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２ 層序と年代 長谷川四郎・中島　隆・岡田　誠　　　　　続　刊 冊

③ 堆積物と堆積岩 保柳康一・公文富士夫・松田博貴　　　　　発売中 冊

４ シーケンス層序と水中火山岩類 保柳康一・山岸宏光　　　　　　　　　　　続　刊 冊

⑤ 付加体地質学 小川勇二郎・久田健一郎 ８月刊 冊

６ 構造地質学 天野一男・狩野謙一　　　　　　　　　　　続　刊 冊

⑦ 変成・変形作用 中島　隆・高木秀雄・石井和彦・竹下　徹　発売中 冊

８ 火成作用 高橋正樹・石渡　明　　　　　　　　　　　続　刊 冊

９ 第四紀 遠藤邦彦・小林哲夫　　　　　　　　　　　続　刊 冊
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日本地質学会第112年学術大会プログラム

期　日　2005年9月18日（日）～9月20日（火）
会　場　京都大学（吉田南構内）総合人間学部キャンパス

会場への交通機関のご案内

タクシー：JR京都駅から約20分・約1,800円

京都市バス：220円

JR京都駅から：京都市バス京都駅前D２のりば　206系統「京大正門前」下車

阪急河原町駅：京都市バス四条河原町のりば４　201系統「京大正門前」下車

京阪出町柳駅：京都市バス出町柳駅前のりば　201系統「京大正門前」下車

地下鉄烏丸線今出川駅：京都市バス烏丸今出川のりば　201系統「京大正門前」下車

地下鉄東西線東山駅：京都市バス東山三条のりば　201，206系統「京大正門前」下車

※自動車の入構制限を行っておりますので，車での入構は一切できません．
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会場案内図

受付　　　　　　　吉田南総合館入口

講演会場　　　　　共311講義室（吉田南１号館３F）

共312講義室（吉田南１号館３F）

共313講義室（吉田南１号館３F）

共北25講義室（吉田南総合館２F）

共北26講義室（吉田南総合館２F）

共北27講義室（吉田南総合館２F）

共北28講義室（吉田南総合館２F）

共北31講義室（吉田南総合館３F）

共北32講義室（吉田南総合館３F）

共北33演習室（吉田南総合館３F）

ポスター・企画展示会場

Bell Loungeおよび

リフレッシュコーナー

（吉田南総合館１F・２F）

休憩室　　　　　　共北３A（吉田南総合館３F）

共B03（吉田南１号館地階）

学会本部　　　　　共北11（吉田南総合館１F）

京都大会事務局　　共北12（吉田南総合館１F）

書籍・機器販売　　共北３C，共北３D，共北３G，

共北３H（吉田南総合館３F）

保育室　　　　　　共北３E（吉田南総合館３F）

地質情報展　　　　吉田南１号館地階

公開シンポジウム　共B02（吉田南１号館地階）

市民講演会　　　　京都大学百周年時計台記念館
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日本地質学会第112年学会各賞表彰式・記念講演

2005年9月18日（日）15：20－17：30

会場：京都大学百周年時計台記念館・百周年記念大ホール

プログラム
15：20－15：50 学会表彰記念講演　作家　石黒　耀氏「私が地学小説を書く理由」

15：55－16：55 新名誉会員，50年会員の顕彰式，各賞授与式

17：00－17：30 学会賞記念講演　嶋本利彦氏「断層と地震」

懇　親　会

9月18日（日）18：00～19：30 会場：京都大学生協吉田食堂

原則として予約制です．予約は８月31日締切りです．会場に余裕がある場合には，当日参加を受付けます．会場受付で確認

し，当日参加の申込みをしてください．その場合の会費は，正会員・非会員（一般）6,000円，名誉会員・院生割引会費適用

正会員・学生会員（会員の家族および非会員院生・学生含）は3,500円です．

見　学　旅　行
参加申込みは８月12日に締切られました．

大会ホームページに参加者への連絡などを随時掲載してい

ます．

http://www.geosociety.jp

なお，「小断層解析ワークショップ」に付随したＤ班のプ

レ・ミーティング巡検は，集合場所変更や天候による中止な

どの場合のために，専用ホームページを開設しました．＜

http://www.kueps.kyoto-u.ac.jp/̃yamaji/junken/＞携帯電話

からでも閲覧できます．また前日夕方までなら，案内者（山

路）に問合わせ下さい．

当日の受付について
事前参加登録は８月31日に締切ります．事前登録者には，

『参加登録票（兼入金確認証）』を９月12日過ぎに届くよう送

ります．当日は，この『参加登録票』で受付を行いますので，

忘れずにご持参ください．

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

た時点で『参加登録票（兼入金確認証）』を回収します．

１．参加登録（全員）→ネームカードの配布

２．講演要旨（予約購入者のみ）→要旨の配布

３．懇親会（参加者のみ）→名簿確認と参加証の配布

４．見学旅行（参加者のみ）→名簿確認と参加最終確認

＊　事前登録をしていない方
１．当日参加者として参加登録をする．備え付けの『参加

登録票』に必要事項を記入し受付へ．

２．当日参加登録費（講演要旨集付きです．要旨集が不要

の場合でも割引はありません）

正会員：7,000円

院生割引会費適用正会員・名誉会員・学生会員・非会

員学生：5,000円

非会員（一般・院生）：9,000円

３．講演要旨当日販売

会　員：3,500円

非会員：4,500円

４．懇親会の当日参加費（ただし，人数に余裕がある場合

に限る）

正会員・非会員（一般）：6,000円

名誉会員・院生および学生会員（家族および非会員院

生・学生含）：3,500円

企業等団体展示
ポスター会場付近で企業・団体・研究機関などによる展示

を行います．（８月10日現在）

＜ブース展示＞

産業技術総合研究所大陸棚調査研究プロジェクト

石油天然ガス・金属鉱物資源機構

石油資源開発株式会社（賛助会員）

フィッショントラック研究会

NPO法人日本サイエンスサービス

蒜山地質年代学研究所

防災科学技術研究所

＜パネル展示＞

財団法人深田地質研究所

＊追加募集等がある場合もありますので，随時大会ホームペ

ージをご覧ください．
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専門部会等ランチョン

都合により急遽会場が変更になる場合もございますので，会期

中の掲示にご注意下さい．

19日（月）12：00－13：00

共北311会場　地域地質部会・層序部会合同 昨年同様，地域地

質部会と層序部会では合同でランチョンを行います．部会員の

みならず，数多くの皆様の参加をお待ちしております．

共北313会場　火山部会（世話人：高田　亮）火山部会の活動報

告と幹事役員改訂

共北25会場　The Islamd Arc 編集委員会

共北26会場　構造地質部会（世話人：竹下　徹）構造地質部会

の基本理念，将来構想および組織について議論します．また，

構造地質研究会の解散時期と方法について議論します．

共北27会場　地方地質誌刊行委員会（世話人：加藤碵一）

共北28会場　海洋地質部会（世話人：氏家　宏・藤岡換太郎・

片山　肇）海洋地質に関連した調査・研究等の情報交換および

今後の活動に関する 意見交換を行います．お気軽にご参加下

さい．

共北33会場　地学教育委員会（世話人：阿部国広）関西圏にお

ける地学教育の普及と取り組みを今までの経過を通してみなさ

んで検討したい．中教審をはじめとする教育制度の改革の取り

組みが急速に進められている．私たち地学教育を進める者とし

て，これからの地学教育実践のあり方を検討したい．

20日（火）12：00－13：00

共北313会場　第四紀地質部会（世話人：熊井久雄）活動報告と

これからの活動内容，情報交換など

共北25会場　堆積地質部会（世話人：牧野泰彦）集会内容：堆

積地質部会の今後の運営方針について議論する．これにあわせ

て，国内外の堆積学関連の行事全般の情報交換を行う．

共北28会場　古生物部会（世話人：平山　廉）古生物部会をよ

り活性化させるため，今後の運営方針について議論する．これ

にあわせて，古生物学関連の情報交換を行う．

共北31会場　岩石部会（世話人：廣井美邦）岩石部会の活動報

告と幹事役員改訂

夜　間　小　集　会

都合により急遽会場が変更になる場合もございますので，会期

中の掲示にご注意下さい．

19日（月）18：00－20：00

共北25会場　炭酸塩堆積学に関する懇親会（世話人：山田茂

昭・井川敏恵）IODP Exp. 307「Modern Carbonate Mounds:

Porcupine Drilling」の報告および情報交換

共北26会場　構造地質学の今後の課題：他分野とのリンクと新

展開（世話人：増田俊明・竹下　徹）構造地質学の今後の発展

に必要な他分野とのリンクと新展開について，数件の講演およ

び討論を行う．

共北27会場　【ジュラ系＋】の集い（世話人：松岡　篤（代

表）・八尾　昭・小松俊文・近藤康生・鈴木紀毅・堀　利栄）

国際放散虫研究集会（2006 .3）や国際ジュラ系研究集会

（2006.9）に向けて，情報交換を行う．

共北28会場　日本地質学会の将来を考える会（略称　将来ビジ

ョン）（世話人：倉本真一）将来ビジョン委員会の議論内容の

紹介と，学会の将来ビジョンに対する会員の意見を広く聴取す

る．

共北31会場　南海トラフ地震発生帯の掘削科学（世話人：森田

澄人・橋本善孝）スマトラからの提言，そして2007年掘削開始

へ．IODP南海トラフ掘削の成功に向けて意見交換を行います．

共北32会場　地質年代（世話人：板谷徹丸・田上高広・高橋雅

紀）新学術会議体制における新地質年代委員会：過去40年間の

総括と新体制における展望と提案

共北33会場　地質学史懇話会（世話人：会田信行・神谷英利）

【講演２題】中沢圭二氏：京都大学地鉱教室の歴史．井本伸広

氏：教員養成と地学教育ー京都師範・学芸大学・教育大学の場

合

共北34会場　地形・地層の形成メカニズムに迫る－アナログ実

験と数値 実験のコラボレーション－（世話人：横川美和，遠

藤徳孝，武藤鉄司，宮田雄一郎）トピックセッション３を踏ま

えて，関連する話 題を提供頂き，さらに議論を深めます．

共北35会場　考古学への地質学の貢献（5）（世話人：渡辺正

巳・松田順一郎・井上智博・別所秀高・趙　哲済・小倉徹也）

富井　眞氏（京都大埋文研究センター）他をお招きし，京都大

学構内遺跡他についての講演とディスカッションを行います．

共北36会場　環境地質部会・旧環境地質研究委員会合同夜間小

集会（世話人：難波謙二，風岡　修，田村嘉之）：環境地質研

究委員会に関する最終報告，講演，連絡等

共北3A会場　南極地質研究委員会（世話人：本吉洋一）・第46

次隊（2004/05）の報告，・第47次隊（2005/06）の計画，・第

4回国際極年（IPY 2007/08）に向けての取り組み，・将来計

画について，・その他

共北3B会場　地質環境の長期安定性に関する研究委員会（世話

人：高橋正樹・増田俊明・吉田英一）地層処分に関する地質環

境の長期安定性研究の今後の課題」討論 会および委員会の 今

後の方針についての検討を行う

共北3F会場　地質学会若手の集い（世話人：黒田潤一郎・河野

義生・大坪　誠・遠藤良太・木村希生・山口飛鳥・上田匡将・

亀井　陽）地質学を学ぶ若手の横のつながりを広げるのを目的

とし，若手間の情報交換を行い問題点を共有する

20日（火）17：30－19：00

共北25会場　堆積地質部会（世話人：牧野泰彦）ISC2006他，国

内外の堆積学関連の行事全般の情報交換を行う．本会合には，

部会員以外のオブザーバー参加を認める．
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発　表　者　へ

一般講演の発表者は招待講演，一部のシンポジウムを除いて本

学会の会員に限ります（共同発表の場合は筆頭者に適用）．また，

やむを得ない事情により，あらかじめ連記された共同発表者内で

筆頭者の変更を希望する場合は，必ず事前に行事委員会（会期前

は学会本部へ，会期中は年会本部事務局へ）に連絡して下さい．

この場合も，シンポジウム以外の場合は「会員に限り１人１題」

の発表制限は守るものとします．代理人による代読，発表会場内

での突然の発表者変更，発表順序の変更は一切認めませんのでご

注意下さい．とくに口頭発表者の方には発表時間の厳守をお願い

いたします．発表に際しては座長の指示に従い，会場の運営がス

ムーズに行われるようご協力下さい．

口頭発表
・１題15分（討論時間を含む）

・各会場には液晶プロジェクターとOHPが準備されています．

・プロジェクターとパソコンの接続等については，発表者自身

が責任を持ち，緊急用としてのOHPシートも必ずご用意く

ださい．

・スライドプロジェクターは発表申込時に使用を申し出た講演

に対し，そのつど準備します．スライドを使用される場合は，

スライドの左下に赤丸印と映写順の番号を記入のうえ，講演

開始60分前まで（午前９時15分までに講演する方は前日，ま

たは当日の遅くとも30分前まで）に会場担当者に提出してく

ださい．終了後は，会場で返却します．

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

のは各自でご用意ください．

・展示時間は，18日（日）が9：00－15：30，19日（月）と20

日（火）が9：00－17：00です．展示準備は早めにお願いし

ます。撤収は，18日は18：30までに，19日と20日は17：30ま

でにお願いします．

・コアタイムは，18日（日）が12：00 －13：00，19日（月）

と20日（火）が13：00 －14：00です．この時間は必ずポス

ターに立ち会い，その他の時間は各自の都合によって随時行

って下さい．

・ボード面積は90cm×210cm（ヨコ×タテ）です．

・発表番号・発表題名・発表者名をポスタータイトルとして，

必ず明記して下さい．

・コンピューターやビデオを使用される場合，機器の準備は各

自で行ってください．電源は確保できませんので，予備バッ

テリーをご準備下さい．

・ポスター発表に対し，別記の要領にて優秀講演賞が授与され

ます．奮ってご準備下さい．

優秀講演賞について

今年度京都大会においても，学会講演での優秀なポスター

発表に対して優秀講演賞を授与いたします．

○本賞は，毎日３～５件の発表講演に対して授与される．

・会長から受賞者に直接賞状が授与（表彰と写真撮影）さ

れる．

・受賞ポスターは，その栄誉をたたえ，大会期間中，別途

設けられたボードに掲示される．

・News誌11月号（年会報告記事）において氏名，課題名，

受賞事由等が公表される．

○審査は選考委員会によって行われ，会長がこれを承認する．

・選考委員会は，大会期間中毎日召集され，行事委員会委

員５名，大会実行委員代表１名および各賞選考委員会委

員２名の合計８名から構成される．なお，選考委員氏名

リストは学会終了後のNews誌11月号にて公表．

○審査基準の項目

（発表様式）

・美しいポスターか

・レイアウトはわかりやすいか

・斬新であるかどうか

（内容）

・発表内容の妥当性はあるか

・発表内容にオリジナリティがあるか

○受賞発表の時期と方法

・発表は，16：00以降に行う．表彰は決定後直ちに，ポス

ター会場で行う．（なお，18日の受賞のみ表彰式・記念

講演会終了後，会場にて行う）

・ポスター会場：受賞ポスターに「花」をつける．

・口頭セッション会場：各日の最終講演後に審査結果を公

表する．

ポスター会場に“緊急展示コーナー”開設

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）ポスターボード
の希望枚数（1枚：90×210cm） ６）展示に関わる要望

実行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
法等については実行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
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日本地質学会地学教育委員会では，２年前の静岡大会から地学

普及行事の一環として，学校における地学研究を紹介し，地学教

育の奨励と振興を図ることを目的として，「地学研究」発表会を

おこなっています．この会を通じて生徒，研究者，市民の交流が

進み，地質学，地球科学への理解が深まり，普及の一助となるこ

とを願っております．

今年の京都大会では，これまでの成果と教訓を踏まえ，高校の

地学クラブのみならず，小・中学校の地学クラブの活動および授

業の中で児童・生徒が行った研究の発表も募集いたしました．京

都府内にとどまらず，全国の学校からご参加いただきます．学会

という機会に児童・生徒同士のみならず，研究者との交流も進む

ことを願っております．ポスター会場内に発表用のコーナーを用

意しますので，研究者の方々もぜひご参加下さい．

日時　2005年９月18日（日）9：00 ～ 16：00

場所　ポスター会場（京都大学吉田南総合館）

後援　京都府教育委員会，京都市教育委員会，大阪府教育委員会，

大阪市教育委員会，滋賀県教育委員会，和歌山県教育委員

会，奈良県教育委員会，兵庫県教育委員会，地球惑星科学

連合，学校科目「地学」関連学会連絡協議会（順不同）

参加校（８月10日現在，学校名のみ）

京都府立八幡高等学校　　　　　京都府立東山高等学校

京都府立桃山高等学校　　　　　京都府立洛東高等学校

京都府立福知山高等学校　　　　京都市立堀川高等学校

立命館高等学校　　　　　　　　大阪府立花園高等学校

兵庫県立加古川東高等学校　　　三重県立尾鷲高等学校

滋賀県立堅田高等学校　　　　　千葉県立柏高等学校

早稲田大学高等学院　　　　　　川崎市立有馬中学校

東海大学付属高輪台高等学校　　飛翔館高等学校

問い合わせ先（FaxかE-mailでお願いします）

日本地質学会学校教育委員会

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F

TEL:03-5823-1150 Fax:03-5823-1156

e-mail:main@geosociety.jp

地学教育委員会・災害地質委員会　共催

後援：文部科学省＊・全国高等学校長協会・全日本中学校長会・

全国連合小学校長会・日本私立中学高等学校連合会・（財）

日本教育研究連合会・日本理科教育学会・日本地学教育学

会・日本理科教育協会（＊交渉中）

期日：2005年９月19日（月）AM９：00 ～ 12：00 入場無料

会場：京都大学吉田南１号館・共B02会場

世話人：高橋　修（東京学芸大takahasi@u-gakugei.ac.jp）・阿部

国広（川崎市立西有馬小）・天野一男（茨城大）

１．パネリストによる講演

１）趣旨説明・・・世話人　９:00-９:10

２）地学は身の回りの科学，身を守る科学・・・千木良雅弘

（京都大学防災研究所）９:10-９:35

３）防災のための地学教育－特に地震災害に関して・・・松田

時彦（東京大学名誉教授）９:35-10:00

４）動き始めた防災教育－環境防災科の新設・・・諏訪清二

（兵庫県立舞子高等学校）10:00-10:25

５）ふるさとの大地を学ぶ－地球科学教育は何を教えるの

か・・・觜本　格（神戸市立飛松中学校）10:25－10:50

２．総合討論（講演者とフロアによる公開討論）

総合司会　天野一男（茨城大学・地質災害委員会）11:00-12:00

日程：9月18日（日）13：00 ～ 15：00

会場：京都大学百周年時計台記念館・百周年記念大ホール

プログラム

13:00-13:05 はじめに　竹村恵二（京都大学大学院理学研究科）

13:05-13:30 「京都の地震と活断層」岡田篤正（京都大学大学院

理学研究科）

13:30-13:55 「京都大学構内遺跡の弥生時代の土石流災害」冨井

眞（京都大学埋蔵文化財センター）

13:55-14:20 「京都盆地周辺の山地災害」千木良雅弘（京都大学

防災研究所）

14:20-14:45 「京都市の防災基礎情報の整備と対策」奥山脩二

（京都市消防局）

14:45-15:00 まとめの挨拶　　尾池和夫（京都大学総長）

入場無料．多くの方々の参加を希望します．

問 合 せ 先 ： 竹 村 恵 二 （ TEL 0977-22-0713： E-mail

takemura@bep.vgs.kyoto-u.ac.jp）

日程：9月18日（日）～20日（火）

会場：京都大学　吉田南１号館地階（入場無料）

展示内容：地質調査総合センターが有する，日本全国の各種地質

情報のなかから，特に京都及びその周辺に関する様々な研究成果

を，展示パネルや映像を使って紹介するとともに，小さなお子さ

んに楽しく地学を学んでもらうために体験学習コーナーも用意し

ています．

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

地質情報展2005きょうと
－大地が語る5億年の時

と

間
き

－

市民講演会
「京都とその周辺地域の地震と地質災害」

一般公開シンポジウム
「自然災害から子ども達を守る」

小さなEarth Scientistのつどい
～第3回小，中，高校生徒「地学研究」発表会

関　連　行　事
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世話人：廣野哲朗（hirono@jamstec.go.jp）・木下正高・芦　寿

