ないと，論文をコピーすること

ができなくなります．ただ，これでは煩雑な場合がありますの

で，現在，著作権法が定める以外に創作者自身の自由に利用で

きる一定の範囲を定めようとの議論をしているところです．

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（9）

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．



京都大学では約10年前にGeoRefという文献情報データベースを

導入したが，それ以来，GeoRefは研究上不可欠の道具になってい

る．狩野謙一氏からニュース誌で同データベースを紹介するように

との要請を受けたので，ここに紹介する．

GeoRefは，地質学・固体地球物理学およびそれらをとりまく分

野にわたって，American Geological Instituteが全世界の文献情報

を収録したものである．詳しくは同研究所のホームページ［1］を

ご覧いただくことにして，ここでは本会会員にとってわかりやすい

と思われる例を使って説明する．

このデータベースには，国際誌に掲載された論文はもちろんのこ

と，様々な国の国内誌のデータも納められている．例えば『地質学

雑誌』，『情報地質』，『鉱山地質』，『地球科学』，『貝類学雑誌』など

の学会誌をはじめ，地質調査所の出版物や大学の紀要を含む．最近

の出版物では，英文アブストラクトまで収録されたものも多い．ま

た，国際学会演旨・地質図・論文集・単行本を含む．年代的には，

北米大陸に関係した文献では1785年から，他の地域では1933年以降

が収録対象になっており，最近では毎年８万件以上が追加されてい

るという．

どのようなものが収録されているか，例をあげる．国際誌や上記

国内学会誌に掲載された論文が見つかることは当然なので，海外で

は手に入りにくいと思われる文献を検索した例である．紀要として

は，古いもので『東北帝國大学理科報告』に載ったYabe and Oishi

（1933）の「Mesozoic plants from Manchuria」，旧帝大以外では例

えば『Journal of the Mining College, Akita University』の第１巻

（1961年）に載った藤岡一男先生の「A new Palaeogene species of

the genus Comptonia from Joban coal-field, with reference to the

stratigraphical consideration of the Tertiary Comptonia in

northeastern Japan」が見つかる．邦文の紀要も収録されている．

専用検索システムSilverPlatterで検索した結果を図に示す．

産業技術総合研究所で編纂しておられるGEOLISとは，カバーす

る範囲と使い勝手が違う．国内で発表または出版されたものに関し

ては，まずはGEOLISで検索するのが一番だろうが，GEOLISで見

つからない文献でも，GeoRefでは検索キーを組み合わせることに

よってたどり着ける場合がある．著者名や文献タイトルにない言葉

でも，その他の項目にあれば見つけることができるからである．そ

の他の項目としては，著者所属・雑誌名・巻号ページ・出版機関・

研究集会名・公表年・言語名・アブストラクト・キーワード・地図

座標などがならび，キーを組み合わせて柔軟な検索ができる．図示

した検索例には，Yabe, H.とSendaiとを検索キーとした場合が示さ

れている．他には，例えば「清澄層」で検索すると，高橋直樹氏ら

が2001年に『千葉中央博物館自然誌研究報告』に掲載された「千葉

県勝浦市鵜原地域の三浦層群の地質―層序，地質構造及び石灰質ナ

ノ化石年代―」などが他の『地質学雑誌』掲載の論文とともに見つ

かる．化石の種名では，

「Denticulopsis lauta」で探す

と，須藤　斎氏らが2002年に『石油技術

協会誌』に発表された「中新世珪藻化石

による埼玉県比企丘陵（荒川,植松橋付近）の不整合の再検討」や

スロベニア共和国アカデミーの出版物に載った論文が見つかるとい

った具合である．

GeoRefのデータは，数枚のCD-ROMに納められており，毎月ア

ップデートされる．本学では付属図書館が運営する電子図書館内の

文献データベースの一つとしてネットワーク利用が可能であり，デ

スクトップから使えるようになっている．電子図書館で閲覧できる

雑誌にはリンクが張ってあり，それらの雑誌の論文がGeoRefでヒ

ットしたならば，その論文を電子図書館で直ちに閲覧することがで

きる．GeoRefの導入が電子図書館設立と同時期だったため，コン

テンツ充実をはかる付属図書館側からは多大のご支援をいただき，

その後もサーバーの維持管理などでお世話になっている．導入の経

緯は，担当司書の立場から慈道佐代子氏が書かれた文書［2］をご

覧いただきたい．

筆者の知る範囲では，紀伊國屋書店［3］とユサコ株式会社［4］

がGeoRefをあつかっていて，利用するならいずれかの仲介業者と

年間契約を結ぶことになる．契約料は，スタンドアロンかネットワ

ーク利用か，後者なら同時に何人がアクセスできるか（同時アクセ

ス数），といった利用形態によって異なる．料金など詳しくは業者

に問い合わせていただけばよいが，京都大学では同時アクセス数が

４で，年間60万円程度を支払っている．同時アクセス数が少ないほ

ど安く，スタンドアロンで最低価格（約10年前で年間50万円台）に

なっていたはずである．大学の場合，地質関係の教室単独で導入で

きるかやや難しい価格であると思うが，研究成果の増大を重要目標

とするならば，研究のインフラストラクチャとして損のない買い物

であると思う．

［1］www.agiweb.org/georef/index.html

［2］www.kulib.kyoto-u.ac.jp/bull/jpn/s331/s331b.htm

［3］www.kinokuniya.co.jp/03f/denhan/Silver/catalog/scitech.

htm#top

［4］www.usaco.co.jp/products/ovid/sp_products.html

（山路　敦）
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文献データベースGeoRefの紹介

お知らせ
フィールドから博物館へ　那須孝悌追悼シンポジウム
昨年11月に亡くなられた那須孝悌大阪市立自然史博物館前館長は，その生涯を通して，専門の第四紀古植物学分野において多くの研
究成果を上げるとともに後進の指導とサークル育成に当たり，また日本の博物館界においても指導的な役割を果たしてこられました．
那須さんのこのような幅広い業績とその目指していたものをあらためて確認し，未来に継承し発展させるために，多岐にわたる那須さ
んの足跡をたどるシンポジウムを開催します．

主催：那須孝悌さんを追悼する会・大阪市立自然史博物館・特定非営利活動法人西日本自然史系博物館ネットワーク
日時：2005年９月３日（土）午前10時30分～午後４時　　場所：大阪市立自然史博物館　講堂
お問い合せ：大阪市立自然史博物館地史研究室　樽野　taruno@mus-nh.city.osaka.jp
どなたでも参加できます．参加申込みは不要．直接集合場所・会場へお越しください．
参加費は無料（ただし，博物館入館料が必要）です．※プログラム等詳細はhttp://www.mus-nh.city.osaka.jp/index.html