一郎・倉本真一・徐　垣・木村　学

9月18日（日）9：00－11：30 共北26会場
海溝型巨大地震の震源断層への掘削計画NanTroSEIZE（IODP

南海トラフ掘削）は，その第１ステージが近々，2007年に開始さ

れる可能性が高く，またその過去のアナログとして四万十帯や延

岡断層の研究も盛んに行われている．一方，台湾チェルンプ断層

掘削計画（TCDP）では1999年集集地震時に滑った断層ガウジが

採取され，現在，高知コアセンターにおける掘削コアの非破壊連

続物性測定が進行中である．断層岩研究や現場計測による，地震

時すべりの挙動再現および予測を目指し，地質学・地球物理学・

地球化学・掘削および計測技術の総力を結集することが求められ

ている．本シンポジウムでは，これらの研究者による地震断層掘

削研究の成果と展望を発表する場を提供する．

座長：1―4 芦　寿一郎，5―8 林　為人，討論　倉本真一

S―1 ９：00 （招待講演）IODPによる南海トラフ巨大地震発

生帯掘削研究の概要 ……………………木下正高

S―2 ９：20 陸上付加体研究の新展開と沈み込み・地震発生

帯掘削研究 ………………………………木村　学

S―3 ９：40 （招待講演）南海トラフ地震発生帯の構造とそ

の意義－最新の成果から－ …小平秀一・朴進午

堀　高峰・金田義行

S―4 10：00 沈み込み帯における摩擦熔融時の地震性すべ

り：四万十付加体シュードタキライトからのア

プローチ …氏家恒太郎・山口はるか・坂口有人

S―5 10：20 （招待講演）台湾車籠埔断層掘削計画（TCDP）

に関する地震学的諸問題 …………James Mori

S―6 10：40 （招待講演）台湾チェルンプ断層掘削の概要お

よび応力計測・孔内検層の速報

…………………林　為人・廣野哲朗・葉恩　肇

徐　垣・木下正高・伊藤久男

S―7 10：55 台湾チェルンプ断層掘削計画で採取された掘削

コア試料の非破壊連続物性計測の速報

………………廣野哲朗・林　為人・En-ChaoYeh

徐　垣・橋本喜孝・伊藤久男

青池　寛・曽根大貴・松林　修

村山雅史

S―8 11：10 2004年スマトラ・アンダマン地震震源海域にお

ける海底変動の観察 ………………………徐　垣

DjajadihardjaYusuf・町山栄章・富士原敏也

平田賢治・荒木英一郎・渡辺一樹・荒井晃作

末広　潔・木下正高・芦寿一郎

NT05-02次調査航海乗船研究者一同

11：30 総合討論 ……………………世話人・発表者一同

世話人：嶋本利彦（shima@kueps.kyoto-u.ac.jp）・佃　栄吉・金

川久一

9月20日（火）9：00－12：00 共北32会場
甚大なる被害を与えた兵庫県南部地震から10年が経過した．日

本地質学会にも「地質学と地震」研究委員会が発足し，「地質学

が地震の研究にどう貢献するか」という視点から新しい研究の流

れを探ってきた．本シンポジウムでは，急速に進展しつつある

「断層と地震」研究の現状と今後を展望し，地質学の果たすべき

役割を浮き彫りにしたい．とくに，伝統的な断層岩の研究，断層

内プロセスを再現して断層の力学的性質を決める研究，実験的に

決まった性質に基づく地震の発生過程の理論・シミュレーション

解析，地震学的測地学的研究が，融合しつつある現状を紹介する．

また，最近の地震，津波堆積物，石油の断層シール問題などにつ

いてもとりあげたい．

座長：9―13 金川久一，14―17 嶋本利彦

９：00 主旨説明 …………………………………金川久一

S―9 ９：05 反射法地震探査による日本列島地体構造解明作

業の新たな展開 ……………伊藤谷生・井川　猛

S―10 ９：25 スマトラ沖地震津波によって形成された津波堆

積物：インドネシアスマトラ島アチェ州西海岸

の例………鎌滝孝信・西村裕一・G. Gelfenbaum

A. Moore・R. Triyono

S―11 ９：40 （招待講演）地震性断層運動時の鉱物分解に伴

うカララ大理石・模擬断層の劇的な強度低下

………R. Han・嶋本利彦・廣瀬丈洋・J.-H. Ree

S―12 ９：55 破砕－塑性遷移領域の断層岩と軟化プロセス

……………………………………………高木秀雄

S―13 10：15 断層岩と地震発生：浅部と深部，現在と過去

…………………………………………藤本光一郎

S―14 10：35 断層岩の変形機構 ………………………金川久一

S―15 10：55 断層の内部構造と力学特性－野外観察と変形実

験からさぐる断層のすべり挙動－ ……堤　昭人

S―16 11：15 断層のレオロジーを考慮した大地震発生過程の

シミュレーションモデル構築に向けて

…………………………………………芝崎文一郎

S―17 11：35 （招待講演）地震学的断層と地質学的断層の意

味について ………………………………笠原順三

11：55 討論 ………………………………………嶋本利彦

世話人：里口保文（satoguti@lbm.go.jp），川端清司，中条武司

9月18日（日）9：00－11：30 共北32会場

（3）社会に広がる地質学へ：
地質学の普及と学会の社会的貢献

（2）断層と地震：地質学はどう貢献するか（1）地震発生帯掘削研究：陸上・海底・過去・
未来

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

シンポジウム（S）の通し番号がついています．また，発表時間（質疑応答含む）は各シンポジウムによって異なります．
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学校での授業数や一般への地質学の普及状況があまりにも貧弱

であることは，多くの人が感じる所であろう．しかし，それをど

のように解決するのか？について具体的な方策がないままになっ

ている．法人化を目指している地質学会が社会に貢献すべきこと

は，研究のみならず，社会への普及・教育を行うことにもある．

本シンポジウムでは，学校，博物館，研究機関などにおける取り

組みと，そこでの問題点を通して，学会と諸機関が連携・協力す

ることで，取り組みが広がる可能性について考える．さらに，学

会が普及・教育活動の面で行えることや行わなければならないこ

ととは何か？を問いたい．

座長：18―20 中条武司，21―23 川端清司，24―25・討論　里口

保文

９：00 趣旨説明 …………………………………川端清司

S―18 ９：05 地質調査総合センター（産総研）における成果

普及活動 ……………………湯浅真人・斎藤　眞

地質調査総合センターイベントチーム

S―19 ９：25 IODPに関するアウトリーチ活動………巽　好幸

S―20 ９：40 IODPキャンペーンの効果………………寺戸　真

S―21 ９：55 日本の学校の地学教育 …………………阿部国広

S―22 10：15 大和川水系調査を通しての市民と自然史博物館

の連携活動：自然科学の普及と社会的貢献

……………………………………………中条武司

S―23 10：30 新潟大学における防災教育・普及活動

……………………………………………卜部厚志

S―24 10：50 地質環境問題の解決と地方自治体研究機関

……………………………………………風岡　修

S―25 11：10 三宅島2000年噴火と掲示板「ある火山学者のひ

とりごと」…………………………………千葉達朗

11：30 総合討論

世話人：成瀬　元（naruse@kueps.kyoto-u.ac.jp），伊藤　慎，保

柳康一，増田富士雄

9月19日（月）9：00－12：00 共北25会場
近年になり，タービダイトや土石流堆積物で代表される重力流

堆積物は驚くほど多様な特徴を持つことが明らかになってきた．

この多様性はさまざまな時間・空間スケールで観察され，大規模

な侵食・堆積地形などの巨視的な特徴から，露頭で観察される砂

岩層の堆積形態や層厚変化，そして堆積構造や粒子配列といった

微視的な特徴にまで及んでいる．このシンポジウムの目的は，さ

まざまなスケールから見た重力流堆積物の特徴を明らかにし，そ

れらの特徴がお互いにどのような関連性を持つのかを探ることに

ある．研究方法の異なる研究者同士が議論することで重力流堆積

物研究の全体像を見渡し，その多様性の中にひそむ普遍性を追求

していきたい．

座長：26―28・討論　成瀬　元，29―30 保柳康一，31―33 伊藤

慎

９：00 はじめに ………………………………増田富士雄

S―26 ９：05 シーケンス層序学から見た重力流堆積システム

の多様性 …………………………………伊藤　慎

S―27 ９：25 堆積物重力流と堆積相・堆積システム

……………………………………………保柳康一

S―28 ９：45 単層の形態と堆積構造からみたタービダイトの

多様性と普遍性－房総・新潟堆積盆の例から－

……………………………………………徳橋秀一

S―29 10：05 単層の層厚頻度分布および時系列変化からみた

タービダイトサクセッションの多様性と普遍

性－房総・新潟堆積盆の例から－ …石原与四郎

S―30 10：25 塊状タービダイト砂岩層の堆積構造と分布形態

…………………………………………宮田雄一郎

S―31 10：45 ハイパーピクナル流堆積モデルの確立に向けて

……………………………齋藤　有・増田富士雄

S―32 11：05 陸上土石流堆積物の堆積構造と粒度組成の特性

…………………………………………増田富士雄

S―33 11：25 Flow transformationがもたらす重力流堆積物の

多様性と普遍性 …………………………成瀬　元

11：45 まとめ・総合討論

共催団体：石油技術協会探鉱技術委員会・物理探査学会

世話人：高野　修（takano-o@rc.japex.co.jp）・荒戸裕之・中西健

史・松岡俊文

9月20日（火）9：00－12：00 共北27会場
近年，三次元地震探査データ解析技術が著しく進歩し，三次元

可視化やアトリビュート抽出技術の進展によって，層序学，堆積

学，構造地質学，石油地質学，古地形学などの分野に大きなイン

パクトを与えつつある．本セッションでは三次元地震探査データ

解析手法の最適化および三次元地震探査データによる地質モデル

構築技術に関する事例研究について議論する．

座長：34―42 荒戸裕之・中西健史・高野　修

S―34 ９：00 シンポジウム「三次元地震探査データ解析技術

と地質モデル」開催にあたって：趣旨説明

……高野　修・荒戸裕之・中西健史・松岡俊文

S―35 ９：05 三次元反射法地震探査技術と地下構造の可視化

……………………………………………松岡俊文

S―36 ９：30 室戸岬沖三次元反射法地震探査データから推定

される南海トラフプレート境界面の特徴

…………………辻　健・中村恭之・芦　寿一郎

徳山英一・松岡俊文

S―37 ９：55 （共催会員）熊野海盆北縁部における三次元地

震探査 …………佐伯龍男・稲盛隆穂・高野　修

S―38 10：15 （招待講演）３次元基礎物理探査「佐渡沖南西」

によって明らかにされたアワビ構造の形態及び

椎谷層油層の広がりに関する検討について

……村本宏司・大澤正博・中西　敏・有坂春彦

S―39 10：35 （共催会員）エジプト東部砂漠地域地下におけ

る三次元地震探査を用いた下部中新統砂岩体分

布予測の試み …伴　英明・高尾晶彦・木村恵一

S―40 10：55 （共催会員）ガボン深海鉱区における3次元地震

探鉱データから読み取れる海底チャネルの

（5）三次元地震探査データ解析技術と
地質モデル

（4）重力流堆積物の多様性と普遍性
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Seismic Geomorphologyと解釈例の紹介

………………………………井上久隆・東中秀樹

S―41 11：15 （共催会員）三次元地震探査エラスティックイ

ンピーダンスの新解析手法：砂岩体検知への適

用例………………………常山　太・Gary Mavko

S―42 11：35 シーケンス層序学と三次元地震探鉱データの統

合による河川成堆積システムの可視化：オース

トラリアCooper/Eromanga堆積盆地の例

……………………………………………中西健史

11：55 まとめ ………………………高野　修・荒戸裕之

中西健史・松岡俊文

共催団体：石油技術協会探鉱技術委員会

世話人：辻　喜弘（tsuji-yoshihiro@jogmec.go.jp），中水　勝・

並川貴俊

9月19日（月）9：00－12：00 共北26会場
西南日本太平洋側の南海トラフ海域には，地震探査記録上に海

底面とほぼ平行に発達しメタンハイドレート分布の下限を示すと

されるBSR（Bottom Simulating Reflector：海底疑似反射面）が

広く認められている．メタンハイドレートが我が国の将来の資源

となりうるか否かの評価の一環として，２次元・３次元の地震探

査に加え，平成16年には基礎試錐「東海沖～熊野灘」により16地

点での掘削が実施された．同試錐では，検層記録やコア試料など

の貴重なデータが得られている．本シンポジウムでは，これらの

データによる同海域東部でのメタンハイドレートの産状と集積シ

ステムについての研究成果を紹介し議論する．

座長：43―51 辻　喜弘

S―43 ９：00 南海トラフ海域のメタンハイドレートに関連す

る最近の話題 …辻　喜弘・中水　勝・並川貴俊

S―44 ９：20 海山沈み込みによる天竜海丘の形成と断層系～

アナログモデル実験による検討～

……山田泰広・長村直樹・馬場　敬・松岡俊文

S―45 ９：40 （共催会員）コアと検層記録からみた東部南海

トラフにおけるメタンハイドレートの産状と飽

和率 ……………藤井哲哉・並川貴俊・奥井智治

川崎正行・落合浩志・中水　勝・辻　喜弘

S―46 10：00 （共催会員）南海トラフ海域のBSR（Bottom

Simulating Reflector）の試錐調査結果と考察

……並川貴俊・林　雅雄・中水　勝・辻　喜弘

S―47 10：20 （共催会員）地震波属性を用いたメタンハイド

レート賦存層の抽出 ………稲盛隆穂・佐伯龍男

S―48 10：40 坑井および震探シーケンス層序解析による東海

沖三次元震探エリアの更新統海底扇状地システ

ムとMH賦存砂岩層分布の検討

…………………高野　修・西村瑞恵・藤井哲哉

鈴木清史・林　雅雄・小林稔明

S―49 11：00 （共催会員）ハイドレート胚胎層を含む地層温

度 ………………福原政文・藤井香澄・藤井哲哉

S―50 11：20 南海トラフ付加体におけるメタンハイドレート

の分布と挙動－間隙水の塩素濃度異常と高分解

能温度プロファイルからの考察－

………………………………松本　良・武内里香

S―51 11：40 南海トラフにおけるメタンハイドレートの集積

メカニズム ……馬場　敬・山田泰広・加藤　新

世話人：沢田順弘（sawada@riko.shimane-u.ac.jp），酒井哲弥・

仲谷英夫・板谷徹丸・兵頭政幸・中務真人・国松　豊

9月19日（月）9：00－12：00 共北32会場
人類が「何時，どこで，どのようにして誕生したのか？」は地

球史のビッグイベントの中でもとりわけ魅惑的なテーマである．

20世紀末から21世紀初頭にかけて，類人猿から初期人類に至る進

化史上，重大な発見があいついだ．人類進化史解明は学際的な分

野であり，多方面からの総合的な研究を必要とする．本シンポジ

ウムでは人類誕生前後にあたる1600万年前から500万年前を焦点

に，揺籃の地であるアフリカを中心にして東南アジアも含めて，

地質学，年代学，古生物学，古霊長類学からみた環境変遷史とホ

ミノイド進化について，最新の研究成果を発表し，議論する．

座長：52―56 酒井哲弥・沢田順弘，57―60 仲谷英夫・板谷徹丸，

討論　沢田順弘・中務真人

９：00 本シンポジウムの趣旨 …………………沢田順弘

S―52 ９：03 ケニアにおける中新世ヒト上科化石産出層の地

質学的背景と年代 …………沢田順弘・酒井哲弥

実吉玄貴・板谷徹丸・兵藤博信

S―53 ９：21 ケニアリフトの中新統から読みとった気候変化

とその意義 ……酒井哲弥・実吉玄貴・沢田順弘

S―54 ９：38 ケニア・フォノライト溶岩の鉱物40Ar/39Ar年代

とその人類学的意義

…………………板谷徹丸・兵藤博信・沢田順弘

S―55 ９：53 人類の進化と拡散：古地磁気学的検証 兵頭政幸

S―56 10：08 ケニア北部サンブルヒルズの中新世哺乳類動物

群の地質年代と古環境 ……仲谷英夫・辻川　寛

S―57 10：26 （招待講演）The Chimpanzee and the myth of

the missing link …………………Martin Pickford 

S―58 10：46 （招待講演）人類の誕生と現生アフリカ類人猿

の進化を巡る諸問題 ………中務真人・國松　豊

S―59 11：04 （招待講演）Third millenium： a new chapter

opened in the history of our earliest origins

………………………………………Brigitte Senut

S―60 11：22 （招待講演）中・鮮新世の初期人類：その多様

性は？ ……………………………………諏訪　元

11：40 総合討論

世話人：岡田篤正（okada@kugi.kyoto-u.ac.jp），竹村恵二・杉山

雄一・吉岡敏和・堤　浩之

9月19日（月）9：00－12：00 共北27会場
1995年兵庫県南部地震（M7.3）の発生以後，活断層調査の必

（8）活断層研究の新展開－新たな飛躍に向けて

（7）人類誕生，その前夜と黎明

（6）南海トラフ海域のメタンハイドレートに
関連する最近の話題
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要性が広く認識され，活断層から起こる大地震の活動履歴，大地

震の時期予測などを解明する調査が各種関係機関や大学などを中

心として行われてきた．日本全国に分布する主要な活断層を98の

断層帯にまとめ，約10年にわたる調査・研究も一応ほぼ終了した．

そして，これら活断層の長期的な評価が地震調査委員会から公表

されてきたが，これも今春で全て発表された．また，これらから

発生する強震動の評価や予測についても，地震調査委員会から

「全国を概観した地震動予測地図」として今春に公表された．

さらに本年度から，近い将来の大地震の発生が懸念される糸魚

川-静岡構造線活断層帯の重点的な調査，98断層の補完・追加調

査も開始される計画であることから，今年は活断層の調査・研究

の大きな節目に当たっている．兵庫県南部地震以後にも，大きな

内陸地震が数多く発生している．1998年雫石地震（M6.1），2000

年鳥取県西部地震（M7.2），2004年新潟県中越地震（M6.8），

2005年福岡県西方沖地震（M7.0）など，活断層に起因した直下

型大地震は連続して起きており，活断層に関する関心は依然とし

て高い．

そこで，活断層研究の課題，将来展望，計画などについて，日

本地質学会総会でシンポジュウムを企画し，討議することにした．

このシンポでの討議の内容は次のようなキーワードにまとめられ

る．長大な活断層のセグメント区分，地下構造，活動履歴（の再

検討），大地震の予測，大地震の連鎖（連動破壊），伏在活断層の

問題，断層破砕帯と断層物質，地震災害予測と活断層・地質情報

（の貢献），活断層調査の問題点と今後の課題などである．これら

の課題はup-to-dateな話題であるだけでなく，貴重な成果もすで

に数多く得られてきているので，発表内容は充実していると考え

られる．しかしながら，シンポの時間的な制約から，下記のよう

な題名と内容に限られたが，白熱した議論・討議を期待したい．

座長：61―64 杉山雄一・吉岡敏和，65―67 堤　浩之，68―69

竹村恵二

９：00 主旨説明 ……………………岡田篤正・竹村恵二

杉山雄一・吉岡敏和・堤　浩之

S―61 ９：05 糸魚川－静岡構造線活断層系の活動モデルと今

後の課題 ………宮腰勝義・三浦大助・井上大栄

S―62 ９：22 中央構造線活断層帯の活動区区分と諸特徴

……………………………………………岡田篤正

S―63 ９：39 （招待講演）北海道北部，天売・焼尻島におけ

る第四紀後期の隆起速度の検討

…………………越後智雄・小田　晋・岡田真介

S―64 ９：56 九州中央部の正断層群 ……竹村恵二・千田　昇

10：13 休憩

S―65 10：23 地震探査による活断層－震源断層システム研究

の現状と展望－ ………………………佐藤比呂志

S―66 10：40 変動地形と地下構造から推定される逆断層の運

動像と断層構造 …………………………石山達也

S―67 10：57 断層間相互作用と「連動」－断層個別評価から

広域地震テクトニクスとの融合的評価－

……………………………………………遠田晋次

S―68 11：14 活断層の活動確率評価のための活動セグメント

区分 …………………………吉岡敏和・粟田泰夫

S―69 11：31 活断層情報の地震災害予測への更なる貢献に向

けて ………………………………………杉山雄一

11：48 総合討論－まとめ …………岡田篤正・竹村恵二

杉山雄一・吉岡敏和・堤　浩之

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

隆・丸茂克美・吉田英一・難波謙二・高嶋恒太

9月20日（火）14：00－16：00 共北32会場
座長：1―4 高嶋恒太，5―8 上砂正一

O―1 14：00 関西での地質汚染調査 …………………上砂正一

O―2 14：15 関西における地質汚染－地質汚染と土壌汚染の

違い－ ……………………………………松山紀香

O―3 14：30 神栖町有機砒素汚染地質汚染A地区とB地区の関

係 …………………………………………楡井　久

/茨大広域水圏センター神栖町有機砒素地質

汚染調査団/茨城大学広域水圏センター

農薬・遺棄化学物質地質汚染調査浄化研究グループ

O―4 14：45 （招待講演）有機砒素（ジフェニルアルシン酸）

除去に関する研究報告 …………………藤原　務

O―5 15：00 神栖町での有害有機砒素地質汚染と非汚染米の

収穫 ……檜山知代・茨城大学広域水圏センター

農薬・遺棄化学物質地質汚染

調査浄化研究グループ

O―6 15：15 もらい汚染－土壌汚染対策法が切り捨てた地質

現象－ ……………………………………高嶋恒太

O―7 15：30 蛇行域に位置する汚染サイトと蛇行ショートカ

ットの環境影響

…………………大岡健三・楡井　久・楠田　隆

O―8 15：45 地質汚染モデル実験と単元の重要性

……田村嘉之・須藤雅彦・石井泰裕・風岡　修

篠原　誠・佐藤光男・楠田　隆・楡井　久

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

昭・小松俊文・近藤康生・鈴木紀毅・堀　利栄

2．ジュラ系＋

1．関西と関東の地質汚染調査・浄化の温度差
－完全浄化で環境資源の再生をめざす

Green Geology－

口頭およびポスター発表

＊口頭（O）・ポスター（P）それぞれに通し番号がついています．

＊口頭発表時間15分（質疑応答），ポスター発表コアタイム　18日12：00－13：00 19・20日13：00－14：00
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9月20日（火）14：00－17：00 共312会場
座長：9―13 近藤康生，14―16 堀　利栄，17―18 松岡　篤