2004年度
The Island Arc編集委員会報告

日本地質学会The Island Arc 編集委員会

日本地質学会の公式英文誌The Island Arc

（IAR）の2004年度第13巻は，４号551ページ（編

集記事，訂正，索引を含む）を刊行しました．本

巻の論文は35編（総説と特集号の序言を含む）で，

１号の後半は10編の論文を含む特集「海洋掘削計

画Leg 186: その後の成果」（編集担当：新妻信明，

R. von Huene, 本山　功，斎藤実篤，末広　潔，

I. S. Sacks）でした．2004年１月に編集長が石渡　明・Simon

Wallisに交代し，編集委員（Associate Editors），編集賛助委員

（Editorial Advisory Board Members，賛助学会の会長を含む）も

多くが交代しましたが，ようやく落ち着いてきたところです（委員

氏名はIARに掲載）．

2004年のIARの購読状況は，個人購読190部（昨年とほぼ同数），

オンライン購読1892機関（うち半分弱が欧州，全体で昨年より190

増），機関購読113部（微増）となっており，個人購読は横ばいです

が，オンライン購読や機関購読は順調に伸びています．また，IAR

論文のダウンロード数も順調に増加しており，Blackwell Synergy

サイトでのIAR論文の2004年度ダウンロード数は15 ,992回，

EbscoHostなど他のプロバイダを通じてのダウンロードを加えると

16,989回に及び，昨年度に比べて3,797件（約29％）の伸びとなって

います．またIARは世界の38の文献データベースに登録されており，

しばらく登録が中断していた米国地質研究所のGeoRefデータベー

スにも登録が再開されることになりました．

IARを出版するブラックウェル社は2004年内の各論文のダウンロ

ード数を集計しており，13巻3号までの上位50位以内の論文につい

て報告しています．昨年と同様に，編集委員会では，ダウンロード

によるIAR論文利用への関心を高めていただくことを目的として，

ダウンロード数が多い論文を紹介することにします（表１）．一般

に，ある１つの論文の毎月のダウンロード数は，出版直後から増加

し，数ヶ月後にピークになり，その後は減少すると思われます．従

って，今回の紹介も，時間的条件が同一になるよう，号ごとに上位

の論文を挙げることとします．また，例えば著者が自分の論文を何

回もダウンロードすればこの数字は大きくなるので，この数字は，

他の論文に引用文献として参照された回数（引用数）とは意味と重

みが異なり，論文の内容の評価基準にはならないことに十分留意し

て下さい．昔の人にとっては，別刷請求のハガキの枚数に相当する

かもしれません．

表１を見て顕著なことは，13巻１号の論文のダウンロード数が圧

倒的に多く，出版事業としてこの号は大成功であったということで

す．この号の通常論文10編のうち８編，特集論文10編のうち４編が

ダウンロード数100以上を記録しています．また，ダウンロード数

上位50位までの論文の出版年ごとの数は，2004年21編，2003年16編，

2002年１編，2001年３編，2000年２編，1999年３編，1998年４編と

なっており，2002年の論文がやや不人気のようです．1997年以前の

論文はまだダウンロードできませんが，この問題について我々はブ

ラックウェル社と協議し，第１巻以後の全IAR論文をダウンロード

可能にすべく，早急に作業を進めることになっております．なお，

表１の31編の論文のうち，外国人著者のものは17編，日本人著者の

ものは14編で，外国人の論文に人気があるようです．IAR論文を多

くダウンロードしているのは日本の国立大学（数千件），日本地質

学会（約千件），そして中国，台湾／香港，英国，オーストラリア，

トルコ，韓国，イタリア，ドイツなどの諸機関です．

2003年のIARのインパクト・ファクター（IF）は0.641と，1999

年にISIに登録されて以来最低になりましたが，2004年のIF（2005

年６月公表）は0.843と，最近４年間の最高でした．例えば2003年

のIFとは，2001・2002年のIAR出版論文数（X）を分母とし，ISI登

録全雑誌の2003年出版論文における2001・2002年IAR論文の引用回

数（Y）を分子とする比（Y/X）です．IARの場合，2003年のIFは

41/64=0.641，2004年は43/51=0.843となります．なおブラックウェ

ル社の報告によると，2003年出版のIAR論文のうち，2004年末時点

での引用数が２以上のものは表２の通りでした．上述のように，

2004年１号の論文は特にダウンロード数が多いので，2005年はさら

にIFの上昇が期待できます．今後の論文の著者が過去１～２年の

IAR論文をできるだけ引用するように配慮すれば，IARのIFはそれ

だけでかなり高くなります．

なお，IAR論文の類似論文が他誌に掲載された問題については，

今年の本誌１号12ページに報告した解決策に従って，その雑誌に訂

正文が掲載され，決着しました．
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表１．The Island Arc各論文のダウンロード数の順位．新しい順に

各号ごとに並べ，2002年以前の論文は一括した．かぎカッコ

内は順位，次は著者名，カッコ内はダウンロード数．全体で

50位以内の論文のみが報告されており，各号ごとに上位３位

以内またはダウンロード数100以上の論文を掲載した．統計

期間は2004年の１年間．Blackwell Publisher’s Reportに基

づく．

2004年13巻３号［1］Spinelli et al.（111），［2］Kim et al.（97）．

2004年13巻２号［1］Oh et al.（138），［2］Xu & Oki（129），［3］

Kawakami et al.（91）．

2004年13巻１号［1］Niitsuma（303），［2］Kim & Sanderson

（192），［3］Djajadihardja et al.（186），［4］Rashed &

Nakagawa（164），［5］Ichiyama & Ishiwatari（155），［6］

Komiya et al.（136），［7］Shimizu & Yoshida（130），［8］

Deyle et al.（126），［9］Motoyama et al. （113），［10］Kondo

et al.（112），［11］Hayashi（111），［12］Smith et al.（106）．

2003年12巻４号［1］Ryu（169），［2］Wang et al.（153），［3］Lin

et al.（104），［4］Hashimoto et al.（102）．

2003年12巻３号　上位50位以内の論文なし．

2003年12巻２号［1］Ishiwatari & Tsujimori（121），［2］Yumul

et al.（105），［3］Arai & Lee（101）．

2003年12巻１号［1］Okamura（86）．

2002年以前｛巻－号｝［1］｛7-1/2｝Maruyama & Liou（169），［2］

｛9-2｝Chutakositkanon et al.（143），［3］｛7-1/2｝Filatova

（127），［4］｛10-1｝Nakamori（111），［5］｛10-1｝Zhao（106），

［6］｛7-1/2｝Oh and Liou（105）．

表２．2003年出版のThe Island Arc論文のうち2004年末時点で引用

数２件以上のもの（［巻－号，ページ］著者）．出典は表１に

同じ．

引用数４件［12-2, 77-］Yumul et al.,［12-2, 207-］Yumul et al.

引用数３件［12-3, 256-］Liu et al.,［12-3, 310-］Niitsuma et al.,

［12-2, 190-］Ishiwatari & Tsujimori, ［12-2, 233-］Arai et al.,

［12-1, 22-］Kimura et al.