O―9 14：00 ニュージーランド北島，ワイパパテレーン付加

体中の遠洋性堆積物層序と高緯度帯放散虫群集

産出の意義 ……相田吉昭・竹村厚司・山北　聡

堀　利栄・鎌田祥仁・鈴木紀毅・榊原正幸

小玉一人・酒井豊三郎・Hamish J. Campbell

K. Bernhard Spörli

O―10 14：15 ニュージーランド北島Arrow Rocks島に於ける

チャート－砕屑岩層の化学組成と三畳紀前期海

洋無酸素事変（OAEs）……堀　利栄・榊原正幸

前田朋子・樋口　靖・藤木　徹・相田吉昭

酒井豊三郎・竹村厚司・山北　聡・小玉一人

池原　実・鎌田祥仁・鈴木紀毅

Hamish J. Campbell・K. Bernhard Spörli

O―11 14：30 南中国の三畳紀古－中世放散虫化石群集－P/T

絶滅事件後の回復過程の記録－ ………八尾　昭

桑原希世子・江崎洋一・劉　建波・ハオ維城

姚　建新・郊　国敦・李　家譲・羅　允義

O―12 14：45 放散虫の餌生物からみた海洋生態系の変遷：ト

リアス紀末の大絶滅と回復過程を例にして

……………………………………………松岡　篤

O―13 15：00 熊本県五木・五家荘地域の秩父累帯南帯に分布

する上部ジュラ系 ………………………石田直人

O―14 15：15 高精度なジュラ紀放散虫化石帯の構築に向けた

Tricolocapsa属の分類の再検討………畠田健太朗

O―15 15：30 被覆層の礫岩から読みとる付加体の海洋プレー

ト層序－北部北上山地田老帯槙木沢層と宮古層

群の関係を例に－ ………二階堂　崇・松岡　篤

O―16 15：45 島根県西部に分布する樋口層群の前期ジュラ紀

二枚貝化石～北方系二枚貝Kolymonectes属の産

出～ …………………………永田紘樹・小松俊文

O―17 16：00 汽水域群集における生活様式・分類群の組成：

我が国のジュラ系・白亜系にみられる多様化

……近藤康生・香西　武・菊池直樹・菅原憲博

O―18 16：15 西南日本外帯ジュラ紀アンモナイトの総括的目

録 …………………………………………佐藤　正

16：30 総合討論

9月20日（火）コアタイム　13：00－14：00

ポスター会場
P―1 京都西山地域の中・古生界～特に丹波帯の形成開始年代

について～ …………………………………………菅森義晃

P―2 兵庫県生野地域における丹波帯三畳紀？－ジュラ紀付加

コンプレックス ……………澁谷 奨・堀　利栄・榊原正幸

世話人：横川美和（miwa@is.oit.ac.jp），遠藤徳孝，武藤鉄司，

宮田雄一郎

9月18日（日）9：00－11：30 共北25会場
座長：19―23 遠藤徳孝，24―28 横川美和

O―19 ９：00 砂床累重速度が平行葉理におよぼす影響につい

ての実験的研究－予報－ …横川美和・成瀬　元

西尾匡史・鴨川真人・井本和里

O―20 ９：15 混濁流によるアンチデューン形成の試み

……………………………宮田雄一郎・田中凡子

O―21 ９：30 造波水槽実験で形成した粗粒ベッドウェーブ

……………………………山口直文・増田富士雄

O―22 ９：45 振動流によるハンモック状斜交層理の堆積実験

……………………………高川智博・増田富士雄

O―23 10：00 実験とシミュレーションによる水中粒子の沈降

挙動解析 ………三善孝之・山田泰広・松岡俊文

O―24 10：15 火砕流堆積物における密度およびサイズ分離の

メカニズム ………………………………三谷典子

ハンスーゲオルグ　マトゥッティス・門野敏彦

O―25 10：30 付加体形成における海山沈み込みの影響～個別

要素法シミュレーションによる検討～

…………………山田泰広・田中秀憲・長村直樹

馬場　敬・松岡俊文

O―26 10：45 日高衝突帯西部の馬追丘陵の弾塑性変形

………………………………林大五郎・森下忠良

O―27 11：00 （招待講演）隆起陸塊の降雨侵食実験…大内俊二

O―28 11：15 定常的海水準低下のもとで実現するオートジェ

ニックな平衡河川：幾何モデルおよびアナログ

水路実験 ……武藤鉄司・ジョン　スウェンソン

11：30 総合討論ほか

9月18日（日）13：00－15：00 共北25会場
座長：29―32 宮田雄一郎，33―35 武藤鉄司

O―29 13：00 海水面上昇の河川デルタへの影響に関する数値

シミュレーション …………赤松良久・武藤鉄司

Gary Parker

O―30 13：15 水槽実験で再現する水中砂質堆積物のブリーチ

ング …………………………尾芦裕子・武藤鉄司

O―31 13：30 （招待講演）崖錐地形の発達に関する数値モデ

ルの作成 …………………小花和宏之・松倉公憲

O―32 13：45 数値シミュレーションによる海浜変形の予測

…………………芹沢真澄・宇多高明・熊田貴之

三波俊郎・古池　剛・石川仁憲

O―33 14：00 バルハン間の直接相互作用についての水理実験

…………………遠藤徳孝・谷口圭輔・勝木厚成

O―34 14：15 砂丘間の相互作用シミュレーション

……勝木厚成・菊池　誠・遠藤徳孝・西森　拓

O―35 14：30 植生を考慮した砂丘の動力学の数理模型

……………………………………………西森　拓

14：45 総合討論

9月18日（日）コアタイム　12：00－13：00

ポスター会場
P―3 河川系複雑応答説は正しいか： 河岸段丘の生成実験

……………………………秋山美奈子・武藤鉄司

世話人：清川昌一（kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp）・山口耕生・

4．地球史とイベント大事件－1

3．アナログ実験と数値実験で探る地形・地層の
形成メカニズム
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黒田潤一郎

9月19日（月）14：00－17：30 共北27会場
座長：36―39 清川昌一，40―44 山口耕生，45―49 黒田潤一郎

O―36 14：00 白亜紀/第三紀境界とチチュルブ衝突－その同時

性を巡る論争－ …………………………後藤和久

O―37 14：15 海洋無酸素イベント（OAE）と地球内部変動～

高解像度炭素・鉛同位体記録からみた大規模火

山活動とOAE-2の関連～

……………黒田潤一郎・小川奈々子・谷水雅治

コフィン ミラード・北里　洋・大河内直彦

O―38 14：30 白亜紀中期の海洋無酸素事変のシミュレーショ

ン ……………………………三角和弘・山中康裕

O―39 14：45 PT境界における炭素同位体比の低下は本当にメ

タンハイドレートの溶解が原因か？

………………………………角和善隆・松本　良

O―40 15：00 超海洋中央部のGuadalupian-Lopingian境界にお

ける炭素同位体比変動

…………………磯闢行雄・川幡穂高・太田彩乃

O―41 15：15 カナダ・ヒューロニアン累層群における元素の

挙動と酸化還元環境の変遷 ……………平井建丸

田近英一・多田隆治・山本信治

橘　省吾・磯闢行雄

O―42 15：30 西オーストラリア，マウントブルース超層群に

見られる堆積盆の変遷

…………………………小牟礼麻依子・清川昌一

堤之　恭・藤内智士

O―43 15：45 西オーストラリアMt. Roe Basalt（27.7億年前）

に挟在する堆積岩中の準安定な硫化鉱物とその

意義 ……………新妻祥子・掛川　武・根建心具

O―44 16：00 海洋の酸化還元状態の経年変化と氷河期－炭酸

塩鉱物の局所微量元素分析－ …………小宮　剛

O―45 16：15 太古代～初期原生代の黒色頁岩中の黄鉄鉱の鉄

同位体組成は，果たして大気中酸素濃度（pO2）

の進化を記録しているか？ ……………山口耕生

O―46 16：30 32億年前の海底熱水環境： 西オーストラリア，

西ピルバラ，デキソンアイランド層について

…………………清川昌一・片上亜美・伊藤　孝

池原　実・北島富美雄

O―47 16：45 西オーストラリア，Marble Bar Chertから見る

初期生物圏の多様性

……帆足雅通・山口亜矢・根建心具・奈良岡浩

O―48 17：00 太古代におけるピルバラ地塊の仮想古地磁気極

移動曲線の 復元と大陸移動速度 ………菅沼悠介

浜野洋三・新妻祥子・帆足雅道

新妻信明・根建心具

O―49 17：15 層状貫入岩体の鉱物晶出順序の地球史的変化及

びオフィオライトとの比較：初歩的な概説

……………………………………………石渡　明

9月19日（月）コアタイム　13：00－14：00

ポスター会場
P―4 二畳紀後期～三畳紀中期の古海洋変動解明に向けて－西

南日本内帯のチャート・泥岩層の層序の復元と予察的報

告－ …渡部哲子・加藤拓弥・柏山祐一郎・山本信治

磯崎裕子・佐久間広展・田近英一・多田隆治

P―5 南シナ海沿岸に分布する超巨大津波堆積物：ベトナム南

部に分布するYellow Sand Coverの堆積学的特徴

…………………北沢俊幸・七山　太・秋葉文雄

橋本哲夫・立石雅昭

世話人：古川竜太（furukawa-r@aist.go.jp），和田穣隆，金子克

哉，古川邦之

9月19日（月）14：00－17：00 共313会場
座長：50―52 古川竜太，53―55 古川邦之，56―57 和田穣隆，

58―60 三浦大助

O―50 14：00 大規模カルデラの深部マグマ溜りはどこまで明

らかにされたか …………………………高橋正樹

O―51 14：15 阿蘇火山におけるマグマ供給系の長期的進化－

系統的な不適合元素の枯渇と酸化－

…古川邦之・金子克哉・小屋口剛博・鎌田浩毅

O―52 14：30 （招待講演）阿蘇火山におけるマグマ供給系の

長期的進化－水に飽和した地殻の仮説－

…金子克哉・小屋口剛博・古川邦之・鎌田浩毅

O―53 14：45 珪長質マグマ溜りの熱的進化における苦鉄質マ

グマの役割 ………………………………下司信夫

O―54 15：00 島根県・益田陥没体の苦鉄質火成包有岩：火

山－深成プロセスのミッシングリンク

…………………吉倉紳一・高田浩子・吉田健司

O―55 15：15 第四紀ラコリスー北部フォッサマグナ高妻山と

その周辺の貫入岩群 ………古川竜太 ・長森英明

15：30 休憩

O―56 15：45 東山梨火山－深成複合岩体の帯磁率異方性

…金丸龍夫・高橋正樹・佐藤尚弘・田結庄良昭

O―57 16：00 紀伊半島の中新世珪長質火成活動の火山－テク

トニクス ……………………三浦大助・和田穣隆

O―58 16：15 火道内における破砕と溶結の繰り返し：紀伊半

島中央部，中奥火砕岩岩脈からの証拠

………………………………和田穣隆・三浦大助

O―59 16：30 箱根火山・早雲山噴気地帯の地下構造

………………………………萬年一剛・山下浩之

O―60 16：45 濃飛流紋岩中央部におけるカルデラ陥没角礫岩

（岩屑なだれ堆積物）の産状

……………………………曽根原崇文・原山　智

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

男

9月19日（月）9：30－12：00 共311会場
座長：61―63 藤原　治，64―66 星　博幸，67―70 村松　武, 

O―61 ９：30 北海道幌延地域の中新・鮮新統珪質堆積物につ

いて ………………………………………服部弘通

O―62 ９：45 幌延地域に分布する球状シリカに充填された珪

6．地域地質・地域層序

5．珪長質火山の深部構造と火山活動のリンク
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質泥岩

……中田英二・田中姿郎・石井英一・高橋一晴

O―63 10：00 東北日本津軽地方，権現崎層溶結凝灰岩のFT及

びU-Pb年代 ……星　博幸・檀原　徹・岩野英樹

吉岡　哲・折橋裕二

O―64 10：15 岩手県衣川村六道地域の地質

…茂庭隆彦・原子内　貢・都鳥康之・照井一明

O―65 10：30 仙台市南西部の名取層群上部（上部中新統）に

認められる不整合とその意味 …………藤原　治

柳沢幸夫・島本昌憲・布施圭介・檀原　徹

O―66 10：45 三浦半島北部，鎌倉～逗子地域の地質構造

………………蟹江康光・三浦半島活断層調査会

【フォッサマグナ地域の新知見】

O―67 11：00 グリーンタフルネサンス－水中火山砕屑岩類の

堆積相解析の可能性－ ……天野一男・松原典孝

國井絢子・マーティンアンドリュー・依田直樹

O―68 11：15 長野県北部に分布する鮮新世火山岩類（荒倉山

層）について ………………山浦亮一・小坂共栄

O―69 11：30 長野県東部小諸地域の地質－特に小諸層群大杭

層に含まれる礫層について－

………………………………清水直紀・小坂共栄

O―70 11：45 北部フォッサマグナ西縁，大峰帯中部の前期更

新世溶結凝灰岩の放射年代と古地磁気極性

……………………………………………植木岳雪

9月19日（月）14：00－16：30 共311会場
座長：71―75 脇田浩二，76―80 天野一男

O―71 14：00 福井県北部，下部白亜系手取層群の脊椎動物化

石含有層に含まれるジルコンのSHRIMPウラ

ン－鉛年代 ……荒川洋平・堀江憲路・早坂康隆

佐野晋一・日高　洋・狩野彰宏

O―72 14：15 赤石構造帯北部の和田層およびその相当層から

産出した放散虫化石とその意義 ………村松　武

O―73 14：30 愛知県新城市，JR飯田線三河東郷駅北東に露出

した中央構造線露頭と付近の中央構造線断層系

………………………………宇井啓高・横山良哲

O―74 14：45 紀伊半島四万十累帯の音無川帯・牟婁帯境界断

層本宮－皆地断層の後生変形

……………………………中屋志津男・児玉敏孝

O―75 15：00 静岡県，引佐－天竜地域の秩父－三波川帯の褶

曲パイルナップ構造について …………丹羽耕輔

【四国・九州の“秩父-黒瀬川帯”】

O―76 15：15 高知県「伊野」地域の地質と地質構造

…………………脇田浩二・宮崎一博・利光誠一

O―77 15：30 南部黒瀬川帯の上部三畳系寒谷層と坂州不整合

…………………石田啓祐・岡本治香・辻野泰之

中尾賢一・香西　武・Francis Hirsch

O―78 15：45 四国西部の秩父帯と御荷鉾緑色岩類の地質構造

……………………………………………村田明広

O―79 16：00 九州中部５万分の１「砥用」図幅中のひすい輝

石単斜輝石藍閃石変はんれい岩の分布と産状

………………………………斎藤　眞・宮崎一博

O―80 16：15 九州黒瀬川帯の古生界－地層・岩石の相互関係

とその解釈－ …………………………豊原富士夫

9月20日（火）14：00－15：30 共311会場
座長：81―83 川野良信，84―86 佐野弘好

O―81 14：00 秋吉帯石炭系海綿骨針チャート中の砕屑性石灰

岩 ……………………………中島浩一・佐野弘好

O―82 14：15 秋吉帯石炭・ペルム系チャート中の砕屑性石灰

岩が記録する海水準・気候変動

………………………………佐野弘好・中島浩一

O―83 14：30 山口県秋吉台中央部若竹山地区の秋吉石灰層群

の地質構造 …………………狩俣　薫・佐野弘好

O―84 14：45 福岡県五ヶ山地域に分布する花崗岩類の岩石学

的研究 ………………………川野良信・柚原雅樹

O―85 15：00 熊本県天草下島の姫浦層群下部の地質時代と堆

積環境の復元 ………………山口弘幸・小松俊文

O―86 15：15 モンゴルの後期白亜紀恐竜化石産地の層序と堆

積環境 ……………長谷川　精・Chuluun Minjin

Demchig Badamgarav

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―6 北海道北部サロベツ湿原の形成過程に関する考察

…三橋　順・若浜　洋・五十嵐敏文・石島洋二

P―7 幌延地域における水平方向の地殻歪速度の推定

………………………………新里忠史・安江健一

P―8 中央北海道大夕張地域に分布する上部白亜系堆積物の古

地磁気学的研究 ……玉置真知子・伊藤康人・忍海辺智子

P―9 中央北海道南部浦河地域に分布する白亜系堆積物の古地

磁気学的研究 ………忍海辺智子・伊藤康人・玉置真知子

P―10 古地磁気層序から明らかになった根室層群上部マストリ

ヒチアン階 …荷福　洸・成瀬　元・小玉一人・重田康成

P―11 根室層群の暁新世放散虫化石は何をもたらすか？

……………………………………………川上俊介

P―12 男鹿半島台島層層序の再検討 ………佐藤雄大・鹿野和彦

小笠原憲四郎・高橋雅紀・小林紀彦・大口健志

P―13 秋田県　太平山複合花崗岩質岩体の化学組成 …藤本幸雄

P―14 房総半島三浦層群においる古地磁気学的研究－５Ma前後

の急速な時計回り回転運動－ ………岡田　誠・岡村雅之

P―15 コア試料に見られる神奈川県二宮町の鷹取山層および二

宮層群の層序 ……………………………………小田原　啓

P―16 中津層群大塚層・塩田層のテフラ層に含まれる岩片につ

いて …河尻清和・野田啓司・山下浩之・久保田尚信

P―17 南部フォッサマグナ丹沢山地における中新世ぺぺライト

の産状と形成過程 ……………………松原典孝・天野一男

P―18 山梨県大月市，西桂層群の層序と構造

……………………………伊藤穂高・久田健一郎

P―19 長野県，美ヶ原高原地域における火山岩類の層序と堆積

環境 …………………向井理史・三宅康幸・小坂共栄

P―20 飛騨外縁帯北東縁部の地質－特に下部ジュラ系来馬層群

の層序と地質構造－ ……竹内　誠・横田秀晴・常盤哲也

熊崎直樹・小嶋　智・河合政岐・上久保　寛

P―21 下部ジュラ系来馬層群の堆積システムの変遷

…………………横田秀晴・竹内　誠・常盤哲也

P―22 福井県丹生山地に分布する 新第三紀堆積岩層中のチャー

ト礫の起源について ……………………………梅田美由紀

P―23 養老断層の活動開始時期 …………牧野内　猛・糸谷友希
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P―24 三重県南島町，四万十帯北帯の的矢コンプレックス