引用数２件［12-3, 268-］Yagishita et al., ［12-1, 13-］Yuan et al.,

［12-1, 46-］Iwaki & Hayashida



地球惑星科学関連学会2005年合同大会　報告

公開セッション「新しい地学教育の試み―
2．学習指導要領を考える」

［5月22日（日）9:00～12:00
幕張メッセ　コンベンションB］に参加して

一昨年（2003）この合同大会において，第１回目の地学教育公開

セッションが開かれた際，コンビーナ側から設置が提案され，承認

された「地学教育委員会」が，今回３年目を迎えている．とくに今

回は，次期学習指導要領の改訂に向けて，文部科学省（以下文科省）

の動きが９月から具体化されるであろうと予想されるなかで開かれ

るという重要な意味合いをもっていた．それだけに筆者も大きな期

待と関心を持って参加した．とりわけ上記の地学教育委員会は，昨

年末（12/26）理数系諸学会との共同により中央教育審議会に提案

した「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」

策定に積極的に参画してきており，この公開セッションは，そのと

きの提案を「新指導要領に対し内容的に具体化し，７月末までに文

科省に提出するための討論の場とする」（コンビーナ代表・中井 仁

氏の冒頭挨拶）位置づけになっていたからでもある．

この公開セッションの構成は，講演が以下の４本（各35分＋質疑

５分）と総合討論（30分）からなり，講演要旨集には，各講演要旨

に加え，地物・天文，海洋・地震・火山，地質の各分野に関する１

～２ページの提言要旨が載録されている．

講演

① 地学分野教育課程の変遷　林　武弘・磯崎哲夫（広島大大学

院教育研究科）

②　小学校の教育課程を考える　阿部国広（川崎市立西有馬小）

③ 小学校・中学校の気象に関する学習指導要領と気象を巡る最

近の状況　三浦郁夫（札幌管区気象台）

④ 地球化学から見た高校までの地学分野教育課程への提言　瀧

上　豊（関東学園大）高江洲瑩（武蔵高校）

林氏による講演①は，中・高校学習指導要領における地学および

地学的領域の変遷を，戦後の我が国における理科教育体系ないし教

育観の変遷という時間軸と，大学進学率ならびに高校における地学

履修率という座標軸上に配して通覧したことに加え，英国における

地学カリキュラムを紹介しながら，「今後の我が国における地学教

育のあり方を考えてみよう」という論調であったが，理科教育観の

変遷に伴い指導要領が果たした役割に対する評価という点で，あえ

て批判を避けられたのか，掘り下げが弱かったように感じられた．

ついでに更なる感想を述べさせてもらえば，講演②・③にも紹介

されているように，分野的な偏りがあるとはいえ，現場の教師達の

努力により積み上げられた膨大な地学教育の実践という財産があ

る．それらに対しても，故意か勉強不足か目が向けられておらず，

このセッション設定の趣旨から見ても満足できるものではなく，基

調的な講演者としてはミスキャストの感を否めなかった．

阿部氏による講演②は，現行学習指導要領に対する批判から出発

しつつも，いままで「現場の教師たちが苦労して育て上げてきた小

学校課程での教材を生かしながら，中～高校の学習につなげて行こ

う」という提案がなされている．この中で，小学校における地学的

領域の学習に「自然科学に置ける基礎教科」という位置づけを与え，

氏の現場における日ごろの教育実践をも踏

まえ，低学年（１・２年）と中・高学年

（３～６年）それぞれの目標を設定し，他

の領域の学習との融合を図りつつ単元を配

置した具体的提案を行っている点が特徴で

ある．続く質疑の時間はもとより，総合討

論の場においても氏の講演内容に質疑討論

が集中したことからも，提言が非常に具体的であった

ことを物語っていることが，はっきりと感じとれた．

③の講演は，講演者自身が中学校理科の教科書執筆に携わったと

いう立場から，とくに気象領域の取り上げ方について，「掲げられ

た目標と内容のあつかいとの乖離」など現行指導要領の欠陥を指摘

しつつ，「教材の集め方や教授内容のまとめ方を巡り地域に散在す

る気象予報士との連携」など，積極的な提案がなされていた．気象

領域に限定はされていたものの，今年２月に発表された，日本気象

協会による公募懸賞論文「気象教育への提言」の受賞作など，学界

内の動きにも目の行き届いた提案であった点が評価できる．

講演④は，「最も‘地学’から離れた立場で自らの研究が行われ

ている学会」という（ことを自覚した）立場からの提言であったが，

小・中・高校理化学分野の学習を通じて，「日常生活の中でしばし

ば耳に（テレビ・新聞などで目にも）する物質が取り扱われていな

い」こと，とくに元素や化学記号のあつかいなど，「上級での学習

に繋がるあつかいがなされていない」ことなど，指導要領の欠陥が

鋭く指摘され，地球を取り巻く環境をベースとする「物質の取り扱

い」という点で，講演①に切り込む提言が多かったように感じられ

た．

①・③の講演に関連して「海（の単元）の欠落」を巡る討論もな

されたが，発言者の主張や，同氏が予稿集に寄稿されている提言等

からも，所属学会の会員たちによる優れた実践等に目が向けられて

いないということしか読み取れず，何か上滑りした発言としか受け

取れなかった．学会ごとの足並みの差が大きく，先行き不安が感じ

がられてならない．

また，シンポジウムという位置づけではなかったにせよ，わずか

30分という時間制限の中では，余程論点の絞り込みを行ってからで

ないかぎり討論の体をなすわけがなく，本題にも入らないまま閉会

になってしまった感がある．コンビーナの挨拶の中で示されたゴー

ルが遠くかすんだまま，発言もできないでまま帰ってきてしまった

所為か，筆者にとってはいまだに消化不良状態の公開セッションで

あった．

唯一の救いといえば，地質学会から講演要旨とは別冊の形で配布

された「小学校～大学教養過程まで」の「地学教育の教育課程」に

ついての提案である．ここの学会から見れば不満があるかもしれな

いが，短時間の作業の中で，いずれの課程についても地質分野のみ

ならず，関連各分野まで目配りの利いた構成になっている．最も多

くの現場における教育実践を蓄積保有している学会なればこそ可能

なことであったろう．現状のごとく学会間の足並みが不揃いの中で，

学会ごとに専門分野の枠の中から出しあわれた項目案を取りまと

め，それらを各学校の過程に配置し，全体の合意が得られる形にま

とめるなど，とても一朝一夕にできる作業ではないように思われる．

その意味で，これから７月末完成を見据えて作成されるであろう

「指導要領作成に向けての提言」作りの過程で，地質学会の果たす

役割が最も重要になることはいうまでもない．

（地学教育委員会　府川宗雄 記）
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研究室の概要

東北大学大学院理学研究科地学専攻地圏進化学講座の微化石研究

グループは，尾田太良教授（浮遊性有孔虫化石），海保邦夫教授

（底生有孔虫化石・有機分子化石）および鈴木紀毅助手（放散虫化

石）の３教員と研究生１名，博士課程後期６名，博士課程前期４名，

学部学生３名の計14名の院生・学生で構成されています．私たちは，

この講座に所属する微化石グループの院生・学生で，以下に紹介す

る３つの微化石群を利用して，様々な時間スケールの古海洋環境変

動の解明を目指しています．

（1）浮遊性・底生有孔虫化石 有孔虫は動物プランクトンの一種で，

海洋表層から水深800ｍ位の間をふわふわ浮いて生活している浮遊

性有孔虫と，浅海から深海までの海底表層あるいは堆積物中に生息

している底生有孔虫がいます．炭酸塩の殻をもち，それから抽出さ

れる酸素同位体比は，底生有孔虫では生息深度における底層水温の，

浮遊性有孔虫では表層水温や氷床拡大・縮小の指標として広く利用

されています．

（2）放散虫化石 放散虫は海洋に生息する珪質の殻を持ったアメー

バの一種です．カンブリア紀（約５億年前）から現在まで生息して

おり，時代によって見られる放散虫の分類群は大きく異なります．

近年では現生放散虫の水平・深度分布が明らかにされつつあり，ま

た放散虫群集の季節変動やDNA解析などの研究が行われており，

放散虫を利用した研究は多岐にわたっています．放散虫の形態の多

様性，他の生物にはない独自の美しさは，見た人の心を魅了するこ

と請け合いです．

（3）石灰質ナンノ化石 石灰質ナンノ化石は，海洋に棲む植物プラ

ンクトンの一種で，大きさは数ミクロンと非常に小さく，観察には

光学顕微鏡や電子顕微鏡を用います．光学顕微鏡でこの化石を観察

すれば，宇宙空間を思わせるような種々様々な形態の美しさに思わ

ず感嘆の声を洩らしてしまいます．このような石灰質ナンノ化石は，

世界各地の地層の高精度な時代決定とその広域対比や，地質時代・

地域ごとの古海洋環境（古水温，栄養塩状況，海洋水塊構造等々）

変遷を研究するのに適しています．

以上の３研究は，DSDP, ODP, IODPと言った国際深海掘削計画

の試料や国内外の地表踏査によって得られた試料を用いて行われて

います．これらの化石分類群を用いて，北太平洋，赤道太平洋，イ

ンド洋，北大西洋，赤道大西洋など世界各地の海洋を股にかけ，３

分類群をそれぞれ比較しつつ汎世界的な生物地理区分変遷の解明と

古海洋環境の復元が行われています．

IODP発足にあたり，微化石層序・海洋環境の関連分野で日本か

らも多くの乗船機会があり，私たちのグループからも実際に掘削船

JOIDES Resolution号に乗船し，研究に携わった（ODP LEG 198，

IODP EXPEDITION 303・306）院生もいます．また，乗船航海に

対応できる微化石分野の若手研究者の人材育成を目的として，私た

ちの研究グループが中心となり2004年７月に東北大学において微化

石サマースクールを開催しました．このスクールは「日本地球掘削

科学コンソーシアム」ならびに「東北大学21世紀COE・先端地球

科学技術による地球の未来像創出」の後援および協賛で行われ，12

大学，５機関から51名が参加しました．講義内容は，４種類の微化

石（浮遊性有孔虫化石，放散虫，珪藻，石灰質ナンノ化石）を対象

として，群集解析に適した処理法の解説および標本観察や古海洋研

究において重要な同位体分析の前処理法，微化石レファレンスセン

ターの利用法についてなど，乗船研究のみでなく陸上研究の分野で

も役に立つものとなりました．

また，本グループには堆積物中の有機分子化石（バイオマーカー）

を分析することで，過去（数億～数十億年前）の地球環境変化の解

明を目指している院生もいます．

研究テーマ

2005年度の当研究グループに所属する学生の研究テーマを本人に

紹介してもらいましょう．

武田浩太郎（研究生）：ODP Leg198・シャツキー・ライズ（西太

平洋）の試料を用い，恐竜が絶滅した白亜紀／第三紀境界，及び地

球が一時的に急激に温暖化した暁新世／始新世境界における底生有

孔虫群集の高分解能解析から，境界事変を通じた古海洋環境の復元

に取り組んでいます．底生有孔虫は殻の形のバリエーション が非

常に豊富で見ていて飽きません．

Ali M. Hussain（D3）：Paleocene/Eocene benthic foraminiferal

turnover in the Tethys

大金　薫（D3）：円盤状放散虫の分類を明らかにすることと，太平

洋域の円盤状放散虫の地理分布から古環境プロキシへの応用を考え

ています．お料理とお裁縫が趣味です．

鹿納晴尚（D3）：DSDP・ODPサンプルを用いた古太平洋低緯度域

の前期白亜紀Aptian-Albian放散虫化石群集変動と環境変動の対応

関係および北西太平洋域の陸上セクションから産出する古第三紀暁

新世の放散虫化石群集と化石層序について研究しています．
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東北大学大学院理学研究科地学専攻
地圏進化学講座