…………………森田信幸・大竹奈保・上村哲哉

太田　亨・坂　幸恭

P―25 瀬戸内区中新統・瑞浪層群のFT年代（予報）

………………………………林　讓治・大平寛人

P―26 瀬戸内火山岩／外帯花こう岩の活動時期を中心とした西

南日本前弧域での各地質体の時空分布

………………………………角井朝昭・新正裕尚

P―27 明神山－亀の瀬地域の二上層群にみられる多角形コール

ドロン ……………………………………………佐藤隆春

P―28 近畿地方深成岩類の分布と対比－20万分の１地質総括図

「名古屋・京都・大阪・神戸地区」－

………………………………西岡芳晴・高橋裕平

P―29 近畿地方西部地域の後期白亜紀火山岩類－５万分の１

「生野」図幅に基づく総括案－……………………吉川敏之

P―30 丹後半島北部京丹後市丹後町間人　間人小学校付近の新

第三系水中火砕物質堆積物の液状化現象

……紺谷吉弘・小滝篤夫・戸倉則正・西村昌能

亀井成美・井上陽一・村木一智・高木淳子

村山　保・小長谷　誠・小田公生・留岡　昇

上田君男・山中　博・中山　浩・楠　智美

P―31 京都府北部，福知山・綾部盆地に分布する高位段丘面群

の火山灰層 ………………小滝篤夫・木谷幹一・内藤　忍

P―32 神戸市東灘区十二間道路で見つかった伏在断層の地中レ

ーダ探査 …………………田中健一・近藤大輔・宮田隆夫

P―33 兵庫県中東部山東－青垣地域の超丹波帯（その２）

………………………………竹村静夫・前川　淳

P―34 ５万分の１「西市」地域の長門構造帯と中生代堆積岩類

の地質 ……………………………………………亀高正男

P―35 福岡県西方沖地震　墓石の移動および転倒方向における

被害状況 ……………高下将一郎・大岩根　尚・清川昌一

P―36 朝鮮半島南東部，第三紀オイル・ジャンハン堆積盆地の

解析 ……キム ウーソク・チャン タエウー・宮田隆夫

世話人：黒川勝巳，岡田　誠 （okada@mx.ibaraki.ac.jp）

9月18日（日）13：00－15：00 共311会場
座長：87―90 黒川勝己，91―94 岡田　誠

O―87 13：00 秋田県本荘市北部の天徳寺層のテフラ層の検討

……………黒川勝己・小西ゆう子・堀　喜代子

O―88 13：15 新潟地域における中新世中期～後期のテフラ層

序と精密対比 …平中宏典・柳沢幸夫・黒川勝己

O―89 13：30 関東平野西縁，狭山丘陵に分布するテフラ層の

広域対比 ……………………正田浩司・竹越　智

関東平野西縁丘陵団体研究グループ

O―90 13：45 関東平野西縁多摩川河床に分布する友田２テフ

ラと小佐治（古琵琶湖層群），OT5テフラ（氷見

層群）との対比－ガウス正磁極期最上部2.6Ma頃

の広域テフラ－

…………………田村糸子・山崎晴雄・水野清秀

O―91 14：00 TE-5テフラの年代と給源 …中里裕臣・檀原　徹

O―92 14：15 LA-ICP-MSを利用したフィッショントラック年

代測定 ……………………長谷部徳子・荒井章司

O―93 14：30 兵庫県三田盆地の古第三紀神戸層群北畑凝灰岩

層の記載岩石学的特徴 ……谷　保孝・中川　渉

O―94 14：45 福島県東棚倉地域における浮遊性有孔虫

Neogloboquadrina acostaensisの初産出イベント

の再検討 ……………………林　広樹・高橋雅紀

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―37 九州北西部，下部～中部中新統野島層群のFT年代とその

意義 …小松原純子・鵜飼宏明・檀原　徹・岩野英樹

吉岡　哲・中嶋　健・鹿野和彦・小笠原憲四郎

P―38 古琵琶湖層群最下部層序の再検討 ………………里口保文

P―39 香川県中部～西部における鮮新－更新統三豊層群中の火

山灰層の対比 ………………………………………川村教一

P―40 砂岩中の砕屑性粒子の化学的特性に基づく足羽川地域の

手取層群の層序対比 …山田敏弘・横山一己・椚座圭太郎

世話人：片山　肇（katayama-h@aist.go.jp）・氏家　宏・藤岡換

太郎

9月18日（日）13：00－15：00 共北28会場
座長：95―99 佐藤幹夫　100―102 片山　肇

O―95 13：00 日本周辺海域の堆積盆地の地質学的特徴につい

て …………………………………………奥田義久

O―96 13：15 日本海東縁，直江津沖に巨大メタンプリューム

と海底メタンハイドレートの発見

……松本　良・奥田義久・青山千春・沼波秀樹

町山栄章・砂村倫成・蛭田明宏・石田泰士

小松原純子・武内里香・弘松峰男・戸丸　仁

グレン・シュナイダー

O―97 13：30 日本海東縁で熱分解起源メタンの湧出によるガ

スハイドレートと炭酸塩ノジュールの生成

…………………蛭田明宏・松本　良・戸丸　仁

グレン・シュナイダー・青山千春

海鷹丸04航海乗船研究者

O―98 13：45 海底メタン湧出域における有孔虫殻の炭素同位

体組成－自生炭酸塩の二次的沈着について－

……石村豊穂・角皆　潤・中川書子・倉本真一

O―99 14：00 間隙水の塩素濃度プロファイルによるメタンハ

イドレートの分布と挙動解釈－南海トラフ（東

海沖，第二渥美海丘）を例として－

………………………………武内里香・松本　良

O―100 14：15 自航式深海底サンプル採取システムNSSによる

南海トラフの精密照準海底調査

……芦寿一郎・池原　研・木下正高・町山栄章

白井正明・土岐知弘・徳山英一

KY04-11乗船研究者

O―101 14：30 沖縄周辺海域より得たIMAGESコア解析に基

づく西太平洋域のMIS 6の古海洋環境変動

………………氏家　宏・氏家由利香・川幡穂高

O―102 14：45 相対地球磁場強度を使った北大西洋 高解像度

8．海洋地質

7．地域間層序対比
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古海洋学：ODP Expedition 306の成果

……金松敏也・七山　太・秋元和實・大野正夫

萩野恭子・畠田健太朗・Qiumin Zhai

Essam Aboudeshish・Ruediger Stein

Carlos A. Alvarez Zarikian

9月19日（月）14：00－17：30 共北28会場
座長：103―107 西村　昭　108―112 星　一良　113―116 荒井

晃作

O―103 14：00 大陸棚画定調査の調査結果と今後の計画

…………………加藤幸弘・西村　昭・金田義行

塩川　智・小原泰彦

O―104 14：15 日本南方海域北西太平洋の構造発達史－大水深

域基礎調査概要－

………………徳山英一・塩川　智・江波戸俊和

O―105 14：30 重力モデリングより得られた小笠原弧からフィ

リピン海の地殻構造－大水深域基礎調査報告

１－……………星　一良・大川史郎・神田慶太

O―106 14：45 モホ面の音響的特性－大水深域基礎調査報告

２－………………中村恭之・辻　健・徳山英一

松岡俊文・神田慶太

O―107 15：00 沖大東海嶺の成因についての一考察－大水深域

基礎調査報告３－

…………………柳本　裕・神田慶太・樋口　雄

O―108 15：15 フィリピン海の南北大東海盆における始新統の

形成過程－大水深域基礎調査報告４－

………………………………樋口　雄・神田慶太

O―109 15：30 小笠原舟状海盆の震探解釈におけるPSDMの効

果－大水深域基礎調査報告５－

…………………宇納貞男・神田慶太・外池邦臣

O―110 15：45 南部四国海盆における「非マグマ的」背弧海盆

拡大－大水深域基礎調査報告６－

…………………三浦　亮・中村恭之・徳山英一

神田慶太・ミラード・Ｆ・コフィン

O―111 16：00 九州・パラオ海嶺周辺に産する火成岩類の鉱物

化学組成………角島和之・荒井章司・石塚　治

O―112 16：15 海底ボーリング装置で掘削された喜界海山の石

灰岩コア試料から推定される奄美海台北西部の

急速な沈降（速報）………西村　昭・中澤　努

井龍康文・山田　努

柴崎洋志・塩川　智・棚橋道郎

O―113 16：30 海溝Outer Swellの海山から新鮮な火山岩の発

見……………藤岡換太郎・石塚　治・下田　玄

上嶋正人・飯笹幸吉

O―114 16：45 伊豆・小笠原弧，孀婦岩構造線北西背弧海丘帯

の火山活動と孀婦岩構造線の発達過程

……坂本　泉・石塚　治・湯浅真人・岡村　聡

金　容義・富士原敏也・藤岡換太郎

O―115 17：00 相模湾の地形及び地質構造……………鈴木宇耕

倉本真一・山本富士夫・岡野　正

平　朝彦・芦寿一郎・徳山英一

O―116 17：15 駿河湾奥部・富士川河口沖マルチチャンネル音

波探査…………生野静香・根元謙次・村上文敏

宇佐見琢哉・松岡弘和・梶　琢・吉河秀郎

横山心一郎・藤巻三樹雄

9月18日（日）コアタイム 12：00－13：00

ポスター会場
P―41 日本海東縁中部のハイドレートBSRの分布と海盆埋積作

用 ……………………………………………佐藤幹夫

P―42 反射法地震探査データから見たガスハイドレートの

BSR：日本海の事例比較 ……………高山典子・竹内　章

P―43 秋田沖日本海における堆積速度の広域分布 ……片山　肇

P―44 弓ヶ浜半島における地中探査レーダー調査結果（概報）

村上文敏・井上卓彦・徳岡隆夫

吹田　歩・渡辺和明・田村　亨・七山　太

P―45 多島海における堆積地形と流れ場：愛媛県松山市沖海域

を例に …………………関口智寛・布川裕也・大平　亮

岩本直哉・井上卓彦・井内美郎

P―46 北西太平洋親潮域（北日本沖）における最終氷期以降の

放散虫群集変遷 ………………………干場真弓・本山　功

P―47 放射性・安定炭素同位体マスバランスモデルによる最終

氷河期十勝沖炭素同位体比異常有孔虫の炭素源に関する

評価 ………………内田昌男・大串健一・阿波根直一

木元克典・稲垣史生・柴田康行

P―48 反射法地震探査データとシミュレーションから推測され

る熊野沖分岐断層の特徴 …辻　健・中村恭之・芦寿一郎

徳山英一・松岡俊文・白石和也・田中秀樹

倉本真一・指宿敦志・Daniel Curewitz

P―49 鉄・マンガンクラストの精密年代測定と古海洋環境復元

…………………臼井　朗・小田啓邦・上嶋正人

I. グラハム・B. ワイス・西田史朗

P―50 2004年12月26日スマトラ島沖地震震源近傍における深海

曳航式高分解能SBP記録 ……………荒井晃作・岸本清行

池原　研・西村清和・徐　垣・町山栄章

NT05-02乗船研究者一同

世話人：吉田孝紀（kyos@geogate.shinshu-u.ac.jp），野田　篤

9月20日（火）9：30－11：15 共北25会場
座長：117―120 山田伊久子，121―123 野田　篤

O―117 ９：30 砕屑物組成研究の現状と未来…………野田　篤

O―118 ９：45 方解石セメント化が砂岩化学組成に与える影響

……………………………………………君波和雄

O―119 10：00 日本海海底で採取されたドリル・コア中の粘土

粒子の鉱物・化学組成……青木三郎・神山宣彦

O―120 10：15 礫岩・砂岩における礫種比および岩片組成比と

粒度との関係－とくにチャートと流紋岩のモー

ド比について…………八木下晃司・大久保景子

O―121 10：30 関東山地北西縁，下部中新統内山層・駒込層の

砕屑物組成…………………窪田和恵・小坂共栄

O―122 10：45 北部フォッサマグナ南部地域における上部中新

統の礫組成の変遷と後背地について

……………………………山田伊久子・小坂共栄

O―123 11：00 南部北上帯，三畳系稲井層群下部における砕屑

岩の化学組成－特に後背地とその化学風化につ

9．砕屑物組成・組織と続成作用
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いて－………………………吉田孝紀・堀川英隆

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―51 ポイントカウント法におけるデータ処理の問題点と是正

法 ………………………………新井宏嘉・太田　亨

P―52 アイチソン幾何学に基づく砂岩モード組成のトレンド解

析 ………………………………太田　亨・新井宏嘉

P―53 九州地方の河川堆積物の化学組成

…………………御子柴（氏家）真澄・今井　登

P―54 本州弧と伊豆弧の衝突帯における現世海岸砂の岩屑モー

ドの特徴 ……………………………戸上　愛・久田健一郎

P―55 瀬戸内中新統，瑞浪層群の鉱物組成

…………………笹尾英嗣・山下　透・檀原　徹

P―56 砂岩組成から見た上部白亜系那珂湊層群

……………………………立野寛士・久田健一郎

P―57 美濃帯ジュラ紀砕屑岩類の後背地解析

………………………………田中姿郎・鈴木和博

P―58 京都府南東部丹波帯和束ユニットの砂岩のモード組成

………………………………三上禎次・鈴木茂之

P―59 黒瀬川帯デボン系砂岩中の砕屑性鉱物の化学組成からみ

た黒瀬川帯デボン紀における後背地

……………宮本隆実・久保田敏充・桑水流淳二

P―60 バングラデシュ，ベンガル堆積盆を構成する第三系

Surma層群砂岩泥岩の堆積岩石学的特性と後背地の地殻

変動 ……………………………………………鈴木茂之

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

敏恵

9月19日（月）16：00－17：30 共北25会場
座長：124―126 山田茂昭，127―129 井川敏恵

O―124 16：00 デボン系礁成石灰岩に記録された大型骨格生物

と微生物類の相互関係

……足立奈津子・江崎洋一・John W. Pickett

O―125 16：15 秋吉帯海山型石灰岩に記録された石炭－ペルム

紀階層的海水準変動

…………………中澤　努・上野勝美・藤川将之

O―126 16：30 南中国最下部トリアス系微生物岩の組織・構造

にみられる地球生物環境の指標性

………………………………江崎洋一・劉　建波

O―127 16：45 相馬中村層群， 中ノ沢層の岩相と堆積環境

………………………………柿崎喜宏・狩野彰宏

O―128 17：00 トゥファ中の方解石充填度と水質の関係

………………………………川合達也・狩野彰宏

O―129 17：15 岡山県新見市井倉前平のトゥファの高解像度安

定同位体分析

……岡田悦郎・川合達也・堀　真子・鈴木将司

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―61 揚子地塊の後期石炭紀炭酸塩プラットフォームにみられ

る氷室期型堆積シーケンス：中国貴州省紫云県宗地セク

ションの例 ……………………………早川直樹・上野勝美

中澤　努・王 ・王　向東

P―62 上部ペルム系石灰海綿礁に特徴的な‘Archaeolithoporella’

の被覆様式から読む礁性石灰岩の形成履歴

…………………中井紗織・江崎洋一・劉　建波

P―63 中国貴州省最下部トリアス系スロンボライトの斑状組織

が示す形成過程－微化石と主要元素の分布－

…………………長野正寛・江崎洋一・飯島耕一

劉　建波・足立奈津子

P―64 トラバーチンに見られる日輪の生成過程

………………………………高島千鶴・狩野彰宏

P―65 琉球列島に発達するトゥファ堆積物の安定同位体組成解

析 ……………………………………………松岡　淳

P―66 過去200年間の古エルニーニョ記録

…………………浅海竜司・山田　努・井龍康文

P―67 深海サンゴ礁を追え

……狩野彰宏・IODP Expedition 307乗船研究員

P―68 八重山諸島石西礁湖南方の底質・生物分布の特徴

………町山栄章・山本啓之・Dhugal J. Lindsay

古島靖夫

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

9月20日（月）11：15－12：00 共25会場
座長：130―132 石原与四郎

O―130 11：15 北海道，佐久中川地域の下・中部蝦夷層群の堆

積相とシーケンス層序対比……………坂井　卓

O―131 11：30 礫質河川システムのpaleohydrology：福島県双

葉地域の古第三系石城層……………柴田健一郎

O―132 11：45 中部更新統下総層群藪層の浅海性生物源堆積構

造とそれらを形成した動物群…………奈良正和

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―69 3.5Ma温暖期陸棚の堆積環境－鮮新統大年寺層（福島県）

における堆積相・有機物組成によるアプローチ－

……………………………近藤はるか・保柳康一

吉田真見子・柳沢幸夫

P―70 堆積環境の違いがもたらす層厚頻度分布の特徴：掛川層

群の陸棚斜面相と海底扇状地相のタービダイトサクセッ

ションの例 …………石原与四郎・西　亜希奈・酒井哲弥

P―71 考古遺跡から推定した人間活動とデルタ発達：愛知県岡

崎平野 ……………………………佐藤智之・増田富士雄

P―72 琵琶湖ユニブーム音波探査記録からみた湖水位変動史

…………………芦田貴史・塩屋藤彦・井上卓彦

岩本直哉・井内美郎

P―73 タービダイト・デブライトの共存する重力流堆積物とそ

こから読みとる流れの進化：島根県中新統牛切層の例

…………………酒井哲弥・三島邦起・中桐基志

P―74 北西部九州古第三系の広域的な貝殻層を基底にはさむ堆

積サイクル …………………………………………坂倉範彦

11．堆積相と堆積システム，堆積シークェンス

10．炭酸塩岩の起源と地球環境
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P―75 大陸リフト帯縁辺部における後背地の拡大と半地溝埋積

過程への影響；ケニアリフト北部，中新統ナムルングレ

層の例 ……実吉玄貴・酒井哲弥・沢田順弘・石田英実

世話人：田村　亨（toru.tamura@aist.go.jp）・片岡香子

9月20日（火）14：00－17：30 共北25会場
座長：133―135 辻野　匠，136―139 大村亜希子，140―143 横

山芳春，144―146 片岡香子

O―133 14：00 ストーム成化石密集層はどのような古環境情報

を有するか？………………横山芳春・木村由莉

O―134 14：15 モンゴル国上部白亜系河川成堆積物中の凸型足

印化石の成因……………………………石垣　忍

林原自然科学博物館－モンゴル古生物学

センター共同調査隊

O―135 14：30 更新統下総層群清川層の洪水堆積物…岡崎浩子

O―136 14：45 茨城県行方台地を流れる河川の河道形状と堆積

物…………………………………………牧野泰彦

O―137 15：00 OSL（光励起発光）現象を利用した現世河川の

砂質粒子運搬－堆積過程に関する考察

…白井正明・塚本すみ子・近藤玲介・大石雅之

O―138 15：15 九州，上甑島貝池の堆積過程と堆積速度につい

て………………小栗一将・坂井三郎・平野　聡

皆川昌幸・多田井修・村山雅史・北里　洋

O―139 15：30 新潟平野におけるイベント性堆積作用における

堆積システムの変化………卜部厚志・片岡香子

O―140 15：45 淡水湖成デルタのハイパーピクナル流堆積物：

鮮新－更新統古琵琶湖層群堅田累層…齋藤　有

O―141 16：00 釧路市春採湖の沖積コア中に認められる，過去

9500年間に生じた巨大地震津波痕跡

……七山　太・添田雄二・古川竜太・重野聖之

O―142 16：15 北海道南東部釧路海底谷西岸に発達する 埋没

海底谷の発達史……………辻野　匠・野田　篤

O―143 16：30 ベッドフォームの季節変化からみられる海底環

境……………吉河秀郎・根元謙次・横山心一郎

鬼頭　毅・木村賢史

O―144 16：45 熊野トラフにおける後氷期相対的海水準変動に

伴う堆積プロセスと有機物量変化の関連

……………大村亜希子・池原　研・芦　寿一郎

O―145 17：00 タービダイト泥岩のケロジェンおよびバイオマ

ーカー組成からの堆積環境の検討－北海道夕張

地域川端層の例－…………岡野和貴・沢田　健

O―146 17：15 中～上部トリアス系海山の山体崩壊堆積物：九

州南部三宝山付加コンプレックス……尾上哲治

9月20日（火）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―76 房総半島下部更新統東日笠層ならびに梅ヶ瀬層に認めら

れる海底谷末端部における堆積作用

………………………………石川和明・伊藤　慎

P―77 土被り圧除去による膨張を考慮したメタンハイドレート

胚胎タービダイト堆積物の原位置密度の推定

……鈴木清史・佐藤充孝・小野慎治・成田英夫

P―78 タービダイトの粒子配列とマッドクラストの分布パター

ン ……………………………久保雄大・梅津理一郎

P―79 三畳系大沢層砂岩層中のリップダウン・クラスト

……………………………川村信人・川上源太郎

P―80 漸深海域における礫岩ツナミアイトの形成過程，知多半

島師崎層群 ……………………………橘　　徹・志岐常正

P―81 沿岸津波堆積物の堆積構造と粒度，層厚分布：タイ南西

部におけるインド洋津波の例 ………藤野滋弘・成瀬　元

Suphawajruksakul Apichart・Jarupongsakul Thanawat

村山雅史・市原季彦

P―82 インド洋大津波によるラグーンの津波堆積物の層厚・粒

度分布－スリランカ東海岸・Periya Kalapuwaの例－

…………………松本　弾・嶋本利彦・廣瀬丈洋

Jagath Gunatilake・Ashvin Wickramasooriya

Delile Jeffrey・Sansfica Young

Chaminda Saman Rathnayake

JayRanasooriya・村山雅史

P―83 千島海溝沿岸域，霧多布湿原の泥炭層中に認められる過

去4000年間に生じた９層の巨大津波痕跡 ………重野聖之

七山　太・古川竜太・添田雄二・五十嵐八枝子

P―84 仙台湾における現世イベント堆積物（ストーム堆積物・

ハイパーピクナル流堆積物・津波堆積物）の特徴

…市原季彦・畠山浩晃・小嶋光博・五十嵐厚夫

P―85 洪水起源混濁流とエスチュアリーの底層環境変化：新潟

平野完新統を例として 吉田真見子・保柳康一・卜部厚志

P―86 九十九里浜平野完新世海浜堆積物の地中レーダー探査

…………………田村　亨・七山　太・村上文敏

渡辺和明・斎藤文紀

P―87 氾濫イベント堆積物～新潟県信濃川の砂洲堆積物を例に

して～ ………………………………駿河　仁・立石雅昭

P―88 火砕流噴火後に発生した大規模洪水流：福島県沼沢火山，

沼沢湖噴火の例 …………片岡香子・卜部厚志・梶山敦司

マンヴィル ヴァーン

P―89 河床礫の組織が支配する木津川の勾配急変点

………………坂本隆彦・高川智博・増田富士雄

P―90 水路実験による平行葉理砂層の初期磁化率異方性と見か

けの粒子配列との比較 ………………谷口　綾・成瀬　元

横川美和・林田　明・増田富士雄

世話人：大久保　進（okubo@rc.japex.co.jp），鈴木祐一郎

9月19日（月）14：00－16：00 共北25会場
座長：147―150 鈴木祐一郎，151―154 金子信行

O―147 14：00 地表湧出ガスと坑井ガスの対比－微生物起源ガ

スでの試み－……………金子信行・猪狩俊一郎

前川竜男・国末彰司・樋口朋之・中川　勉

大庭慶一・久保埜　陽・池田賢司

O―148 14：15 炭化水素包有物中の芳香族熟成度指標による古

地温の推定………………大久保　進・坂口隆昭

波多野佳子・松林英樹・吉岡秀佳

O―149 14：30 堆積性有機物に対する接触変成作用の影響－青

13．石油・石炭地質学と有機地球化学

12．堆積作用・堆積過程
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森県大鰐町に分布する中新統泥岩の場合－

…………………相澤武宏・星居朗子・氏家良博

O―150 14：45 ビジュアルケロジェン法とマセラル分類法によ

る堆積性有機物の組成比較

……………………………下総麻衣子・氏家良博

O―151 15：00 山口県宇部地域の第三紀夾炭層産琥珀から見出

された有機結晶……………鮎沢　潤・小野剛晴

O―152 15：15 湖西新旭浜園地における水溶性メタンの胚胎と

その応用……………………西村　進・桂　郁雄

西田潤一・林田　明

O―153 15：30 新潟県東頚城地域における地表ガスの地球化学

………………加藤　進・早稲田　周・西田英毅

O―154 15：45 中国の燃料地下資源とCDM適用の可能性

……………………………………………石田　聖

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―91 原油を含む温泉中のcovellite（銅藍）形成における細胞膜

の役割 ………………………………脇元理恵・田崎和江

P―92 多点間統計による地球統計学的手法を用いた地質モデル

構築の試み …辻　隆司・高野　修・柏原功治・山田泰生

中山　徹・山田知己・遠藤健司・及川　透

世話人：西川　治（nisikawa@lfp03.mine.akita-u.ac.jp），島田耕

史

9月18日（日）13：00－15：00 共北31会場
座長：155―158 西川　治，159―162 重松紀生

O―155 13：00 点接触によるナノスケール塑性変形

………………増田俊明・山之内未来・三宅智也

木村希生・岡本　敦

O―156 13：15 石英LPOと静的再結晶作用の関係を示す天然の

例………………………大谷美春・Wallis Simon

O―157 13：30 中部地殻温度圧力条件におけるP波速度・S波

速度同時測定：岩国－柳井領家帯の珪化岩のポ

アソン比………松本有希・河野義生・寺林　優

石川正弘・有馬　眞

O―158 13：45 斜長石の構造転移による地震波速度低速度異常

の形成…………河野義生・石川正弘・有馬　眞

O―159 14：00 ウェーライトの粒成長実験

……………………………大内智博・中村美千彦

O―160 14：15 上部マントル変形指標としてのCr-Alスピネル

…………………………小田島庸浩・小澤一仁

O―161 14：30 イタリアアルプスIvrea帯Balmucciaかんらん岩

体に産する超塩基性シュードタキライトの塑性

変形と再結晶化

…………………上田匡将・小畑正明・金川久一

O―162 14：45 摩擦溶融起源シュードタキライトの自発磁化：

溶融実験によるアプローチ

…………………福地龍郎・田中大地・松原拓穂

9月19日（月）14：00－17：00 共北31会場
座長：163―166 石井和彦，167―170 島田耕史，171―174 金川

久一

O―163 14：00 台湾・車籠埔断層掘削コアより採取された砂岩

を用いた浸透率に対する有効封圧の影響

…………………高橋美紀・北村圭吾・増田幸治

伊藤久男・宋　聖榮・王　乾盈

O―164 14：15 台湾集集地震衝上断層帯における摩擦・流体移

動特性と断層強度低下機構

…………………谷川　亘・野田博之・嶋本利彦

O―165 14：30 台湾チェルンプ断層深部掘削コアの構造観察と

その摩擦特性

……曽根大貴・嶋本利彦・葉　恩肇・中屋太一

O―166 14：45 鳥取県西部地域に産するシュードタキライト

………………………………小林健太・大橋聖和

O―167 15：00 畑川破砕帯，低温マイロナイト中の細粒長石の

塑性変形……………………重松紀生・増田幸治

O―168 15：15 大阪泉南地域領家帯，神於山マイロナイト中の

細粒集合体の微細組織とカリ長石ファブリック

……石井和彦・金川久一・重松紀生・奥平敬元

O―169 15：30 日高変成帯パンケヌーシハンレイ岩マイロナイ

ト・ウルトラマイロナイト構成鉱物粒子の形態

配列と結晶方位配列………金川久一・島野裕文

O―170 15：45 白神山地に分布する花崗岩類および花崗岩質マ

イロナイト類の地球化学………………高橋　浩

O―171 16：00 四国中央部三波川変成岩上昇に果たした断層活

動の役割の重要性：見のがされていたアイソグ

ラッドのテレスコーピング……………竹下　徹

アブデルハミッド　エルファクハラニ

O―172 16：15 蛇紋岩のレオロジー：脱水脆性化はスラブ内地

震を引き起こすか？……清水以知子・渡辺悠太

道林克禎・増田俊明

O―173 16：30 せん断帯における微視的構造と主応力の関係

……………………………………………田中慎康

O―174 16：45 直接せん断試験による共役せん断（R-R’，P-P’

シアー）形成条件の検討………………滝沢　茂

9月18日（日）コアタイム 12：00－13：00

ポスター会場
P―93 断層破砕に伴うダメージゾーンの幅の評価

………………………………高橋和裕・高木秀雄

P―94 摩擦発熱とthermal pressurizationのモデルの野島断層へ

の適用 ………………浦田紀子・田中秀実・芝崎文一郎

P―95 牛首断層および万波峠断層における断層岩解析

………………大橋聖和・小林健太・宮下由香里

P―96 福島県飯舘村東部の畑川破砕帯の断層岩類

………………大友幸子・黒沼めぐみ・高橋正則

P―97 土岐花崗岩中の石英のヒールドマイクロクラックによる

古応力場の復元 ………………………横溝佳侑・西嶋　圭

高木秀雄・水野　崇

P―98 淡路島領家帯における花崗斑岩マイロナイトの発達

………………………………加納大道・高木秀雄

P―99 瀬戸内海手島に発達する領家花崗岩中の右ずれ小剪断帯

―塑性変形に先立った脆性破砕－

14．岩石・鉱物の破壊と変形
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…………………荒井優祐・小野高明・高木秀雄

P―100 野島断層周辺に分布する花崗岩中のマイクロクラックの

三次元解析による古応力場と生成環境の復元

…………………三輪成徳・西嶋　圭・山崎　聡

高木秀雄・円城寺　守

P―101 跡津川断層掘削コアに認められた断層破砕帯と断層ガス

分布 ………………島田耕史・田中秀実・齊藤友比古

中村　克・木下博久・野原　壮

P―102 溶融起源および粉砕起源シュードタキライトの電子顕微

鏡による識別…………………………小澤佳奈・滝沢　茂

P―103 イタリアアルプスIvrea帯のBalmucciaかんらん岩中に発

達した超塩基性シュードタキライト：その多様性と微細

構造 …………………小畑正明・上田匡将・金川久一

P―104 間隙水圧の変化が岩石の弾性波速度に与える影響－台

湾・車籠埔断層掘削コアを例として－

…………………北村圭吾・高橋美紀・増田幸治

伊藤久男・宋　聖榮・王　乾盈

P―105 三浦層群シルト岩の変形による浸透率への影響

………………………………小溝　学・嶋本利彦

P―106 ３軸圧縮試験機による水圧破砕実験時のマイクロクラッ

ク成長の可視化とその解析……齊藤友比古・加藤愛太郎

桑野　修・清水以知子・吉田真吾・田中秀実

P―107 摩擦放電プラズマとフラクタル地震電磁放射

……武藤　潤・長濱裕幸・三浦　崇・荒川一郎

P―108 摩擦放電プラズマと地震前兆電磁気現象

……長濱裕幸・武藤　潤・三浦　崇・荒川一郎

P―109 岩石の力学的緩和挙動のロングタイムテールと地震に対

する応答…………………川田祐介・長濱裕幸・原　啓明

世話人：橋本善孝（ hassy@cc.kochi-u.ac.jp） , 坂 口有人

（arito@jamstec.gp.jp）

9月18日（日）13：00－14：30 共北26会場
座長：175―180 向吉秀樹

O―175 13：00 柳ヶ瀬断層とその周辺のフィッション・トラッ

ク熱年代学………………………………伊藤久敏

O―176 13：15 （U-Th）/He法を中心にした丹沢トーナル岩

体の冷却史…………………山田国見・田上高広

ケネス　ファーレイ

O―177 13：30 室戸岬，中新統菜生コンプレックスはテクトニ

ックメランジェに非ず…………………遅沢壮一

O―178 13：45 千倉層群（房総南端）は付加体か？

……………小川勇二郎・アオン　タン　ティン　

O―179 14：00 九州北東部延岡構造線の側方不均質性

………………………………向吉秀樹・原　英俊

O―180 14：15 興津メランジュ震源断層におけるの岩相不均質

性と方解石双晶による古応力状態

…………………坂口有人・阪口　秀・馬場俊孝

氏家恒太郎・山口はるか・木戸ゆかり

9月18日（日）コアタイム 12：00－13：00

ポスター会場
P―110 天竜海底谷の海底に落ちていたバナナの周辺に見つかっ

た白色変色域における間隙水の化学組成分析

………………土岐知弘・川村喜一郎・角皆　潤

蒲生俊敬・YK05-08航海乗船研究者一同

P―111 付加体中の鉱物脈にみる流体圧・流体組成変動とその地

震サイクルにおける意義

………………山口飛鳥・氏家恒太郎・木村　学

P―112 陸上付加体での砂岩続成過程における石英セメントの観

察 ………………………………南澤智美・橋本善孝

P―113 整然相中に発達する混在相について－房総半島南部，西

川名の西崎層を例として－………道口陽子・小川勇二郎

P―114 海溝充填堆積物の堆積環境復元－美濃帯犬山地域のジュ

ラ紀付加体の例－……………………渡辺　聡・前島　渉

P―115 （講演中止）

P―116 イライトの短時間熔融実験……山口はるか・氏家恒太郎

P―117 付加体OSTに見られるシュードタキライトの特徴

…岡本伸也・木村　学・滝沢　茂・山口はるか

P―118 付加体の発達していない沈み込み帯における海山の沈み

込みによる造構性浸食作用および付加作用

…………………榊原正幸・富山雄太・辻　智大

伊東佳彦・岡崎健治

P―119 沈み込み帯における間欠的底付け付加

……柴田伊廣・木村　学・橋本善孝・折橋裕二

P―120 北海道神居古潭帯における，底付け付加体の上昇に伴う

デタッチメント断層とexhumation mélange

………………………………植田勇人・川村信人

P―121 テクトニックメランジュ中のブーディン構造

………………………………北村有迅・木村　学

P―122 北海道東部常呂帯の仁頃層群中のガラス質玄武岩から発

見された微生物による変質組織……富山雄太・榊原正幸

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

9月19日（月）14：00－17：30 共北26会場
座長：181―184 栗原敏之，185―187 鎌田祥仁，188―191 山北

聡，192―194 原　英俊

O―181 14：00 沖縄トラフ北部および甑島列島北部の地質構造

………………大岩根　尚・藤内智士・清川昌一

O―182 14：15 長崎県五島列島玉之浦地域の地質

…………………山本紋子・清川昌一・堤　之恭

O―183 14：30 九州北西部五島列島上五島地域の地質

………………………………安永　雅・清川昌一

O―184 14：45 嶺岡・葉山・瀬戸川帯に記録された後期白亜

紀－始新世前期の海洋プレートと始新世後期－

中新世前期の島弧火成活動……………平野直人

O―185 15：00 舞鶴層群産後期ペルム紀ボレアル型－テチス型

混合腕足類フォーナとその古生物地理学的・構

造地質学的重要性………………………田沢純一

O―186 15：15 美濃帯犬山地域の覆瓦ファン構造の再検討

………………………………大藤　茂・松永英里

16．テクトニクス

15．付加体
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O―187 15：30 北部秩父帯地質構造再論－向斜構造の存在を否

定する議論に対して－…………………山北　聡

O―188 15：45 大陸地塊衝突による縫合線の形成とその問題

点－インドチャイナとシブマスを例にして－　　

…久田健一郎・上野勝美・鎌田祥仁・原　英俊

一瀬めぐみ・奥澤康一・宇野康司・藤川将之

O―189 16：00 インドチャイナ・シブマス地塊の間に残存する

付加コンプレックス：沈み込み方向と衝突テク

トニクス……原　英俊・久田健一郎・上野勝美

鎌田祥仁・Punya Charusiri

Titima Charoentitirat

Vichai Chutakositkanon

O―190 16：15 タイ国北部およびラオス北部に分布する含放散

虫堆積岩類：タイ北東部・ラオス・思茅西縁地

域の対比………鎌田祥仁・上野勝美・原　英俊

藤川将之・宇野康司・一瀬めぐみ・久田健一郎

Keo Khampavong・Subin Kongthiphavong

Titima Charoentitirat・Punya Charusiri

O―191 16：30 ラオス北部の後期古生代炭酸塩岩：有孔虫化石

群集の年代および地体構造的意義

…上野勝美・原　英俊・鎌田祥仁・一瀬めぐみ

久田健一郎・Keo Khampavong

Subin Kongthiphavong

Titima Charoentitirat・Punya Charusiri

O―192 16：45 モンゴル中央部ヘンテイ山地の赤色チャートか

ら産出したデボン紀放散虫化石とその意義：

“パレオパシフィック海”の海洋プレート層序

の復元に向けて……………栗原敏之・束田和弘

柏木健司・Minjin Chuluun

Dorjsuren Bayamdash

丹羽正和・常盤哲也

O―193 17：00 北・南中国地塊の衝突イベントに参加した朝鮮

半島：中生代の古地磁気学

…………………宇野康司・張　泰雨・古川邦之

O―194 17：15 花崗岩貫入により誘発されたNo r t h e r n

Himalayan変成ドーム（南チベット）における

伸長テクトニクス …Wallis Simon・青矢睦月

寺田健太郎・Lee Jeffrey・王　瑪・前田晴良

9月20日（火）14：00－17：00 共北26会場
座長：195―198 大坪　誠，199―202 加藤直子，203―206 石川

正弘

O―195 14：00 不完全な断層データを応力解析に取り入れる方

法……………………………佐藤活志・山路　敦

O―196 14：15 一の目潟捕獲岩のP波・S波同時測定に基づい

た東北本州弧下部地殻における地震学的不均質

構造の岩石学的モデル

……西本壮志・石川正弘・有馬　眞・吉田武義

O―197 14：30 北上河谷帯の地質構造とアクティブテクトニク

ス…………………………加藤直子・佐藤比呂志

O―198 14：45 飛騨山脈のテクトニック応力場について

…竹内　章・小河奈美江・樽井宏幸・道家涼介

O―199 15：15 伊豆衝突帯の左横ずれ断層の発生と影響

……………………………………………塩川晃司

O―200 15：30 無水スラブの沈み込みと関東地域の地震テクト

ニクス……………………………………石川正弘

O―201 15：00 古地磁気により検出された広範囲な横ずれ変形

を含む丹那断層の総横ずれ変位量・平均変位速

度……………木村治夫・石川尚人・佐藤比呂志

O―202 16：00 破砕幅から読み取る野島断層活動史－自然ガン

マ線検層の活用－………………………吉村辰朗

O―203 16：15 地中レーダで神戸市街地の伏在活断層をさぐ

る：五助橋断層帯と大阪湾断層帯との関係につ

いて…………………………宮田隆夫・近藤大輔

O―204 15：45 大阪－鈴鹿測線地殻構造探査………佐藤比呂志

伊藤　潔・平田　直・岩崎貴哉

阿部　進・川中　卓・井川　猛

O―205 16：30 メソスケールの変形構造から推定される新潟堆

積盆地域の褶曲作用………大坪　誠・山路　敦

O―206 16：45 プレート運動と日本列島の歪状態－島弧テクト

ニクスと2004年中越地震………………新妻信明

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―123 中央ネパール・アンナプルナ地域における南チベットデ

タッチメント断層系の構造解析

…………………番場　厚・高木秀雄・在田一則

P―124 反射法地震探査による日高主衝上断層全体の中浅部構造

の三次元的解明…………菊池伸輔・鈴木和子・伊藤谷生

津村紀子・香束卓郎・在田一則・森谷武男

斉藤秀雄・川中 卓・小澤岳史・井川　猛

P―125 北海道北部，幌延地域における新第三紀珪質岩中の断層

記載－断層の地質学的特徴と形成史－…………石井英一

安江健一・舟木泰智・高橋一晴・新里忠史

P―126 前期石炭紀付加体（根田茂帯：旧“早池峰帯”）の日本

列島古期テクトニクスにおける意義

………………………………内野隆之・川村信人

P―127 秋田県太平山花崗岩体周辺地域における畑川構造線北方

延長の可能性 …………………………坂 秀憲・高木秀雄

P―128 中国地方西部における舞鶴帯の横ずれ運動

…………………藤井正博・早坂康隆・山部照幸

P―129 領家変成帯中の初瀬深成複合岩体の変形構造 …西脇 仁

P―130 九州東部，佐志生断層沿いの蛇紋岩の産状と変形

……………………………………………曽田祐介

P―131 日本海拡大時の東北/西南日本弧境界の右横ずれリフト

帯 ……………………………………………高橋雅紀

P―132 新潟地域の背弧リフト期火成作用と地質構造（その

１）－背弧リフト変遷に伴う火山岩組成変化－

…………………八木正彦・馬場　敬・周藤賢治

水田敏夫・高畑伸一

P―133 新潟地域の背弧リフト期火成作用と地質構造（その

２）－テクトニクスと火山岩分布の特徴－

……馬場　敬・八木正彦・山田泰広・高畑伸一

P―134 K-Ar年代測定法による鹿児島県甑島列島の中新世正断層

活動 …藤内智士・板谷徹丸・大岩根 尚・清川昌一

P―135 中～後期更新世の南琉球における構造史～琉球層群の地

質・層序を例に～…………………………………山田茂昭

P―136 三浦半島東側海域における葉山－嶺岡隆起帯の地質構造
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…………………………………………阿部信太郎

P―137 房総半島嶺岡帯の嶺岡層群分布域北縁部に見出された断

層帯 ………………………………高橋直樹・荒井章司

P―138 新潟堆積盆東縁の地下構造－中越地震の構造的背景理解

のために………………………………大塚洋之・小林健太

P―139 2004年新潟県中越地震震源域における上部新生界の変形

機構：模型実験による基礎的検討

…………………上田圭一・井上大榮・鳥越祐司

P―140 有馬－高槻構造線沿いの大規模変質帯における浸透率構

造 ………………………………松浦広学・嶋本利彦

P―141 山形盆地中央部のシュートチャンネルを埋積する洪水堆

積物中の液状化現象……川辺孝幸・大塚哲央・奥山博文

P―142 南海トラフ北方における断層発達 ～有限要素法による

アプローチ～………………………砂川幸則・林　大五郎

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

柏木健司

9月18日（日）13：00－14：00 共312会場
座長：207―210 永田秀尚

O―207 13：00 新潟県魚沼地域に見られる”Valley Anticline”