石川仁子・千代延　俊・畠田健太朗（D2）

研究室紹介

東北大学大学院理学研究科地学専攻
地圏進化学講座の微化石研究グループ

院生コーナー
写真左．総勢14名，３研究室からなる微化石グループの院生・学生

および教員たち．写真右．微化石サマースクールの講義風景．熱弁

をふるう尾田先生と熱心に聞き入る参加者たち．



石川仁子（D2）：後期第四紀におけるモンスーンの変動を解明すべ

く，インド洋・北西太平洋の海底に残された浮遊性有孔虫の化石記

録を解析しています．群集組成の変化から海洋環境の変動を，さら

に海洋と大気の関連からモンスーンの変遷史を明らかにできたらと

思います．

千代延　俊（D2）：石灰質ナンノ化石を用い，第四紀末の太平洋・

インド洋・大西洋の古海洋環境の復元をテーマに研究を行っていま

す．1500倍で観察される石灰質ナンノ化石に愛を感じる毎日で

す・・・

畠田健太朗（D2）：以前はジュラ紀放散虫の分類について研究して

いましたが，現在は一転，北大西洋から得られた過去270万年の放

散虫群集について，分類学的研究，化石層序の確立，古海洋環境の

復元をテーマに研究を進めています．顕微鏡下に広がる美しいガラ

ス（SiO2）の世界を堪能しています．

徳本　諒（M2）：1999年から2002年にかけて西太平洋赤道域のセジ

メントトラップにより採取された浮遊性有孔虫が，同期間のENSO

にどの様に応答したかを明らかにしています．OSAKEが大好きで

す．

中村正宙（M2）：私の研究は、オーストラリア北西部ピルバラ地塊

の34～27億年前の有機分子化石（バイオマーカー）を分析し当時の

地球環境を考察するというものです．特に注目しているのが光合成

色素由来の有機物です．同地域で見つかっているシアノバクテリア

由来のバイオマーカーで最古のものは27億年前のものなので，光合

成に至る生物進化の過程とそれに伴う環境変化を観察していこうと

考えています．

石井友樹（M1）：前期白亜紀の放散虫につい

て，古太平洋域における群集変動や分布様式の解

明をテーマに研究に取り組んでいます．部屋にあ

る金タワシが，保存の悪い放散虫に見えて仕方ない今

日この頃・・・

吉村悦子（M1）：北西太平洋シャツキーライズにおける中

期中新世以降の放散虫群集の変動について，その深度分布

に着目して，古海洋環境の変遷を明らかにしたいと思っています．

佐藤香織（B4）：西太平洋DSDPsite292の浮遊性有孔虫化石から得

られた結果を，西赤道太平洋ODP Hole806およびHole807の結果と

比較し，後期中新世以降の古海洋環境の変動を解析したいと思って

います．

ほかにも東シナ海におけるセジメントトラップ試料をもちいた浮

遊性有孔虫群集の季節変動（松田美由紀），浮遊性有孔虫化石の種

類別の地理的分布に関する研究（日開野誠）といったテーマでの研

究も行われています．また，昨年度の卒業生は，西太平洋赤道域に

おけるラニーニャ期からエルニーニョ期にかけての浮遊性有孔虫群

集の変遷（横田一馬），北西太平洋における後期新生代の浮遊性有

孔虫群集変動（山岡香子）という研究を行っていました．

夏の七夕祭り，冬の雪景色，温泉三昧，そして旨いモノなど勉学

と研究を含めた学生生活には最適な「杜の都・仙台」において，私

たちの研究グループは日々研究にのめり込んでいます．当研究グル

ープや微化石サマースクールに興味や質問などがある方は，石川

（ishikw@mail.tains.tohoku.ac.jp）・千代延（chiyonobu@mail.tains.

tohoku.ac.jp）までお気軽にメールをください．お返事確実で

す！！
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サマースクール修了後の記念撮影．

今年も開催，期間は８月３日～５日を予定．

待望！！
学会オリジナルフィールドノートが
出来ました．

サイズ：12×19cm．ハードカバー，ビニールレザー加工，金箔押し．

カラー：チョコレートブラウン．

用紙は野外調査に最適な，雨に濡れても丈夫な高級紙・レインガー

ドを使用しています．是非ご活用下さい．

ご購入を希望の方は，学会事務局まで． 会員頒価　500円／冊．

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）
iba@eps.s.u-tokyo.ac.jp 伊庭靖弘（東京大）
tksmcdr@hiroshima-u.ac.jp 高島千鶴（広島大）
f04j003d@mail.cc.niigata-u.ac.jo 梅津慶太（新潟大）