……………………………………………野崎　保

O―208 13：15 伊豆半島，新第三系中新統白浜層群に産出する

デイサイトの岩相と低角亀裂…………斉藤　聡

O―209 13：30 花崗岩の亀甲割れ目，硬岩表面の乾裂（干裂）

の成因について

…………………藤井幸泰・竹村貴人・高橋　学

O―210 13：45 降下テフラからなる地すべり移動体の内部構造

とその形成機構……………越谷　賢・田邊謹也

中村静也・岡　孝雄・川上源太郎

永田秀尚・木崎健治

9月18日（日）コアタイム 12：00－13：00

ポスター会場
P―143 福岡県西方沖地震で発生した玄界島山頂部の地震性ノン

テクトニック断層……………………加藤靖郎・横山俊治

P―144 海岸に空けたコアドリル孔の２年間の変遷：岩質の違い

による浸食様式・浸食速度の違い

…………………川村喜一郎・Souleymane Diop

P―145 北海道一般国道333号ルクシ橋周辺域の常呂帯の地質構

造と斜面変動……………徳江俊一・星野耕一・吉田　浩

山根　誠・原　郁夫・伊東佳彦

岡崎建治・日外勝仁

P―146 北海道東部常呂帯緑色岩の道路斜面における岩石風化プ

ロセス …………………伊東佳彦・岡崎健治・中川伸一

日外勝仁・榊原正幸

P―147 北海道広尾－宝浜地域一般国道336号沿いの地質と斜面

変動－斜面変動に関わる岩石構造の特徴と起源－

………………日外勝仁・伊東佳彦・日下部祐基

田中健吾・本間宏樹・徳江俊一・原　郁夫

世話人：北村晃寿（seakita@ipc.shizuoka.ac.jp），岩井雅夫

（iwaim@cc.kochi-u.ac.jp）

9月20日（火）14：00－16：00 共北28会場
座長：211―214 須藤　斎，215―218 大串健一

O―211 14：00 下北半島沖の海底コアにおける底生有孔虫群集

の高解像度解析から判明した100年～200年周期

の貧酸素化現象

……芝原暁彦・荒山恵里・大串健一・伊藤　孝

O―212 14：15 IODPEpx.306（North Atlantic Climate 2）に

おける生層序学的成果……秋元和實・萩野恭子

畠田健太朗・金松敏也・七山　太・大野正夫

O―213 14：30 北東太平洋サンタバーバラ海盆における過去３

万年間の底生有孔虫群集変動…………大串健一

ケネット ジム・ヒル テサ

O―214 14：45 北西太平洋における円石藻エキスポート生産・

群集の季節変動について

…………………………田中裕一郎・嶋田智恵子

O―215 15：00 千葉県天津小湊町小湊沖の海底から引き上げら

れたトウキョウホタテ（二枚貝綱）のAMS 14C

年代…………………………松原尚志・大原健司

O―216 15：15 始新世/漸新世境界における一次生産者交代事

変の可能性………………………………須藤　斎

O―217 15：30 常磐地域北部の石城層から産した浅海棲貝化石

について……………………大原　隆・根本修行

O―218 15：45 中期更新世気候変換期における汎世界的海水準

変動：日本の浅海堆積物記録からの新たな証拠

………………………………北村晃寿・川越　健

9月20日（火）コアタイム　13：00－14：00

ポスター会場
P―148 更新世東赤道太平洋の珪藻と石灰質ナンノ化石の挙動不

一致は何を意味するか－

…………………岩井雅夫・橋本泰志・亀尾浩司

P―149 大阪湾における過去約150年間の富栄養化と底生有孔虫

群集変化…………………辻本　彰・野村律夫・安原盛明

山崎秀夫・三瓶良和・吉川周作

P―150 大洗層の大型植物化石による地質年代推定

………………………………斎木健一・宮橋裕司

千葉県立中央博物館友の会化石部会

世話人：鈴木寿志（geotec2@mb.infoweb.ne.jp），鈴木雄太郎

9月20日（火）9：30－11：00 共北28会場
座長：219―221 鈴木寿志，222―224 桑原希世子

O―219 ９：30 蝦夷層群のAlbian／Cenomanian境界：浮遊性

有孔虫と陸源性有機物の炭素同位体による複合

層序………………………………………安渡敦史

O―220 ９：45 北海道蝦夷層群セノマニアン階における陸源有

機物の炭素同位体比層序……………浦本豪一郎

藤田知孝・闍橋昭紀・平野弘道

19．中・古生代古生物

18．新生代古生物

17．ノンテクトニック構造
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O―221 10：00 エネルギー流に基づく古生態系の復元－白亜紀

の陸域生態系を例として………………松川正樹

斎木健一・伊藤　慎・柴田健一郎

小畠郁生・Douglas John Nichols

Martin Godan Lockley・柊原礼士

O―222 10：15 上部白亜系久慈層群から産出した花粉・胞子化

石群集変化とその意義……梅津慶太・栗田裕司

O―223 10：30 上部白亜系双葉層群足沢層の浅海二枚貝化石群

……………………………………………平田正礼

O―224 10：45 中国桂林，上部デボン系炭酸塩台縁における

Renalcids（石灰マイクローブ類）の発達様式

…………………川村寿郎・成田晋吾・沈　建偉

9月20日（火）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―151 南 中国欽州地域におけるペルム紀古世放散虫

Pseudoalbaillellaの個体数変化・形態変化 …嶋川未来子

P―152 ペルム系放散虫化石帯Follicucullus charveti-Albaillella

yamakitai 群集帯の年代 ………………………桑原希世子

P―153 飛騨外縁帯福地層の床板サンゴ化石について…束田和弘

世話人：三枝春生（saegusa@hitohaku.jp），神谷英利

9月20日（火）11：00－12：00 共北28会場
座長：225―228 仲谷英夫

O―225 11：00 石川県七尾市産の軟骨魚類化石についての一総

括…………………………………………野村正純

O―226 11：15 P.tabataiとP.mediaの種差・性差・進化

……………………………………………犬塚則久

O―227 11：30 南アジアを中心とした古第三紀の霊長類の進化

プロセスについて…………高井正成・鍔本武久

Thaung-Htike・Zin-Maung-Maung-Thein

茂原信生・江木直子

O―228 11：45 神戸層群産哺乳類化石の追加標本

…………………三枝春生・鍔本武久・田中里志

9月20日（火）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―154 モンゴルに分布する上部始新統Ergilin Dzo層の脊椎動物

化石発掘調査の予備報告……………鍔本武久・渡部真人

鈴木　茂・Khishigjav Tsogtbaatar

P―155 ミャンマーの下部イラワジ層から産出したテトラコノド

ン亜科のイノシシ化石……………タウンタイ・鍔本武久

Chit Sein・高井正成・江木直子

ジンマウンマウンティン

P―156 北但地域の前期中新世脊椎動物化石群集………安野敏勝

世話人：及川輝樹（oikawa.teruki@jnc.go.jp），長橋良隆

9月19日（月）9：00－12：00 共313会場
座長：229―232 長橋良隆，233―236 石塚吉浩，237―240 及川

輝樹

O―229 ９：00 八幡平火山群起源，沼宮内火山灰の層序と形成

………………………………照井一明・茂庭隆彦

O―230 ９：15 岩手山東麓における火山泥流堆積物について

…………………越谷　信・土井宣夫・野田　賢

菅原泰丞・高橋利幸

O―231 ９：30 flow-boundary zoneパラダイムに基づいた火砕

流堆積物の形成メカニズムの推定

…………………國井絢子・天野一男・松原典孝

岡田　誠・浜田　毅

O―232 ９：45 東北日本における火山活動の時空分布の偏在性

と付随する地形・地質学的，地球物理学的諸現

象の持続期間………………近藤浩文・二ノ宮淳

O―233 10：00 テフラ層序に基づく黒富士火山の活動史の再検

討…………………………………………竹下欣宏

O―234 10：15 八ヶ岳－塩嶺地域の火山活動年代－塩嶺火山岩

類の活動年代を中心に－

…………………及川輝樹・西来邦章・名取克裕

O―235 10：30 岐阜県高原川～神通川流域の本郷泥流の供給源

－構成岩石からの推定－

…………………福井喬士・三宅康幸・及川輝樹

O―236 10：45 長野県根羽村で発見された中新世の火山と復元

の試み ………………………坂本正夫・高田 亮

O―237 11：00 近畿地方の第四紀テフラ層序に基づく大規模爆

発的噴火の頻度……………長橋良隆・小林聡子

奥平敬元・吉川周作・吉田武義・里口保文

O―238 11：15 別府湾北岸，第四紀火山砕屑岩の産状：別府湾

に沈降した火山

…………………石塚吉浩・水野清秀・星住英夫

O―239 11：30 ハワイ・カホオラヴェ島の回春期火山活動につ

いて …佐野広記・David R Sherrod・田上高広

O―240 11：45 ピーク値比較K-Ar年代から見たハワイプルー

ムの時空間変動…田上高広・小沢絢子・佐野広

記・村井孝至・西光良友・鎌田弘毅・Dave

Sherrod・Mike Garcia・Chuck Blay

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―157 北八ヶ岳火山の活動年代－新期/古期区分の再検討につ

いて－ ……西来邦章・高橋　康・松本哲一・宇都浩三

P―158 五島列島，鬼岳単成火山群噴出物の化学成分

………………………………古山勝彦・長岡信治

世話人：下司信夫（geshi-nob@aist.go.jp），阿部なつ江

9月18日（日）13：00－15：00 共313会場
座長：241―244 大和田正明，245―248 中島　隆

O―241 13：00 中部地方領家帯，加々須累帯火成岩体について

……………………………………………手塚恒人

O―242 13：15 領家帯塩基性岩のジルコンの SHRIMP U-Pb年

22．深成岩・火山岩とマグマプロセス

21．噴火と火山発達史

20．脊椎動物化石
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代とその成因的意味

…………中島　隆・神山裕幸・Ian S.Williams

O―243 13：30 北上山地の前期白亜紀岩脈類の岩石学的特徴と

その成因…………………………………土谷信高

O―244 13：45 未固結堆積層中へ貫入したドレライトシルにお

ける結晶作用：トムラウシ緑色岩体の例

……………………………今中里華子・宮下純夫

O―245 14：00 オマーンオフィオライト北部Wadi Rajmi地域

における海洋地殻層序深部に貫入するボニナイ

ト岩脈群の岩石学的研究…山崎秀策・宮下純夫

O―246 14：15 中部ベトナムコンツム地塊，ペルム－三畳紀の

Post-collision火成作用………………大和田正明

小山内康人・中野伸彦・Tran Ngoc Nam

O―247 14：30 東北日本弧，前期中新世玄武岩類の島弧縦断方

向組成変化……佐藤　誠・周藤賢治・八木正彦

O―248 14：45 新潟県米山地域鮮新世玄武岩中のかんらん石斑

晶に含まれる角閃石の起源

………………………………藤林紀枝・若林亮一

9月18日（日）コアタイム 12：00－13：00

ポスター会場
P―159 幌満かんらん岩体ダナイト脈構成鉱物のRb-Sr・Sm-Nd

同位体システマティクス…………芳川雅子・新井田清信

P―160 低速拡大軸と高速拡大軸におけるマグマシステムの違い

…………………根尾夏紀・足立佳子・宮下純夫

P―161 大西洋中央海嶺15°20″断裂帯付近に見いだされたメルト

チャネルとメルトーマントル反応プロセス

……………………………高澤栄一・阿部なつ江

P―162 オマーンオフィオライトの北部フィズ岩体マントルセク

ションにおける空間的組成変化について

………………………………菅家奈未・高澤栄一

P―163 オマーンオフィオライト北部における層状斑れい岩の垂

直方向鉱物組成変化－層序的位置での比較－

……秋元　梓・宮下純夫・足立佳子・戸松　敬

P―164 オマーンオフィオライト北部スクバ地域スヘイラ斜長花

崗岩体の鉱物化学組成…竹内一将・宮下純夫・足立佳子

P―165 小笠原前弧，母島海山の斑れい岩の岩石学的成因

……柳田祐樹・石渡　明・小泉一人・石井輝秋

P―166 秩父帯緑色岩から確認された液相不混和現象

…………………佐野　栄・榊原正幸・辻智　大

P―167 丹波帯緑色岩から推定される海台付加・定置プロセス

………………………………小泉一人・石渡　明

P―168 非平衡融解の進行過程：泥質片麻岩の岩石片を用いた融

解実験 …………………森田秀彦・古川　登・廣井美邦

P―169 領家帯神原トーナライトのアパタイトSr同位体組成

………………………………壷井基裕・鈴木和博

P―170 大分県朝地地域の白亜紀深成岩類の化学組成とテクトニ

ックセッティング…………………三上武志・大和田正明

P―171 神居古潭帯，ペラリ山周辺に分布するトロニエム岩の地

球化学的特徴………………………長久保恵美・志村俊昭

P―172 比叡花こう岩体の岩石記載と全岩化学組成

……………………………………………多賀　優

周琵琶湖花崗岩団体研究グループ

P―173 愛媛県松山市・中期中新世安山岩におけるペペライトの

岩石学的研究…………………………千葉悦子・榊原正幸

P―174 室戸岬斑れい岩体の分化過程－結晶沈積トレンドと結晶

分化トレンドの分離－…星出隆志・小畑正明・赤塚貴史

世話人：平島崇男・中村大輔（daisuke@kueps.kyoto-u.ac.jp）

9月20日（火）9：00－12：00 共北31会場
座長：249―252 M. Satish-Kumar，253―256中村大輔，257―260

河上哲生

O―249 ９：00 熊本県球磨郡五木村における黒瀬川帯の角閃岩

類とグラニュライト………高田里美・西山忠男

O―250 ９：15 日高変成帯，最下部トーナル岩体のP-T-t経路

………………志村俊昭・小山内康人・豊島剛志

O―251 ９：30 日高島弧下部地殻における高度変成岩の部分溶

融…………小山内康人・大和田正明・志村俊昭

O―252 ９：45 領家変成帯青山高原地域に産する泥質ミグマタ

イトの部分溶融度推定－含電気石優白質花崗岩

の形成場……………………河上哲生・小林記之

O―253 10：00 熊本県上天草市樋島の肥後変成岩類から見出さ

れたザクロ石仮像を含む単斜輝岩

…………………西山忠男・尾上真也・牧　賢志

O―254 10：15 神居古潭変成帯のヒスイ輝石－石英岩－ラパキ

ビ花崗岩起源の可能性－

…………………長田幸久・前川寛和・山本綱志

O―255 10：30 チェコ共和国Horni Boryに産するcalc-silicate

ノジュールの変成作用と流体包有物

………………………………久島紘樹・平島崇男

O―256 10：45 チェコ共和国ボヘミア山塊Gfoehlグラニュライ

ト中に産するMohelno高温かんらん岩の変形，

再結晶作用，温度圧力履歴

…………………亀井　陽・小畑正明・平島崇男

O―257 11：00 ボヘミア岩体南部・ザクロ石カンラン岩を伴う

エクロジャイト中のザクロ石組成累帯構造

………………………………中村大輔・平島崇男

マルチン－スフォイッカ

O―258 11：15 東南極，ルンドボークスヘッタの珪灰質グラニ

ュライトにおける変成流体の進化

……………………M. Satish-Kumar・本吉洋一

廣井美邦・加々見慎一・隅田祥光

O―259 11：30 東南極，レイナー岩体内陸部の泥質グラニュラ

イト（予報）………………本吉洋一・廣井美邦

M. Satish-Kumar・加々見慎一

隅田祥光・石川尚人

O―260 11：45 韓半島嶺南地塊片麻岩のRb-Sr，Sm-Nd，U-Pb

鉱物年代…………………………………宮本知治

9月20日（火）14：00－17：00 共北31会場
座長：261―264 宮本知治，265―268 青矢睦月，269―272 岡本

敦

O―261 14：00 南インド，Khondalite帯泥質片麻岩中の変成モ

ナザイトのEPMA年代測定による成長史解析

………………早坂康隆・藤川直人・M. Santosh

O―262 14：15 富山県宇奈月町に分布する複変成泥質岩の温

23．変成岩とテクトニクス
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度・圧力条件の限定とそのU-Th total Pb年代

………………西上原　航・廣井美邦・外田智千

O―263 14：30 ベトナム中部・コンツム地塊にみられる大陸衝

突変成作用の温度－圧力－時間履歴……………

……………中野伸彦・小山内康人・大和田正明

海田博司・外田智千・Nam, T.N.

田口幸洋・加々見寛雄

O―264 14：45 キルギス・北部天山オロバシ地域のエクロジャ

イト …………………高須　晃・バキロフ, A.B.

サキエフ, K.S.・田切美智雄

オロズエフ, R.T.・櫻井　剛・バキロフ, A.A.

O―265 15：00 パレスベラ海盆の海洋コアコンプレックス：特

にゴジラムリオンのデタッチメント断層につい

て…………………………針金由美子・道林克禎

小原泰彦・沖野郷子

O―266 15：15 高圧変成岩中の角閃石粒子境界の圧入組織

…………………岡本　敦・三宅智也・増田俊明

O―267 15：30 三波川変成帯高越地域の紅簾石石英片岩中のタ

ルク－フェンジャイト－アルカリ輝石組合せの

意義…………鵜生川太郎・平島崇男・松本啓作

O―268 15：45 三波川変成帯の泥質片岩の昇温変成作用

……………………………………………坂野昇平

O―269 16：00 四国三波川帯・東平緑れん石角閃岩体の変成履

歴と形成テクトニクス……宮城康夫・高須　晃

O―270 16：15 石英の顕微ラマン分光分析による変成圧力化石

の検出………………………榎並正樹・毛利　崇

O―271 16：30 プレート境界の流体の対流……………鳥海光弘

O―272 16：45 海嶺沈み込み開始までの二次元熱モデル：沈み

込み速度vs海嶺接近速度比の重要性

………………………………青矢睦月・上原真一

9月20日（火）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―175 ポロシリオフィオライトの変成温度構造と原岩構造

………………………………田中真二・宮下純夫

P―176 九州北部福岡県大牟田周辺に産出するざくろ石カリ長石

珪線石黒雲母片麻岩と単斜輝石ざくろ石石英片麻岩

………………………………宮崎一博・松浦浩久

P―177 西彼杵変成岩類中の緑色岩複合岩体と泥質片岩の接触部

におけるCO2生成 ………森　　康・重野未来・西山忠男

P―178 西彼杵変成岩類に産するアルカリ輝石岩類の累帯構造：

アイソコン法による物質移動解析

…………………重野未来・森　　康・西山忠男

P―179 プルトン下部における壁岩の部分溶融－日高変成帯ピパ

イロトーナル岩の例－………………千葉郁恵・志村俊昭

P―180 領家変成帯東縁マイロナイト帯における変成岩の黒雲母

化学組成と変形－変成履歴…………木本　健・小松正幸

P―181 山口県笠戸島における領家変成帯の圧力・温度構造：地

質圧力温度計とシュードセクション法の比較

………………………………別府裕樹・奥平敬元

P―182 阿武隈山地山上変成岩類について………………宮下　敦

P―183 北茨城市花園地域の阿武隈変成岩類に含まれる流体包有

物 ………………………………大山広幸・角替敏昭

P―184 チェコ共和国・ボヘミア地塊南部Ktisに産するKinzigite

の形成過程……………………………小林記之・平島崇男

マルチン－スフォイッカ

P―185 ザクロ石橄欖岩の温度圧力計精度の検証：ボヘミア山塊

南部Plešovice橄欖岩への適用………苗村康輔・平島崇男

マルチン－スフォイッカ

P―186 東南極ナピア岩体ハワードヒルズに産する超高温変成岩

類の部分溶融……………吉村康隆・宮本知治・本吉洋一

P―187 東南極プリンスオラフ，びょうぶ岩の泥質変成岩および

ミグマタイト

……加々島慎一・M. Satish-Kumar・隅田祥光

P―188 南極の顕生代リュツォ・ホルム岩体中の原生代異質岩

塊：プリンス・オラフ海岸，日の出岬地域のグラニュラ

イト相岩類………………廣井美邦・本吉洋一・石川尚人

M. Satish-Kumar・加々島慎一・隅田祥光

P―189 スリランカ，クルネーガラ産チャーノッカイトにおける

斜方輝石形成反応に関するいくつかの知見

…………………外田智千・廣井美邦・本吉洋一

白石和行・W.K.B. Prame

P―190 南インド・Achankovil帯における超高温変成作用と温度

圧力経路：特にMadurai岩体との比較について

………………石井俊輔・角替敏昭・M. Santosh

P―191 南部アフリカ，リンポポ帯産超高温グラニュライトのざ

くろ石中に包有されるMgに富む十字石の意義

……………………角替敏昭・D.D. van Reenen

P―192 ジルコンとアパタイトFT年代からみたヒマラヤの変成

岩ナップの温度履歴とテクトニクス……………岩野英樹

檀原　徹・酒井治孝・瀧上　豊・吉岡　哲

P―193 ジルコン中のフィッショントラックの加熱実験－熱アニ

ーリング特性に関する試料間比較－

………………………………松浦俊輔・田上高広

P―194 地質標本館収蔵日本産変成岩カタログ－博物館の収蔵試

料は「全体」をあらわしうるか？

…奥山康子・坂野靖行・松江千佐世・兼子尚知

P―195 台湾 Central Range，スレート帯に存在する付加体構造

下の過去の地殻滞留流体……岡本和明・Yu-Chang Chan

Tzen-Fu Yui・飯塚義之・Hao-Tsu Chu

P―196 イタリア西アルプス・セシア帯Eclogitic Micaschist

Complexに産するエクロジャイトの最高変成温度の変化

とその意義……………………………松本啓作・平島崇男

P―197 沈み込むスラブ中の変塩基性岩の含水量：九州黒瀬川帯

小田尾帯に産する含ローソン石藍閃石片岩の例

………………………………藤本善航・平島崇男

P―198 寄居－小川地域の跡倉ナップの構造岩塊群……小野　晃

P―199 四国中央部別子地域のエクロジャイトナップ内に発達す

る電気石濃集層………………………砂田大樹・榊原正幸

P―200 別子地域藍晶石石英エクロジャイトの温度圧力履歴：

Gibbs’Methodによる解析 …………大塚和彦・平島崇男

世話人：中野聰志（nakano@sue.shiga-u.ac . jp），亀井淳志

（kamei-a@riko.shimane-u.ac.jp）

24．岩石鉱物一般
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9月18日（日）9：00－11：30 共313会場
座長：273―275 隅田祥光，276―279 亀井淳志，280―282 安東

淳一

O―273 ９：00 残存固相の組織に基づく高Mg閃緑岩の融解過

程の考察…………………亀井淳志・大和田正明

O―274 ９：15 近畿地方の領家帯と山陽帯の花崗岩類の地球化

学的比較……………………沓掛俊夫・天白俊馬

周琵琶湖花崗岩団体研究グループ

O―275 ９：30 チリ共和国・アタカマ沙漠・コロラド山・モン

ゾニ岩中の長石類…………中野聰志・小島晶二

O―276 ９：45 中国山東省Badouダイアトリーム中の特徴が異

なるmelnoiteの形成過程

…………………後藤晶子・藤巻宏和・森清寿郎

O―277 10：00 ロシア極東シホテアリン地域の花崗岩類：帯磁

率の広域変化と鉱床生成区類似について

…………………佐藤興平・N.P.ロマノフスキー

N.V.ベルニコフ・S.M.ロディオノフ

S.A.コレンバウム・A.I.ハンチュク

石原丈実

O―278 10：15 モンゴル産ジャルナッシユレイライトと南極産

ユレイライトの類似について

………………………………矢内桂三・野田　賢

O―279 10：30 流体が存在した際のオリビン－リングウッダイ

ト相転移メカニズム………安東淳一・富岡尚敬

松原一成・井上　徹・入舩徹男

O―280 10：45 三相分離について………………………川阡智佑

O―281 11：00 高温高圧環境下での薄膜水の赤外分光測定

………………………………土屋範芳・阿部　淳

O―282 11：15 IODP Exp. 304/305 掘削結果：大西洋中央海

嶺30°N アトランティス岩体

……………阿部なつ江・小原泰彦・E.S.Andal

淡路俊作・広瀬丈洋・石丸聡子・前田仁一郎

道林克禎・中川達功・野坂俊夫・田村明弘

富永雅子・山崎　徹

IODP Exp. 304/305 乗船研究者一同

9月18日（日）コアタイム 12：00－13：00

ポスター会場
P―201 島根県東部・鍋山鉱山のFT年代 ………………大平寛人

P―202 滋賀県田上山産マントル長石………河野俊夫・中野聰志

P―203 東南極リュツォ・ホルム岩体における塩基性変成岩類の

産状と岩石化学的特徴……………隅田祥光・加々島慎一

P―204 モナザイトのCHIME年代測定における，補正計算モデ

ルの影響評価…………………………加藤丈典・鈴木和博

世話人：坂本正徳（cigma@kokugakuin.ac.jp）・能美洋介

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―205 20万分の１日本数値地質図データベース（シームレス地

質図）全国版の完成……井川敏恵・脇田浩二・宝田晋治

P―206 地層名検索データベースの構築－その４

……巖谷敏光・鹿野和彦・中野　俊・松浦浩久

中江　訓・宮崎一博・長谷川　功・高橋　浩

西岡芳晴・尾崎正紀

P―207 北東アジアの地質と鉱物資源に関する数値情報の編集と

ウエブサイトからの数値情報の公開

………………小笠原正継・脇田浩二・須藤定久

P―208 火山・熱水活動調査のための低コスト技術手法の検討－

むつ燧岳火山へのDEM解析と赤外スペクトル解析の適

用－ ………………増留由起子・根岸義光・富山眞吾

P―209 新潟県中越地震斜面変動地形の可視化

……江川真史・梶山敦司・栗栖悠貴・原口　強

P―210 DSDAを用いた大原断層地域のリニアメント自動抽出

………………………………臼杵宣保・能美洋介

P―211 岡山県玉野市における土石流被災地の詳細DEMによる

崩壊前地形の解析………能美洋介・西村敬一・石井　悳

P―212 Terramod2005の構想－Visual Basic 2005（β版）を用

いて－ ……………………………………………坂本正徳

世話人：難波謙二・風岡　修・三田村宗樹・田村嘉之（tamura-

yoshiyuki@pop07.odn.ne.jp）

9月18日（日）13：00－14：45 共北32会場
座長：283―286 田村嘉之，287―289 香川　淳

O―283 13：00 中国，華北平野とオルドス盆地周辺域での地下

水位低下の地質学的解釈…玉生志郎・村岡洋文

石井武政・張　兆吉・韓　占濤

高　存栄・徐　慧珍

O―284 13：15 乾燥地域の地下水利用－その経済性について－

……………………………………………藤崎克博

O―285 13：30 浦安市の累積地盤変動量と地質環境

…………………古野邦雄・中村正直・楠田　隆

O―286 13：45 千葉県における2004年の地下水位・地層変動

…………………香川　淳・浅井秀彦・楠田　隆

O―287 14：00 九十九里地域におけるかん水の揚水量と地盤沈

下について（その２）－地盤沈下の大きい地域

における地盤変動の推移に関する一考察－

……笠原　豊・楠田　隆・風岡　修・山本真理

本田芳和・高橋陽一郎・岩井久美子

O―288 14：15 首都圏北東部の沖積層泥層のS波速度とコンシ

ステンシー特性：中川低地の特異例

……木村克己・稲崎富士・中西利典・竹村貴人

田中勝法・田辺　晋・内山美恵子・石原与四郎

O―289 14：30 コア試料の乾湿状態の差によって生じる溶出液

の主要イオン濃度変化－東京低地沖積層コアの

例－………………………内山美恵子・國本節子

田辺　晋・木村克己

9月19日（月）14：00－17：00 共北32会場
座長：290―292 田崎和江，293―296 三田村宗樹，297―301 難

波謙二

O―290 14：00 ネパール北部および中部カトマンズ盆地の河川

ﾑ湖沼堆積物の帯水層におけるヒ素及び硝酸汚

26．環境地質

25．情報地質
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染について…………グルン　ジャヤ・石賀裕明

カドカ　モハン　シュレスタ　ナバ

O―291 14：15 兵庫県東部猪名川水系における重金属濃度分布

と地質及び微生物との関係－特にCu，Zn，As，

Pbについて－ …………松尾友太・田結庄良昭

O―292 14：30 汚染物質の地下水トレーサとしての側面

……………………………………………佐藤賢司

O―293 14：45 洪積層以浅の地質による地震動への影響－千葉

市稲毛海岸の観測結果から－

…………………加藤晶子・酒井　豊・楠田　隆

O―294 15：00 2005年福岡県西方沖地震による震度階分布と地

質環境…………楠田　隆・酒井　豊・加藤晶子

竹之内耕・岩井久美子

O―295 15：15 千葉県地域を中心とした長周期地震動に関する

検討（その２）

…………………酒井　豊・楠田　隆・加藤晶子

O―296 15：30 サンドポンプ工法による埋立地での液状化－流

動化のしやすさの分布－九十九里平野砂鉄採取

跡地での例－………………風岡　修・佐藤光男

風戸孝之・早川　実・楠田　隆・笠原　豊

古野邦雄・香村一夫・原　　雄・佐藤賢司

楡井　久

O―297 15：45 16SrRNA遺伝子を用いた鉄酸化バイオフィル

ム中の細菌種の推定

…………………桜井健太・田崎和江・山口和男

O―298 16：00 湧水に形成する黒色および赤褐色バイオマット

の厚さの変化について……今西弘樹・田崎和江

O―299 16：15 Fe-Mn質縞状構造バイオマットの形成要因－特

に黒色バイオマットについて－

………………………………森　祐介・田崎和江

O―300 16：30 地すべり防止施設におけるバイオマットの形成

と地下水質……高橋直人・白石秀一・田崎和江

O―301 16：45 大気中に認められた多量の生体物質…田崎和江

9月20日（火）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―213 Si-Al系におけるウラン濃集機構について～HASイオン

（Hydroxyl Aluminum Silicate ion）生成時におけるウラ

ンの挙動…………………鈴木正哉・本田純子・吉田崇宏

P―214 新潟県金丸地域における浅部地下水流動系の87Sr/86Sr同

位体比 …………レジス　ブロス・亀井淳志・関　陽児

内藤一樹・奥澤康一・渡部芳夫

P―215 森林地域の水循環における水質変化－金丸ウラン鉱徴地

の例－ ……関　陽児・内藤一樹・奥澤康一・鈴木正哉

間中光雄・金井　豊・上岡　晃・亀井淳志・渡部芳夫

P―216 渓流水の流下過程での溶存ウラン負荷量の減衰；山形県

金丸地区上ノ沢の例……奥澤康一・関　陽児・上岡　晃

金井　豊・鈴木正哉・間中光雄・内藤一樹

亀井淳志・竹田幹夫・渡部芳夫

P―217 河床のバイオフィルムが河川水中のウラン濃度の減少に

及ぼす影響………………須甲武志・難波謙二・吉田崇宏

鈴木正哉・奥澤康一・関　陽児・間中光雄・渡部芳夫

P―218 トレーサー試験による第三系堆積岩及び白亜系花崗岩中

の地下水移行速度の実測：山形県金丸地区の例

…………………内藤一樹・奥澤康一・関　陽児

渡部芳夫・亀井淳志

P―219 地表－浅部地下環境における地下水による物質移行の評

価モデル…………………渡部芳夫・竹野直人・関　陽児

内藤一樹・奥澤康一・竹田幹郎

鈴木正哉・張　　銘

P―220 北海道幌延地域における深部地下水中の微生物の電子顕

微鏡観察…………………青木和弘・脇元理恵・田崎和江

P―221 秋田県玉川温泉におけるバイオフィルムの特徴

………………………………白鳥達也・田崎和江

P―222 重金属汚染地に生息するヘビノネゴザとバイオマットに

よる重金属の濃集……………………中村紀裕・田崎和江

P―223 天竜川の水質とそこに生息する鮎の成育

………………………………中山　俊・田崎和江

P―224 アコヤガイPinctada fucata martensii Dunkerが形成する

真珠の構造とその成因………………森井一誠・田崎和江

P―225 流れ山の土壌成分と植物の生育環境について

………………………………田中美那・田崎和江

P―226 タンザニア・ヴィクトリア湖周辺の金採掘に伴う水銀汚

染 ……岩井隆昌・田崎和江・白木康一・脇元理恵

P―227 環境基準を超える砒素を溶出する泥岩のモエジマシダに

よるファイトレメディエーションに関する実験

…………………渡邉　彩・榊原正幸・佐野　栄

井上雅裕・堀　利栄・近藤敏仁

P―228 キルギスタンのイシククール湖東部沿岸地域の地球化学

的検討による環境評価

……ウスバリエーバ　ジャルキナイ・石賀裕明

P―229 メコン川の渇水期塩水溯上観測（2005年５月）

……徳岡隆夫・吹田　歩・立石雅昭・本多　結

西村清和・松田滋夫・Van Lap Nguyen

Thi Kim Oanh Ta

P―230 高知県西部四万十川河口域における塩水楔とその動態

………………………………中原知明・井上卓彦

徳岡隆夫・吹田　歩・井内美郎

P―231 茨城県の大気中SPMの金属成分の特徴と無機物質の同定

………………田切美智雄・小澤正洋・栗田浩二

茨城県霞ヶ浦環境科学センター

P―232 沖積層のN値・堆積物分布の３次元モデルの構築と液状

化判定：東京低地および中川低地の例

……………江藤稚佳子・石原与四郎・田辺　晋

中西利典・木村克己・八戸昭一・中山俊雄

世話人：上野将司（ueno-shouji@oyonet.oyo.co.jp），横田修一郎

9月19日（月）14：00－17：00 共312会場
座長：302―307 西山賢一，308―313 田近　淳

O―302 14：00 中越地震被害甚大地区の一つ・川口町田麦山地

区の表層地質………………小松原琢・宮地良典

中澤　努・中島　礼・吉見雅行

O―303 14：15 中越地震における道路盛土被害をパラメーター

とした災害評価……………橋本智雄・細矢卓志

酒川和男・緒方信一

27．応用地質一般
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O―304 14：30 新潟県中越地震による防火水槽の被害

……………………………………………吉原　浩

O―305 14：45 1874年ライマン一行のゆく手を阻んだ？留萌地

方初山別海岸の地震性地すべり

………………田近　淳・田村　慎・川上源太郎

濱田誠一・高橋浩晃・志村一夫

O―306 15：00 地すべりによるトンネル変状に関する考察

………………………………上野将司・竹林亜夫

O―307 15：15 大分県中部，伐株山における火山岩急斜面の節

理構造と斜面移動様式の特徴

……………………………田中昭好・横田修一郎

O―308 15：30 砕屑物フラックスをもとにした鳥取県西部皆生

海岸から美保湾への土砂移動量

………………………………井上卓彦・井内美郎

O―309 15：45 重力異常からみた名古屋市東部丘陵の地下構造

………………………………猪野恭平・足立　守

山本明彦・志知龍一

O―310 16：00 X線CTによる地質媒体の３次元異方性の評価

法……………………………竹村貴人・高橋　学

O―311 16：15 碓氷峠鉄道施設における凍結破砕の進行過程に

ついて………………………朽津信明・森井順之

O―312 16：30 島根県大田市の岩石海岸におけるタフォニの発

達と岩盤崩落……………坂田聖二・横田修一郎

O―313 16：45 神戸層群の風化と削剥に関する規制要素の一考

察……………………………廣田清治・村井政徳

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―233 山形県白鷹火山カルデラにおける岩屑なだれ堆積物と地

すべり ……………………………横田修一郎・笹谷晋吾

P―234 2004年台風10号による豪雨で発生した徳島県南部・那賀

川流域の斜面崩壊………西山賢一・石田啓祐・村田明広

P―235 いくつかのリニアメント近傍にみられる火成岩岩脈の産

状 ………………………………貴治康夫・木谷幹一

世話人：阿部国広（abek1@cello.ocn.ne.jp）

9月19日（月）14：00－16：00 共北33会場
座長：314―315 紺谷吉弘，316―318 矢島道子

O―314 14：00 ｢地学」と｢生物」を結びつける土……原田憲一

O―315 14：15 PalaeogeneとNeogeneを日本語でどう呼ぶか

………………………………鈴木寿志・石田志朗

O―316 14：30 北海道における江戸末期から明治中期の地質調

査研究史～特に，神保小虎の業績を中心に～

……………………………………………松田義章

O―317 14：45 Lymanの地質調査法 …………………金　光男

O―318 15：00 2004年に他界した４人の古生物学者による脊椎

動物古生物学への貢献…………………後藤仁敏

9月19日（月）コアタイム 13：00－14：00

ポスター会場
P―236 地質標本館 地学クイズ ……………坂野靖行・牧本　博

谷田部信郎

P―237 国際学生科学フェアにおける高校生の受賞地球科学研究

の動向 …………………………長谷川仁子・久田健一郎

世話人：吉川周作（yoshi@sci.osaka-cu.ac.jp）・兵頭政幸・嵯峨

山積

9月20日（火）10：45－12：00 共313会場
座長：319―323 渡辺正巳

O―319 10：45 北海道大学構内の深度150m掘削井の地質層序

…………嵯峨山　積・五十嵐八枝子・近藤　務

鎌田耕太郎・吉田充夫・地徳　力・外崎徳二

工藤千春・岡村　聰・加藤　誠

O―320 11：00 東京低地から中川低地における沖積層の３次元

堆積モデル………………田辺　晋・石原与四郎

江藤稚佳子・中西利典

木村克己・中山俊雄・八戸昭一

O―321 11：15 日本列島への黄砂飛来量の短周期変動と花粉飛

散量の経年変化の関係を富士五湖湖底堆積物か

ら探る…………輿水達司・京谷智裕・大沼正行

河口明日香・内山　高・青木智彦

O―322 11：30 2004年12月5日富士山北斜面で発生した雪代に

ついて………………………内山　高・輿水達司

鵜川元雄・安間　荘

O―323 11：45 信濃川中流域にみられる更新世中期～後期の赤

色風化－赤色土の高度分布について－

……………………………………………仲川隆夫

9月20日（火）14：00－17：00 共313会場
座長：319―323 渡辺正巳，324―327 内山　高，328―331 嵯峨

山積，332―335 田中里志

O―324 14：00 越後平野五泉における沖積層コアの堆積環境と
14C年代 ……………………田中里志・小林巖雄

渋谷典幸・立石雅昭・田辺　晋

中西利典・柴田康行・寺崎紘一

O―325 14：15 高野層の有機炭素（TOC）含有率に基づく更

新世後期の古気候変動の解明…………田原敬治

角田尚子・野末泰宏・公文富士夫・長橋良隆

O―326 14：30 山陰地方中央部における後期更新統の花粉分析

……………………………………………渡辺正巳

O―327 14：45 愛媛県南部御荘湾における過去約200年間の海

底底質環境変遷史…………天野敦子・岩本直哉

井上卓彦・井内美郎

O―328 15：00 四国内帯に分布する下部更新統の｢氷食礫｣につ

いて………………………………………鹿島愛彦

O―329 15：15 近年の閉鎖性沿岸域で急激に起こりつつある有

孔虫の群集変化の意味するところ

…………………野村律夫・蜷川清隆・小村和久

O―330 15：30 湖沼堆積物に基づく第四紀後期の気候変動研

究：陸上ボーリングによる挑戦……公文富士夫

O―331 15：45 日本海隠岐堆MD01-2407コアにおける過去64万

年間の生物源粒子含有量変動と深層水酸化還元

29．第四紀地質

28．地学教育・地学史
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度……………………………木戸芳樹・多田隆治