宮城一男先生を偲ぶ

本会正会員，弘前大学名誉教授の

宮城一男先生は2005年５月31日午後

０時30分大腸がんのため青森慈恵会

病院にてご逝去されました．享年76

歳でした．ソフトボールに熱中され，

お決まりのユニフォームと，使い慣らされたファーストミットで颯

爽とグランドに立つ宮城先生のお姿に強い印象を持っていた私たち

弘前大学関係者は，突然のご逝去を信じられず，ただただ驚き嘆く

ばかりでした．

宮城先生は1929（昭和４）年１月25日東京都に生まれましたが，

お父上の勤務のため小学校時代から秋田市に移られました．旧制秋

田中学を卒業後，1945年に秋田鉱山専門学校燃料学科に入学され，

1950年には東北大学理学部岩石鉱物鉱床学教室に進学されました．

東北大学では，岩石学講座に所属して加藤磐雄助教授に師事され，

1953年に提出された卒業論文の題名は「男鹿半島西部地域の層序学

的ならびに岩石学的研究」です．引き続いて東北大学大学院理学研

究科に進まれました．1958年４月には弘前大学教育学部に講師とし

て採用されました．当時の弘前大学教育学部地学研究室は地下水学

で有名な酒井軍治郎教授が主宰されていました．宮城先生の後には

岩井武彦氏，塩原鉄郎氏が地学研究室のスタッフに加わり，教育学

部地学研究室としては異例な地質専門家４人体制が取られていまし

た．宮城先生は，酒井教授らとともに青森県内の地質，鉱山，温泉，

河川等，広範囲の調査に携わるとともに，弘前大学に移ってからも

男鹿半島をフィールドに，緑色凝灰岩類の研究を続けられました．

男鹿半島の地質に関する研究論文は「男鹿半島緑色凝灰岩層の層序

学的・岩石学的研究」として「その１」（1956年；宇留野勝敏氏と

の共著）から「その５」（1963年）までが地質学雑誌に，その他岩

石に関するもの６編（1959～1962年）が岩石鉱物鉱床学会誌に公表

されています．これらの研究結果は纏められ，1961年東北大学から

理学博士号を授与されています．博士論文の題名は"Petrology of

the trachytic rocks of the Green Tuff Formations of Northeastern

Japan"です．

1976年宮城先生は，弘前大学教養部教授に昇進されました．その

後，評議員を５期９年，引き続いて教養部長を３期６年勤められま

した．教養部長当時は，ちょうど教養部の廃止問題が全国的に取り

上げられた時で，弘前大学も喧々諤々の議論が巻き起こり，教授会

は７時間も続くことがありました．1994年宮城先生は36年間に渡り

勤務されてきた弘前大学を定年退官されました．宮城先生の退官後，

弘前大学では教養部の廃止と，理学部と農学部の改組，教養部教官

の理工・農学生命・人文・教育学部への移籍が混乱なく実現しまし

た．これも，宮城学部長の粘り強い教授会運営があったからと思い

ます．

宮城先生は地元，北東北をこよなく愛し，その自然を大変大事に

されていました．そのような気持ちは，自らの行動にも反映し，当

時大きな社会問題になった「岩木山百沢の土石流災害」，「六ヶ所村

の石油国家備蓄基地」，「同核燃料サイクル基地」などに真摯に取り

組まれました．宮城先生の姿勢はいつも変わらず，市民の側から正

義を追及され，頼まれれば休日を割いても東奔西走されました．一

般市民への地学の普及にも力を入れられ，「日本列島石の旅」（1979

年），「同　中部日本編」（1981年），「地学のガイド－男鹿半島をめ

ぐって－」（1986年）等の地学普及書を著されました．

1973年冬，宮沢賢治の実弟、清六氏に面会されたのをきっかけに，

宮城先生は宮沢賢治の研究にも情熱を注がれるようになりました．

賢治の自然や農民に対する愛情に，宮城先生ご自身の研究者・教育

者としての姿勢が共鳴したためと思います．自然科学に取り組んだ

賢治の姿をうきぼりにすることを目標として，それ以降「農民の地

学者・宮沢賢治」（1975年），「宮沢賢治－地学と文学のはざま－」

（1977年），「宮沢賢治と植物の世界」（1979年；高村毅一氏と共著），

「宮沢賢治の生涯―土と石への夢」（1980年），「宮沢賢治　科学の世

界―教材絵図の研究」（1980年；高村毅一氏と共著），「宮沢賢治と

自然」（1983年）など数多くの著書を出版されています．また，

1981年には弘前近辺の賢治研究者や愛好家，学生などと「弘前宮沢

賢治研究会」を設立し会長となり，会報の発行・賢治の作品舞台を

辿る旅行を毎年行い，その活動は1994年弘前を去るまで続けられま

した．これらの宮城先生の活動に対しては，1988年に青森県文芸協

会賞が授与されています．

1994年に弘前大学を退官後，秋田県大館市に設置される秋田桂城

短期大学の設立に携わり，創立の1996年から６年間同大学長を務め

られました．大館に移られても賢治への思い入れは止むことがなく，

宮沢賢治懇話会を開催され，会場の喫茶店はいつも超満員だったそ

うです．桂城短期大学の入学式や卒業式の学長告示はすべて宮沢賢

治作品から題材を得るという凝りようでした．

2000年からは学校法人秋田経済法科大学副理事長も兼務し，桂城

短期大学の四年制大学昇格に取り組まれていました．同短大は2005

年４月装いも新たに秋田看護福祉大学として開学され，宮城先生は

これを見届けられ安心されて旅立たれたことと思います．

地元を愛し，市民を大事にして，真実を求め続けられた宮城先生

の痩身の姿は，少しばかり毒気を含んでウイットに富んだ会話とと

もに，私たち後輩の胸に焼き付けられています．「宮沢賢治に関す

る仕事は，地質学の仲間達からは“道楽”とみなされ，文学界から

は“素人芸”と位置づけられるのみ」と嘆いていらした宮城先生，

天国では思う存分賢治を研究してください．否，今頃は賢治と一緒

になって東北の冷夏を心配されていることでしょう．謹んでご冥福

をお祈りいたします．

ご遺骨は，京都知恩院に埋葬されるとのことです．

奥様の宮城淑子（しゅくこ）様はご健康が優れないとのことです

が，下記にお住まいです．

〒036-8233 青森県弘前市大字山崎２丁目3－13

ご遺影は秋田桂城短期大学長時代のスナップ写真の一部です（川

村真一会員提供）．

（氏家良博）
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訃　報

本会の次の方々が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

名誉会員 宇留野勝敏（2004年12月31日） 正会員 石井基裕（2004年８月29日）
宮城一男（５月31日逝去）



正会員７名：小坂哲朗，武川貴嘉，吉川

泰樹，船越郁夫，赤川史典，戸松　敬，

片岡　泰

２）４月末現在会員数

賛助35，名誉74，正4,512（内，院割190），

学生31，合計4,652名

３）50年顕彰会員候補者名簿（16名）

青木和子，桂田　保，加藤又二郎，小林巌雄，

小森長生，斎藤常正，坂部和夫，真田三郎，

瀬川秀良，関戸信次，七崎　修，畠中武文，

松島信幸，三鍋久雄，宮城一男，渡辺其久男

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

会計関係（担当理事-向山）

・05年１月～３月度決算の会計監査を５月

18日に行う予定．監査書類（資料参照）

広報委員会（担当理事-大友）

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）

２．学術研究部会（部会長-久田，徐）

行事委員会（久田委員長）

・京都大会予告記事は５月号に掲載．大会

HP（http://geosociety.jp/2005kyoto-

HP/）を近日公開予定

・2007年の年会開催地について，東北支部

への働きかけと現状．

→高嶋東北支部長からの報告では準備が

順調ではないとのこと：９月京都年会ま

でに開催校（場所）を決定するように要

請する．

→2008年以降の開催予定状況の確認，

2010年まで協議しておくこととした．

専門部会連絡委員会

国際交流委員会（徐委員長）

ヒマラヤ地質研究委員会（委員長-在田一則）

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）

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-久田，宮下＝企画担当）

・今月の編集状況は以下の通り（５月13現

在）．

111-5月号：論説４　短報１　口絵１（概算

60頁）校正中，5/19校了予定

111-6月号：論説５　口絵１（概算60頁）入

稿中

2005年度　第９回理事会

議事録

期　日：2005年５月16日（火）

14：00～17：00

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，

渡部常務理事・大友・公文・高橋・久田・

宮下・向山，橋辺（事務局）

欠席理事：（議長委任）加藤副会長，天野副

常務理事・上砂・狩野・倉本・徐・中井・

増田

報　告

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）

・下記の共催等の依頼について，承諾した．

１）産総研より，「地質情報展2005きょう

と」９/18-20 共催依頼

２）産総研より，シンポジウム「高く乏し

い石油時代が来た―21世紀のエネルギー

をめぐる問題」協賛依頼

３）朝日新聞JSEC事務局より，第３回高

校生科学技術チャレンジ　後援依頼

４）群馬県立自然史博物館より，企画展

「パレオが見ていた大海原―化石から探

る太古の群馬―」後援依頼

・第21回太平洋学術会議（本会共催，平成

19年開催）の学術会議との共催が決定し

た旨，琉球大学より通知があった．また，

既存分科会のほかに新分科会などを検討

するにあたり，協力してほしい．各学会

から提案や要望があれば５月末までに提

出．

・環境省より，地球温暖化防止の推進，普

及活動に際して，地球温暖化国民運動の

統一ロゴマークを使用，活用するよう要

望があった．

・大庭　昇会員（元鹿児島大）より，イン

ドネシア，クラカトウ火山に関する論文

集寄贈の申し入れがあった．要返事．

・大学婦人協会より，森田科学研究奨励賞

の贈呈式の招待があったが，会長の都合

が整わず欠席とした．

・田中環境開発（株）よりの挨拶状．

会員関係（担当理事-倉本）

１）入退会の承認

入会７名

正会員［2］：西尾伸也，藤本善航

正（院生割引）［6］：オロズバイフ　ル

スタム，澁谷　奨，田中麻由，タウン

タイ，碇　雄太，野村正純

退会７件

本年度投稿論文数40編［論説31編（和文30・

欧文１），総説１（和文1），短報５編（和文

１・欧文１）ノート２（和文２）特別寄稿１］

口絵11（和文８　欧文３）

投稿数昨年比　＋８　　査読中　66編

・昨年のスマトラ沖地震に関連した口絵原

稿が非会員より投稿された．会員にとっ

て意義ある口絵として検討する価値があ

ると認め，編集委員会としては，受付け

たい．

→非会員口絵投稿については，掲載価値

のある投稿であるとの編集委員会の説明

を受け，理事会として掲載を了承した．

The Island arc編集委員会（担当理事-増田，

事務局　渡部・竹内圭史）

・今後の方針について，表紙の改訂や雑誌

名の変更，新たな口絵の採用など，検討

中．

企画出版委員会（担当理事-高橋）

The Island arc連絡調整委員会（担当理事-増

田，委員長-会田）

・学振に平成17年度科研費の交付申請書を

出した．

・学振より平成16年度科研費の交付確定通

知があった．

４．普及教育事業部会（部会長-高橋，中井）

地学教育委員会（委員長-阿部国広）

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）

地質災害委員会（担当理事-天野）

JABEE委員会（委員長-天野）

技術者継続教育委員会（PDE）（委員長-公文）

地球惑星連合（木村副会長）

【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）

→評議員会・総会に向けて最終とりまとめ

中であると報告を受けた．新井田副委員長

が代理報告の旨，理事会には当日に報告さ

れることになる．

名誉会員推薦委員会（委員長-加藤副会長）

→名誉会員候補者として４名の会員が推薦

され，まもなく決定との報告を了解した．

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）

法人化実行委員会（委員長-齊藤会長）
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ていただいた次の６名の方々を，最終的

に候補者として推薦した．

木村　学，齊藤靖二，田崎和江，立石雅

昭，永原裕子，三宅康幸

４．その他

１）学会会員の個人情報利用に関すること，

支部，委員会等での利用など

→支部，委員会等での利用などは，会員名

簿の範囲において，支部，委員会，あるい

は会員個人が適正に利用することは，その

自主性に任せる．学会として会員の個人情

報利用等について何らかの文書を用意する

ことを法務委員会でも検討してもらう．

２）外部理事を入れた会則改定案

→文科省の考え（助成課福元氏）としては，

・従来の定款で進める

・“必要に応じて”という文言で読む

・役員選考規定で１行入れておく

という順に現実的な対応すればよいとのこ

と，従って，定款上の文言として「外部理

事」を明記しないで済ませたいとの判断．

これは申請学会が特定の業（職）種による

会員構成かどうか，理事の構成においても

異業（職）種が含まれているか，の２点に

ついてそれぞれの対応となるため．地質学

会は複数業種の会員構成，理事構成だから，

問題は少ないとの見込み．

→外部理事云々の契機となったのは，ある

申請学会の理事構成が大学教官からだけで

なっており，偏り過ぎていたことによると

のこと．

３）各賞の選出方法についての継続審議

・地質学会賞および国際賞の選出は別途選

考委員会を編成し，従来の選考委員会は，

それ以外の論文賞等の選考に当たるべ

き．

・学会誌掲載論文に限らないで，若手会員

の業績を広く当たり，35才までを対象と

した「新人賞」を設けてエンカレッジす

べきである．

・奨励賞は掲載論文を対象に選考するもの

で，新人賞と同時に顕彰することも可能

である．

・国際賞は予算が積み上がっているから，

もっと積極的に選考すべきである．

・全会員からの推薦公募だけでは，学会賞

や国際賞は選考しきれないので，ノミネ

ーションの組織も必要．視野の広いベテ

ラン有識者群からの答申を，公募推薦に

加えて候補者の漏れをなくすべき．

・ノミネーションに戦略は必要であるが，

選考とは厳密に分けて扱う必要がある．

組織としても分けるべき．

・ノミネーション委員会（WG）と選考委

員会の２つの組織で行うべきで，前者は

選考委員会のサブワーキングとすれば良

い．

→９月評議員会への提案とするため，宮

法務委員会（担当理事-上砂）

・近日中に法務委員会開催を予定

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-鈴木徳行）

・京都大会講演申込フォームの最終テスト

中．大会HP公開に合わせて近日公開予

定．

ビジョン委員会（倉本委員長）

・「将来ビジョン委員会」委員は全員が承

諾

選挙管理委員会

審議事項

１．代議員総会準備について

・総会資料の確認

・総会出席者数，委任状の確認

→実際の委任状態は，白紙・議長・理事，

代議員個人への４通りがあり，議決の際

の扱いの検討を行った．総会委任状の扱

いについては，規約等で規定されていな

い．評議員会での委任票の扱いは取り決

められているので，原則的にそれになら

うこととし，総会成立数にのみ算入した

いが，個人宛の委任票の扱いは，事前に

説明がなされていないため，今回は委任

された代議員に預けることとした．同時

に，次回総会にむけた検討を法務委員会

に付託する旨総会に提案することとし，

総会議事の「その他」で提案することと

した．

・代議員の出欠状況の確認をし，返事未提

出の代議員に対し督促することとした．

・議長陣等：会場からの立候補・推薦が無

いときに備えておくこととした．

・倉本理事より，パネルディスカッション

のパネリストの確認と準備状況の報告を

受けた．

２．次回評議員会に向けて

１）05年１月～３月度決算書類の確認

２）名誉会員候補者の選出

３）50年顕彰会員の選出

４）選挙管理委員の選出

→理事会から前委員に依頼した結果，現

時点で２名から承諾，１名から否の返事

あり．小布施明子・坂本正徳両委員の再

任と，高橋路輝・加藤　潔氏の新任とす

ることとした．

５）その他

→総会委任状の扱いを提案することとし

た．代議員から２名程度検討に参加して

頂く．

３．機関別認証評価に関わる専門委員候補者

の最終候補者の確認

・評議員会のメールによる承認で10名の方

を候補者として選んだが，書類を提出し

下理事にこれまでの議論をとりまとめて

いただくこととした．実際には選考委員

会のWGとして，可能であれば９月から

活動させたい．

2005年度　第10回理事会

議事録

期　日：2005年5月22日（火）

12：00～13：00

場　所：幕張メッセ国際会議場　レストラン

個室

出席者：齊藤会長，加藤副会長，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・徐・高橋・中井・

久田・宮下・向山，石渡評議員会議長，三

宅副議長，オブザーバー：伊藤谷生・高木

秀雄，橋辺（事務局）

欠席理事：（議長委任）増田

議　題

１．2005年度第１期（１月～３月）決算につ

いて

・向山理事より５月18日の会計監査が滞り

なく修了したとの報告があった．

・総会では，会計関係は佐々木会計委員長

が報告する．

２．名誉会員候補者の選出

加藤名誉会員推薦委員会委員長より下記の

４名の候補者を選出したことが報告され了承

した．

候補者　荒牧重雄（東大名誉教授）・井上

英二（元地質調査所所長）・鎮西清高（京大

名誉教授）・松田時彦（東大名誉教授）

３．各賞候補者の選出について

選考委員会（保柳委員長）より報告書が提

出され，下記の受賞候補者の選出が報告され

た．時間的な余裕がなく推薦文についてはま

だ未整理のものもあるが，とりあえず総会資

料として添付し，最終的には総会報告として

News誌に掲載するものを正としたいとのこ

とであった．選考委員長欠席のため，評議員

会への報告，提案は新井田委員から行われる．

・日本地質学会賞（１件）嶋本利彦会員

「断層の力学的挙動と地震発生過程の力

学的研究」

・日本地質学会論文賞（２件）

高橋雅紀・柳沢幸夫「埼玉県比企丘陵に

分布する中新統の層序－複合年代層序に

基づく岩相層序の総括－」地質学雑誌，

110巻，５号，290-308，2004年

大竹正巳「カルデラ湖における火山砕屑

性重力流堆積物の堆積相と堆積様式－栗

駒南部地熱地域，更新統管ノ平層の例－」

地質学雑誌，110巻，６号，331-347，

2004年．
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・独）科学技術振興機構（電子アーカイブ

対象誌策定委員会）より電子アーカイブ

対象候補基礎調査（アンケー）回答の確

認と補足：重要な学術雑誌について過去

の論文にさかのぼって電子化するための

優先順位の検討材料となる．→公文理事

が確認して提出する．

・外部の賞公募

１）平成18年度，文部科学大臣表彰科学

技術賞および若手科学者賞の公募（文

部科学省研究振興局），締切→

05/7/22HP，News誌に掲載

２）平成17年度東レ科学技術賞および東

レ科学技術研究助成の公募，締切→

05/10/7，HP，News誌に掲載

３）第２回学術振興会賞の公募（日本学

術振興会），8/3-10，→HP，News誌

に掲載

４）沖縄研究奨励賞（（財）沖縄協会）

公募案内，7/15-9/30→HP，News誌

に掲載

・地盤工学会（会長：太田秀樹），土木学

会（会長：三谷　浩）役員交代挨拶状

・鹿児島大学教員公募→HP，News誌に掲

載

・「秋田県の地すべり」２冊寄贈（日本地

すべり学会，「秋田県の地すべり」編集

部会）

・サイエンスキャンプ2005（日本科学技術

振興財団），８月～９月実施案内→HP，

News誌に掲載

・学術会議公開講演会「科学におけるミス

コンダクトの現状と対応策」7/4，10：

00-17：00学術会議講堂→HP，News誌

に掲載

・那須孝悌追悼シンポジウム開催，9/3→

HP，７月号News誌に掲載

会員関係（担当理事　倉本）

１）入退会の承認

入会（正４）宮下耕一　栗山健弘　橋本智

雄　芝闢文一郎

（正割10）中尾武司　生野静香　齊藤友

比古　古堅千絵　土橋広宣

松永英里　平田正礼　三輪成

徳　山闢新太郎　忍海辺智子

（準１）一田昌宏

退会（正３）西　奈保子　森山哲太郎　林

美明子

逝去（正１）宮城一男（５月31日）

・弔文については，氏家・蟹沢両氏に相談

して，推薦してもらう（事務局から）．

２）５月末現在会員数

賛助35，名誉74，正4,517（内，院割197），

学生32，合計4,658名

関連学会連合（担当理事-天野）

・地質科学関連学協会連合

当初予定のシンポジウム中止，しきり直し

で，シンポジウムを計画する予定．

・自然史学会連合

・日本地質学会研究奨励賞（２件）

闍橋昭紀（平野弘道・佐藤隆司　共著）

「北海道天塩中川地上部白亜系の層序と

大型化石群の特性」地質学雑誌，第109

巻，２号，77－95，2003年．

尾上哲治（永井勝也・上島　彩・妹尾

護・佐野弘好　共著）「九州・四国の三

宝山付加コンプレックスの玄武岩類の起

源」 地質学雑誌，110巻，４号，222-

236，2004年．

・日本地質学会表彰（２件）

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「地質情報展の開催」

石黒　耀「著書『死都日本』と『震災列

島』による地質学の的確な紹介」

４．その他

１）選挙管理委員会委員は下記５名の方に委

嘱することとした．

小布施明子（石油資源技研）加藤　潔（早大）

坂本正徳（國学院大）関　陽児（産総研）高

橋路輝（（株）サンコア）

２）その他

総会議事進行について確認，検討した．

→総会委任状の扱い等については今後検討

することとして，評議員会に提案し総会議

題「その他」で審議することとした．検討

には代議員から２名程度参加して頂く

2005年度　第11回理事会

議事録

期　日：2005年６月13日（月）

14：00～19：00

場　所：地質学会事務所

出席者：齊藤会長，渡部常務理事・天野副常

務理事・上砂（16：00-18：00）・公文・倉

本（14：00-15：30）・徐・高橋・久田・向

山，橋辺（事務局）

欠席理事：（議長委任）加藤副会長，木村副

会長，大友・狩野・中井・増田・宮下

報　告

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）

・下記の共催等の依頼について，承諾した．

１）第21回ゼオライト研究発表会（ゼオ

ライト学会主催），2005/11/21-22，豊

橋市，共催

２）第31回リモートセンシングシンポジ

ウ ム （ 計 測 自 動 制 御 学 会 ），

2005/10/31-11/1，つくば文部科学省

研究交流センター，協賛

３）青少年のための科学の祭典2005（日

本科学技術振興財団），2005/8，東京，

後援

・地理関連学会連合

会計関係（担当理事-向山）

広報委員会（担当理事-大友）

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）

２．学術研究部会（部会長-久田，徐）

行事委員会（久田委員長）

・京都大会発表受付開始7/8締切．

・再来年度の東北大会（2007年）について

秋田大学（高島さん）に照会中．

・今後の順番：東北支部→北海道支部→西

日本支部（支部長に連絡を取る）

専門部会連絡委員会

国際交流委員会（徐委員長）

・地質学会としての国際交流はどんな意味

か考え直す時期である．

・国際交流委員会として検討し，理事会に

報告する．

ヒマラヤ地質研究委員会（委員長-在田一則）

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）

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-久田，宮下＝企画担当）

今月の編集状況（６月10現在）

本年度投稿論文数47編［論説37編（和文36・

欧文１），総説２（和文２），短報５編（和文

１・欧文１）ノート２（和文２）特別寄稿１］

口絵11（和文８　欧文３）

投稿数昨年比　＋２

査読中　71編

企画部会報告

・特別寄稿３名（地質学会会員以外投稿を

依頼）

＊岡田　弘，衣笠善博，平田　直

＊カラーページ超過等については編集委

員会が考慮する．

＊別刷りについては希望を編集委員会が

考慮する．

＊著者プロフィールを乗せる．

・地学教育関係の総説を認めたい．地質学

雑誌の学術的なレベルを落とさないよう

な内容を担保する．

The Island arc 編集委員会（担当理事-増田，

事務局-渡部・竹内圭史

・雑誌名・表紙デザインの変更について出

版社と協議を開始した．

（案）Island arc and collision zone,

Island arc and continent etc．

・2006年のvolumeから，変更予定項目

・カラーの口絵を新設

・古い号のPDF化を出版社の協力で行い，

Synergyの電子版を完結させる

・事務局長の交代：渡部から角替敏昭（筑

波大）へ（９月評議員会で承認）
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・著作権，総会の委任状については検討を

継続．

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-鈴木徳行）

地質学雑誌のありかた検討委員会（加藤委員

長）

ビジョン委員会（倉本委員長）

・「将来ビジョン委員会」活動開始．

選挙管理委員会

審議事項

１．総会議事録案の確認

・７月号に掲載予定．

・理事を参加者数に加え，成立要件を修正

する．

２．「学術大会講演申し込み異議申し立てに

関する処理機構規則」原案の作成

・法務委員会の原案を承認し，京都大会か

ら，｢講演申込意義申立に関する処理機

構規則｣を恒常的に適用する（News誌６

月号掲載）．

・規則の実施は2005年６月14日とする．

３．各賞の選出方法，特に日本地質学会賞，

国際賞について

・宮下理事の提案を検討し，以下の内容を

主とする内規を作成して来年度選考にお

いて実施する方向で詰めることとした．

・各賞選考委員会の下に国際賞・地質学会

賞候補者推薦WGを設置する．

・各賞選考委員会委員長は，理事会の承認

を得てWG主査（１名）およびメンバー

（15名程度）を指名する．

４．ビジョン委員会開催旅費等についての検

討，概算案（別紙参照）

・ビジョン委員会への旅費支給について，

倉本理事より概算要求あり（予定＝１回

目：７月中，２回目：京都大会時，３回

目：10月）．

・第１回分の交通費は原則として出すこと

とする（理事会決定）が，会計委員会で

検討．

以後の分については，他委員会の活動に

も関連するので，今年度研究委員会，専

門部会への補助費募集に対する他委員会

からの回答と，ビジョン委員会の要求

（第２回目以降）とをあわせて会計委員

会で検討する．

５．総会までの決定事項（各賞，役員選挙な

ど）と評議員会開催スケジュール等の再確

認

・来年度総会開催の時期：来年度について

は合同学会の開催が５月連休明け直後の

ため，同時開催は難しい．そこで，十分

な準備期間を確保した時期と会場を次回

検討することとした．一方，再来年度以

企画出版委員会（担当理事-高橋）

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）

地学教育委員会（委員長-阿部国広）

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）

・国際層序委員会による「第三紀」削除へ

の対応を早急に行う．

＊地層名委員会で検討し，答申を出す．

＊編集委員会は地層名委員会の答申を受

けて検討を開始する．

＊地質科学関連学協会連合で情報収集．

＊新国際対比表と国内層序との対応表等

を作成について検討する．

５．その他-１

支部長連絡会議（担当理事-天野）

・支部総会時期が学会事業年度からずれて

いる支部規約について，法務委員会で検

討した　

結果，問題ないことが答申された．

地質災害委員会（担当理事-天野）

・6/11関東支部との共催で，地震関係の講

演会およびパネルディスカッションを開

催

・京都大会において災害教育についてのシ

ンポジウムを地学教育委員会と共催準備

中

・災害対応のガイドライン等の作成も検討

対象→工学的判断基準は別途あるべきだ

が，その材料となる情報提供を地質学会

が従前から行っておくべき

・地質学会の役割りの見直し（次回天野が

問題点を整理し，提案）．

・プレスリリースなど地質学会全体のマス

コミへの対応について，システムを考え

る（高橋が次回までに問題点を整理し，

提案）．

JABEE委員会（委員長-天野）

・審査対象が地質に偏っており，審査員候

補者を増やす必要ある．広報して審査講

習への参加を募る．

技術者継続教育委員会（PDE）（委員長-公文）

地球惑星連合（木村副会長）

・七山氏が代理出席．

・従来からの拡大連絡会は，日本惑星科学

連合設立の承認を行い，任務を終了した．

【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）

法人化実行委員会（委員長-齊藤会長）

法務委員会（担当理事-上砂）

・５月31日法務委員会を開催．

降については，合同学会に５月末～６月

開催の要望をだす．

・評議員会開催の時期：事務局案を作成し

検討する．

・各賞選考決定：選考結果の報告，承認は，

選考期間の関係で総会直前の評議員会で

行うこととなるが，推薦結果の検討のた

めには，評議員への報告と評議員会開催

までの間や，評議員会と総会の間に多少

の時間をおくなどの時間的余裕が必要で

ある．

６．その他

１）地球惑星科学連合の英語名について

・Japan Geoscience Union （略称JPGU）

とすることを了承した．

２）地質年代について

・国際層序委員会による「第三紀」抹消問

題，第四紀問題について，地質関連学協

会連合，地層名委員会で検討する．

2005年度　第４回

定例評議員会議事録

2005年５月31日

日本地質学会　評議員会議長　石渡　明

副議長　三宅康幸

日　時：2005年５月22日（日）

13：45-14：30

会　場：幕張メッセ　国際会議場　国際会議

室（千葉市美浜区中瀬2-1）

出席者：齊藤靖二会長　加藤碵一副会長　木

村　学副会長

（評議員27名）＜1.5年任期＞　赤羽久忠　足

立　守　石渡　明　加藤　進　小嶋　智

紺谷吉弘　榊原正幸　佐々木和彦　高橋雅

紀　滝田良基　新井田清信　松岡　篤　三

次徳二　八尾　昭

＜2.5年任期＞阿部国広　荒戸裕之　安間

恵　永広昌之　国安　稔　納谷友規　新妻

信明　楡井　久　三宅康幸　矢島道子　山

路　敦　横山俊治　脇田浩二

（理事13名）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　徐　垣　高橋正樹

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９名）：会田信行　磯

闢行雄　梅田美由紀　板谷徹丸　嶋本利彦

柴　正博　田崎和江　田近　淳　保柳康一

欠席　評議員（委任状なし４名）：酒井治孝

鳥海光弘　丸山茂徳　巽　好幸　

欠席　理事（１名）：増田富士雄

＊議事に先立ち赤羽久忠・滝田良基の両評議

員を書記として選出した．

成立員数21/40 に対し，出席27名，委任
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薦が少なかったので，学会活性化のためにも

次年度からは評議員も積極的に推薦してほし

い旨の要望があった．

＜各賞候補者＞

・日本地質学会賞（１件）嶋本利彦会員

「断層の力学的挙動と地震発生過程の力

学的研究」

・日本地質学会論文賞（２件）

高橋雅紀・柳沢幸夫「埼玉県比企丘陵に

分布する中新統の層序－複合年代層序に

基づく岩相層序の総括－」地質学雑誌，

110巻，５号，290-308，2004年

大竹正巳「カルデラ湖における火山砕屑

性重力流堆積物の堆積相と堆積様式－栗

駒南部地熱地域，更新統管ノ平層の例－」

地質学雑誌，110巻，６号，331-347，

2004年．

・日本地質学会研究奨励賞（２件）

闍橋昭紀（平野弘道・佐藤隆司　共著）

「北海道天塩中川地域上部白亜系の層序

と大型化石群の特性」地質学雑誌，第

109巻，２号，77－95，2003年．

尾上哲治（永井勝也・上島　彩・妹尾

護・佐野弘好　共著）「九州・四国の三

宝山付加コンプレックスの玄武岩類の起

源」地質学雑誌，110巻，４号，222-236，

2004年．

状９名で評議員会は成立．

審議事項

１．2005年度第１期決算

向山会計担当理事から一般会計収支計算

書，貸借対照表および財産目録をもとにした

2005年第１期決算（１月１日～３月31日）報

告がなされ，賛成多数で決算を承認した．

２．名誉会員候補者の選出

名誉会員推薦委員会加藤委員長から４氏が

名誉会員候補者として推薦された．委員長か

ら候補者の略歴紹介と推薦理由の説明があ

り，選考基準や選考方法などについて質疑の

後，４氏を名誉会員候補者として総会に推薦

することを賛成多数で承認した．

＜名誉会員候補者＞　荒牧重雄（東大名誉

教授）・井上英二（元地質調査所所長）・

鎮西清高（京大名誉教授）・松田時彦

（東大名誉教授）

３．各賞候補者の選出

各賞選考委員会新井田委員長代理から，各

賞選考委員会における選考経緯と選考結果が

報告された．学会賞の選考経緯や選考方法に

ついて質疑および意見交換がなされたのち，

委員会推薦の候補者を賛成多数で承認した．

承認後，新井田委員から今年度は候補者の推

・日本地質学会表彰（２件）

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「地質情報展の開催」

石黒　耀「著書「死都日本」と「震災列

島」による地質学の的確な紹介」

・国際賞・小藤賞・功労賞：推薦および該

当なし．

４．その他

１）選挙管理委員会委員の選出

理事会から選挙管理委員会委員として，小

布施明子（石油資源技研），加藤　潔（早大），

坂本正徳（國学院大），関　陽児（産総研），

高橋路輝（（株）サンコア）の推薦があり，

賛成多数で承認した．

２）総会委任状の取扱い検討の法務委員会へ

の付託

総会における委任状取扱いの検討を法務委

員会へ付託する件について，総会に諮ること

が理事会から提案され，賛成多数で承認した．

【配布資料】

・2005年第４回定例評議員会議事次第

・2005年度各賞推薦候補選考結果報告

・日本地質学会第112年総会（2005年代議員

総会）資料

・2005年度第８回理事会議事録
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　　　  年Year 　　月Mo 　　日Day 生born on　 

　　　　　   大学 University　　　　　学部 Faculty　　　　年卒業（見込み）Year completed

修士 Master :　　　　　大学 Univ.　　　　研究科 Fac.　　　　年修了（見込み）Year completed

入　会　の　ご　案　内 
　入会ご希望の方は下記の入会申込書を日本地質学会事務局へお送りください． 
　入会には正会員1名の紹介が必要です．近くに紹介者となるべき会員がいない場合はその旨お申し出ください． 
また、申し込み時には、初年度の会費を添えてお申し込みください． 
　申込書送付先：101－0032　東京都千代田区岩本町2－8－15　井桁ビル６F　日本地質学会 
　送金先：郵便振替口座　00140－8－28067　日本地質学会 
　会費額：正会員12,000円（院生割引＊8,000円、定収のない方に限る）　準会員5,000円 
＊院生割引を希望される方は、下記の院生割引申請欄に指導教官の署名、捺印をもらってください． 

日本地質学会入会申込書　 
＊会員番号 ＊会員種別　□正会員（□院生割引）□学生 

氏名（ふりがな）Name in Japanese ローマ字表記 family name         first name

Sex：□ 男 Male　□ 女 Female　Country： 

学位　Degree:  □ 博士Dr.  □ 修士 Master  □ 技術士 Engineer  □ その他 Other

専門（下欄から3つまで） 
（Specialities less than 3 items）  1.         　　　　 2.    　　　　      3.　　　　　　　　　 
学歴 Academic career :

　　　　　   学校 High school　　　　年卒業 Year completed

博士 Doctor :　　　　　大学 Univ.　　　　研究科 Fac.　　　　年修了（見込み）Year completed

自宅住所Home address （郵便番号Zip code　　　　　－ 　　      ） 

電話Phone :　　　　　　　　　　　 　　ファックスFax :

電子メールE-mail :

所属機関・住所 Affiliation with address : （郵便番号 Zip code   　　　  －           ） 

電話Phone :　　　　　　　　　　　 　　ファックスFax :

電子メールE-mail :

連絡先 Correspondence :  　□ 自宅 Home   □ 所属機関 Office

紹介者名（正・院生会員）       　　　　　　　　　　　　印 

Recommended by （name of member）　　　　　　　　　　Signature        　　　　　　　 

院生割引申請欄：運営細則に基づき会費の院生割引を申請いたします． 

指導教官（員）　所属：　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　印 

＊受付（　　　　年　　月　　日）＊入金（　　　　年　　月　　日）振替・現金・銀行・他 
＊承認（　　　　年　　月　　日）＊送本（　　　　巻　　　号） 

上記本学の学生につき，定収のない院生（研究生）であることを証明いたします． 

太枠内のみにご記入ください（＊Official use only) 
専門分野（番号で）01：層位　02：堆積・堆積岩　03：古生物　04：構造地質　05：火山・火山岩　06：深成岩 
07：変成岩　08：鉱床地質（金属・非金属）　09：鉱床　10：鉱物　11：燃料地質　12：地熱　13：第四紀 
14：環境地質　15：都市地質　16：土木地質　17：土質工学　18：水文地質　19：探査地質　20：土木工学　 
21：情報地質　22：地震地質　23：海洋地質　24：地球物理　25：地球化学　26：地質年代学　27：地理　 
28：地学教育　29：考古学　30：その他　40：地球惑星学 

Application form for the Geological Society of Japan



SMBCファイナンスサービス株式会社 
（旧株式会社三井ファイナンスサービス） 

蕁03-5362-2856

SMBCファイナンスサービス株式会社 

日 本 地 質 学 会 会 費 等 

1 8 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0
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表紙紹介

ジローナ（スペイン）のカテドラルの貨幣石石灰岩
写真・文　大友幸子（山形大学）

10年以上前にバルセロナでのある時のお茶会で日本人マダ

ムから，「ジローナのカテドラルのところにアーモンドの化

石がたくさんはいっているのよ」という話を聞いた．「は

て？？アーモンドの化石とは？？？」と疑問に思いさっそく

見学に行った．

ジローナはバルセロナの北東約100kmに位置する町であ

る．小高い丘の一番高いところに11～18世紀にかけて造られ

たカテドラルがあり（写真上）中世の雰囲気を残す旧市街が

それを取り囲んでいる．駅からカテドラルめざして旧市街の

坂をのぼっていくと，バロック様式の正面の前には長い階段

が続いていた（写真右）．階段を登りながら足元を見ると全

面貨幣石である（表表紙写真：スケール直径約2.5cm）．「あ

あ，これをアーモンドの化石と思ったのか」と妙に納得．カ

テドラルの周辺を歩くと坂の一角に露頭が顔を出していて，

カテドラルは貨幣石石灰岩の小高い丘に建っているようであ

る．始新世にカタルーニャ地方北部から内陸に侵入した海の

石灰岩である．