O―332 16：00 中国内モンゴル自治区岱海の湖底堆積物から見

た最終氷期以降のモンスーン変遷

…………………岩本直哉・天野敦子・井内美郎

O―333 16：15 インドモンスーン地域では北大西洋地域より約

4000年早く退氷期が始まった－古カトマンズ湖

プロジェクト最新レポート－

…………………林　辰弥・酒井治孝・桑原義博

藤井理恵・谷村好洋・内田昌男

O―334 16：30 中部ジャワ・サンギランのM-B地磁気逆転境界

……上嶋優子・兵頭政幸・金枝敏克・松浦秀治

近藤　恵・竹下欣宏・Fachroel Aziz・熊井久雄

O―335 16：45 南極の塩湖舟底池における堆積物の特徴と古環

境変遷…………瀬戸浩二・佐藤高晴・伊村　智

今中忠行・上村剛史・奥田将己・神田啓史

9月20日（火）コアタイム　13：00－14：00

ポスター会場
P―238 北海道北部，サロベツ背斜周辺における海成段丘の形成

時期 …………………安江健一・石井英一・古澤　明

P―239 北海道，天塩川水系の塩水遡上とサロベツ湿原の汽水環

境 ……安間　恵・徳岡隆夫・吹田　歩・西村清和

P―240 北海道東部釧路市春採湖コア中に認められる，過去9500

間に生じた急激な珪藻遺骸群集変化と巨大地震津波イベ

ントとの関係……………添田雄二・七山　太・古川竜太

五十嵐八枝子・重野聖之

P―241 青森県東部下北半島における海成段丘構成物の形成と相

対的海面変化……………………………………桑原拓一郎

P―242 珪藻Aulacoseira属の種組成・形態変化と湖沼水質変化－

過去300年間の北浦における例－ …納谷友規・谷村好洋

金井　豊・公文富士夫・天野一男

P―243 館山平野に発達する埋没谷と堆積物について

………………大里重人・石綿しげ子・鈴木　茂

久保　崇・遠藤　邦彦

P―244 埼玉県春日部市備後東地区で掘削された沖積層ボーリン

グ試料（GS-KBH-1）の高精度解析 ……………中西利典

内山美恵子・田辺　晋・中島　礼・稲崎富士

木村克己・細矢卓志・柴田康行・米田　穣

P―245 新潟県中越地震震源域におけるS波起震機を用いた反射

法地震探査…………………………………………倉橋稔幸

P―246 野尻湖湖底堆積物に記録された千年規模の高分解能湖水

面変動史………………井内美郎・公文富士夫・近藤洋一

鈴木一久・井上卓彦・岩本直哉

P―247 輪島市曽々木海岸のビーチロックのマトリックスセメン

ト ……吉冨健一・小笠原洋・次重克敏・松岡　淳

P―248 静岡県小笠山に分布する小笠層群の堆積シーケンス

…………………中本裕介・高橋孝行・柴　正博

P―249 琵琶湖1400mボーリング・コアB943-3火山灰層のフィッ

ション・トラック年代の再測定

……檀原　徹・岩野英樹・竹村恵二・林田　明

P―250 琵琶湖1400mボーリングコア中のテフラ対比の再検討

……山下　透・檀原　徹・竹村恵二・林田　明

P―251 琵琶湖湖底表層堆積物の物性と過去約100年間の気象観

測データとの対応………渡部　遼・岩本直哉・天野敦子

齋藤笑子・納谷友規・熊谷道夫・井内美郎

P―252 大阪湾新島ボーリングコアの微粒炭分析による完新世の

植物燃焼の歴史………北川陽一郎・井上　淳・吉川周作

P―253 鉛同位体比からみた大阪湾における鉛負荷の歴史的変遷

………………石竹美帆・加田平賢史・森脇　洋

山本　攻・藤田忠雄・吉川周作

P―254 球状炭化粒子と球状灰粒子を用いた大阪湾堆積物におけ

る過去150年間の化石燃料燃焼の記録

…………………村上晶子・野間裕加・吉川周作

P―255 人間活動に伴う大阪湾過去約150年間の珪藻遺骸群集変

化 …廣瀬孝太郎・安原盛明・山崎秀夫・吉川周作

P―256 Ma9層に対比される神戸市学園都市周辺の高塚山粘土層

………………………………井上　淳・吉川周作

P―257 完新統コアの貝形虫群集を用いた島根県出雲平野西部の

古環境 ………………………………石田　桂・高安克巳

P―258 山口県宇部～阿知須地域に分布する段丘の層序と編年

…………………宮本新平・幡谷竜太・田中和広

P―259 別府湾周辺の誓願寺軽石層の火山灰層序………松尾征二

P―260 珪藻化石群集が示す中部九州中期更新世の注目すべき湖

成環境 ………………打越山詩子・長谷義隆・岩内明子

P―261 走査型X線分析顕微鏡による未固結堆積物コア試料の透

過X線および蛍光X線の連続データ取得

……和田佑子・勝田長貴・高野雅夫・河合崇欣

P―262 最終間氷期以降のインドモンスーンの変遷史－SEMを用

いたカトマンズ盆地堆積物の花粉分析の試み－

…………………藤井理恵・酒井治孝・三好教夫

P―263 古カトマンズ湖の誕生と縮小………酒井治孝・藤井理恵

桑原義博・萬福真美・牧　武志

ムクンダ R. ポーデル・和田　誠・酒井英男

P―264 Depositional environment and stratigraphic position of

the Sunakothi Formation in the southern part of the

Kathmandu Valley, Central Nepal

………Paudel Mukunda Raj・Harutaka Sakai

P―265 ルソン島中部におけるフィリピン断層帯の過去2000年間

の活動履歴…堤　浩之・後藤秀昭・近藤久雄・奥野　充

中田　高・Jessie A. Daligdig・Norman M. Tungol
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主催：独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター・日本地質学会
後援：京都大学・京都府・京都府教育委員会・京都市・京都市教育委員会・関西地質調査業協会

今年も，日本地質学会年会にあわせ，「地質情報展」を開催いたします．

日本の中でも，比較的古い時代の岩石が分布し，現在も地殻変動の影響を受けている
京都の地質や，地震・火山・地下水・天然資源などさまざまなテーマで展示します．会
場では，地球科学の専門家が分かりやすく解説し質問にお答えすることにより，「地質」
への関心へと導きます．
さらに，「地質標本館」から，珍しい化石や鉱物の標本を展示するとともに，あなた

の疑問に答える地質相談コーナー，化石レプリカ作成や地質現象の体験コーナー，顕微
鏡観察，砂の不思議（鳴り砂・砂変幻）など，お子さんにも楽しく学べる「体験コーナ
ー」を用意しています．
ぜひ，皆さんの周りの方々へPRをお願いします．

日時：9月18日（日）～20日（火）
9：30～17：00 ※18日は13：00～

会場：京都大学　吉田キャンパス　
吉田南１号館地階
（京都市左京区吉田二本松町）

入場無料

お問い合せは，地質調査総合センター
事務局までどうぞ
http://www.gsj.jp/ 
e-mail:gevent@m.aist.go.jp
電話：029-861-3754／9120
Fax：029-861-3746

展示テーマ（予定）

５億年の地史が語る京都の生い立

ち，古地磁気が明らかにした日本

海の拡大，20万分の１デジタル地

質図，海底調査の成果，日本の地

熱，京都の温泉，京都の活断層，

日本周辺の石油・天然ガス資源，

地球科学図，地質図の世界　ほか

体験コーナー（予定）
いろんな石を触ってみよう・割っ
てみよう！　自分だけの化石の模
型を作ろう！　パソコンで地学ク
イズにチャレンジ！　砂で遊ぼう
砂で学ぼう！　不思議なメガネで
立体的に見る海や山！　ペットボ
トルで地盤の液状化を再現！　グ
ラブ採泥器でマンガン団塊を採ろ
う！
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会員の個人認証（ID・パスワード）の
お知らせ

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）

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



１．改選（2006年３月末にて任期満了）となる役員（名簿）

会　長　齊藤靖二

副会長　加藤碵一・木村　学

監　事　石綿しげ子

理　事　狩野謙一・公文富士夫・倉本真一・徐　垣・中井睦美・久

田健一郎・向山　栄

評議員（代議員兼任）

会田信行・赤羽久忠・足立　守・石渡　明・梅田美由紀・加藤

進・小嶋　智・紺谷吉弘・酒井治孝・榊原正幸・佐々木和彦・嶋

本利彦・高橋雅紀・滝田良基・鳥海光弘・新井田清信・松岡

篤・丸山茂徳・三次徳二・八尾　昭

代議員

＜全国区＞　石垣　忍・足立勝治・柴闢直明・大村亜希子・斎藤

実篤・芝川明義・浅野俊雄・松田博貴・鈴木徳行・小山内康人・

多田隆治・早坂康隆・渡辺真人・坂島俊彦・豊島剛志・仲谷英

夫・阿部なつ江・今岡照喜・岡　孝雄・坂本竜彦・山北　聡・徳

山英一・長谷部徳子・増田俊明・大河内　誠

＜地方区＞在田一則・雁沢好博・山野井　徹・島本昌憲・飛田健

二・武藤　潤・青野道夫・中山俊雄・氏家恒太郎・鈴木宇耕・浦

辺徹郎・木村克己・平　朝彦・浜田　毅・松原典孝・金松敏也・

山口はるか・佐藤尚弘・青島睦治・楠田　隆・吉岡　正・角替敏

昭・方違重治・立石雅昭・竹之内　耕・寺尾真純・今村哲己・吉

田孝紀・酒寄淳史・森田康裕・山本博文・延原尊美・石井和彦・

前島　渉・小畑正明・宮田隆夫・中村康雄・吉川周作・近藤康

生・岩井雅夫・石賀裕明・松末和之・木戸道男・柴田次夫・福田

泰英・藤井厚志・木村政昭・佐野弘好

２．継続任期（2007年３月まで）の役員（名簿）

理　事　天野一男・上砂正一・大友幸子・高橋正樹・増田富士雄・

宮下純夫・渡部芳夫

評議員　

田崎和江・新妻信明・保柳康一・安間　恵・脇田浩二・磯崎行

雄・巽　好幸・楡井　久・三宅康幸・柴　正博・板谷徹丸・永広

昌之・荒戸裕之・山路　敦・横山俊治・矢島道子・国安　稔・田

近　淳・阿部国広・納谷友規

代議員

＜全国区＞秋葉文雄・荒井章司・伊藤　慎・卜部厚志・川端清

司・川幡穂高・北里　洋・木村純一・清川昌一・小林哲夫・斎藤

眞・坂井　卓・高木秀雄・竹内　章・竹内　誠・土谷信高・中川

光弘・七山　太・藤林紀枝・星　博幸・堀　利栄・松本俊幸・松

本　良・宮下由香里

＜地方区＞芦　寿一郎・荒井晃作・安藤　伸・池上直樹・伊藤谷

生・植村和彦・大木公彦・緒方信一・奥野　充・小澤一仁・笠間

友博・鎌田耕太郎・川田祐介・川村寿郎・沓掛俊夫・栗田裕司・

小井土由光・此松昌彦・坂口有人・清水正之・周藤賢治・鈴木和

博・鈴木清一・高橋直樹・田上高広・塚原弘昭・寺林　優・都郷

義寛・利光誠一・中川登美雄・西園幸久・橋本修一・林田　明・

原山　智・府川宗雄・外田智千・前川寛和・前田仁一郎・升本眞

二・町山栄章・松居誠一郎・三田村宗樹・三宅　誠・宮田雄一

郎・村田明広・森田澄人・森田宜史・山崎博史・山本高司
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日本地質学会2006年度役員選挙を，選挙細則に基づき実施いたします．公示はNews誌９月号ならびにホームページ上（９月10日以降）

に掲載いたします．公示に先立ち，簡単に選挙概要をお知らせいたしますので，会員各位におかれましては予めご準備くださいますようお

願いいたします．

１．立候補の受付期間は10月１日～10月31日（郵送，持参いずれも必着厳守）です．

２．今回の選挙は，会長１名，副会長２名，監事１名，代議員100名（全国区50名・地方区50名）を改選いたします．代議員は前回の選

挙で1.5年任期であった代議員が改選になります．前回2.5年任期で選出された代議員は2007年３月まで任期があります．下記名簿でご

確認ください．

３．選出された新代議員の中から，全代議員の選挙により理事（７名）を，理事選出者を除く全国区新代議員から得票順，その他により

評議員（20名）を選出します．

４．新役員の任期は，2006年４月から2008年３月までの２年です．

2005年７月25日

日本地質学会選挙管理委員会　委員長　坂本正徳

委員　小布施明子　加藤　潔

関　　陽児　高橋路輝

日本地質学会2006年度役員選挙について



し，学会から何を得たいのか，あるいはなぜ

学会にいるのか，もしかするともう辞めてし

まうかもしれないと言ったことまで含めて考

えをまとめてもらうという作業をお願いしま

した．そのキックオフを今日やって，なるべ

く年内にビジョン委員会の方に反映していき

たいと思っています．

繰り返しになりますが，ビジョン委員会と

いうのは今委員の方を決めたところでして，

これから年３回程度，Face to Faceのミーテ

ィングを開催して，京都大会の時にはオープ

ンディスカッションということで，夜間小集

会という形になるかと思いますが，いろいろ

な方々からご意見を聞くということをしたい

と思います．最終的には12月中に評議員会へ

レポートを提出するという予定でいます．

今日はまず自己紹介を簡単にしていただい

て，今日の目的であります学会に期待するこ

とを中心に喋っていただきます．パネラーの

方は，この順番で発表していただきますが，

坂本さん（JAMSTEC/IFREE；古海洋学），

木村さん（静岡大学大学院２年生；構造地質

学）．黒田さん（東大海洋研PD；古海洋学），

砂村さん（東大地球惑星；生命科学），束田

さん（名古屋大学博物館；テクトニクス），

高橋さん（産業技術総合研究所；層序学）で

発表していただきます．

それでは１人約10分程度でお願いいたしま

す．それでは坂本さんからお願いします．

＜坂本さん＞（自己紹介部分は略し，メッセ

ージの概要を紹介）

最新の情報が得られる場が学会である．

若い世代への啓蒙や，刺激のあるシンポジウ

ム

境界領域の研究を進めるためのきっかけ作り

司会：それではお待たせいたしました．これ

から地質学会パネルディスカッションを開催

いたします．１時間半程度の時間ですが，よ

ろしくお願いいたします．本日のパネルディ

スカッションのタイトルは「○○学の将来と

学会」とういう，ちょっとふざけたタイトル

になっていますが，趣旨としては地質学会の

年会をみてもそうなんですが，非常に多くの

分野の方々が参加されている，人数も4500人

を越えるような一大地質，地質学と言うかあ

るいは地球科学と言っていいのか，地球生命

科学と言っていいのか，応用地質なのかいろ

いろな言葉がありますが，そこに属されてい

る一つの学会として，大きくは学術系，企業

系，教育系に別れますが，今回は合同大会と

いう場ですので，やや学術系に目を向けて，

これからどのようにやっていこうかと考えた

ときに，将来のビジョンを考えてみることに

します．その時に，５年，10年という長いス

パンで考えて見なければならないのですが，

とりあえず５年ぐらいの中期として，地質学

会何をやったらいいのかということを具体的

に提案して，いろいろなマイルストーンを設

定し，ロードマップを作っていくという作業

があります．この作業を早くやりたいという

ことで，理事会の中で提案したときに，いろ

いろ議論を始めてしまうと，あっという間に

５年ぐらい経ってしまうということで，これ

では中期ビジョンに成らないので，今年の12

月ぐらいまでにご報告しますということで将

来ビジョン委員会というのを立ち上げて，そ

の中でまずこういった機会を使ってキックオ

フしてみようと，皆さまいったいどう言った

意見をもっているのであろうか，こういうこ

とを今日はまとまりの無いパネルディスカッ

ションになってしまうかもしれませんが，特

にこれから学会を支えていくであろうと思わ

れる若い世代の方に登場してもらい，これか

らディスカッションしていきたいと思いま

す．

あらかじめパネラーの方々にお願いしてい

たのは，３－４枚程度のスライドを用意して

いただきました．まず簡単な自己紹介，サイ

エンスのバックグランド，自分たちが所属し

ているサイエンスは現在こういった状態で，

将来こうなろうとしているといったこと，そ

れらの背景のもとに自分は学会に何を期待

様々な分野とコラボレーションするための場

の提供（例えば古海洋，現代海洋，モデリン

グの融合）

地質学会でしかできないことを行う

＜木村さん＞

材料工学，セラミックス，構造地質学

情報交換の場（総合科学）であってほしい

専門学会が多すぎる

総合学会が中途半端（縦割り，真のインテグ

レーションがされていない）

セッションカテゴリーの変革

会費が高い（特に学生）

＜黒田さん＞

様々な新しい分野の研究者コミュニティーを

育てる

若い世代が定期的に集まれる環境を整えて欲

しい

フィロソフィーを発表してくれるような，キ

ーノート講演を．

学会費の削減（特に学生）

＜砂村さん＞

全ゲノム解析，機能解析

地球科学の面白さを世の中に説明する，宣伝，

啓蒙の必要性

多様化する研究分野での研究評価の統一（予

算取り）

流行研究，萌芽研究などのバランスを提言

＜束田さん＞

地質学の本質を議論できる場であってほしい

地質学的観点からの社会への提言をして欲し

い

地質学の面白さを啓蒙，普及（社会との接点

をもっと増やす，説明責任を果たす）

子供を対象とした次世代教育

知的好奇心を素直に社会に表現できないか

社会へ積極的に行動する提言者となるべき

高橋（雅）：５人のパネラーの方の意見を聞

いて，がっかりしました．メールでのやり取

りはすごく活発で学会の未来は明るいなと思

ったんですが・・・．会費が高いという話を

聞いていて，本当に研究に熱くなっているな

ら，３食の飯を２食にしてでも会費を払うん
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日本地質学会総会　パネルディスカッション

「○○学の将来と学会」

平成17年５月22日
於　幕張メッセ

５月22日幕張メッセにて，第112回総会が開催されました．本総

会は，全国の会員から推挙選出された第一期代議員が，はじめて参

集する記念すべき第一回の代議員総会となりました．学術研究・教

育・社会貢献等，今後の学会活動の方向性を模索する最適な機会に，

次世代のサイエンスを担う世代の代表に，彼らの描くサイエンスに

対して学会活動とは何であるのかをご討論いただきました．以下に，

ディスカッションの模様を録音から再現しました．

パネラー：（発表順）

坂本竜彦（JAMSTEC：古海洋学）・木村希生（静岡大学大学

院D２：構造地質学）・黒田潤一郎（東大海洋研PD:古海洋

学）・砂村倫成（東大：生命科学）・束田和弘（名古屋大学博物

館：テクトニクス）・高橋雅紀（産総研：層序学）

司会：倉本真一（理事）



と交流するにも，地質学の基本がしっかりし

ていないと，他分野への興味を奪い取られ兼

ねないと思います．

束田：地学教育に関して，清川さんのおっし

ゃるとおり．現在名古屋大学では，２年生に

なってから地球惑星科学科に配属されます．

そして，たった２年間で地質学の真骨頂とい

うものを教えなければならない．知識の詰め

込みといった現状です．

何が問題か．教育行政が一番問題だと思い

ます．自然史，地学，科学への意欲を削られ

るようなカリキュラム．大学になって初めて，

泥と砂の違いを知るような教育はやめよう．

大学に入学する前に，泥遊びぐらいはしてこ

い．と思います．初等・中等教育が大事だと

最近強く思います．このままだと日本の自然

科学教育がなくなってしまいます．そしてそ

のダメージを真っ先に受けるのが地質学だと

思います．我々の将来として，大学生の教育

以前に，初等中等教育のことを考える必要が

あると強く思います．

矢島：自然史（地質学）というものは，それ

を必要とする社会が存在したから確立してき

ました．19世紀のヨーロッパでは，石炭など

の資源を探し，植民地を切り開くために地質

学が必要だったけれど，今は植民地を広げる

こともなければ，資源がどこにあるのかもう

わかっているから．要らない．昔は社会の要

請に押されて地質学が必要だったと思いま

す．では今の社会の要請は何か？災害です．

災害・地震に対して，その社会の要請を追い

風にし，利用していかなければいけないと思

います．例えば，スマトラの地震の時に真っ

先に現地に行ったのは，地震工学などの人々．

地質学者も現地に行ったけれどもマスコミや

公の場には出てこない．昔のよき時代を懐か

しむだけではなく，今の社会の要請をもっと

利用しなければ，今の学生さんに魅力が伝わ

らないのではないでしょうか．

それと，やっぱり学会の会費は高い．会費

が高いと思わなくなるくらい，学会の中身が

あがるのか．会費が下がるのか，よくわから

ないが，現状ではバランスは取れていないと

思います．

高橋（正）（普及事業）：会費を安くすれば，

院生の会員は増えると思いますか？

黒田：ある程度は増えると思います．今，日

じゃないですか．それでも会費が高いと思う

のは，裏返せば，学会がその程度ものなのか，

研究にも熱くなっていない．といえるのでは

ないでしょうか．メールでは非常に良いこと

を言っているが，このような会場では若手が

萎縮していたなと思いました．言いたいこと

の３割くらいしか言えてないと思います．残

念です．

＜高橋（雅）さん＞

他分野への貢献（インタラクション），地質

学の重要性を指摘

社会への貢献

本音を言える雰囲気

情報公開

総合討論
司会：パネラーの方々，何か言い足りなかっ

たことはないですか？

木村：やはり会費の問題は学生にとっては切

実です．多くの一定所得を得ていない学生に

とっては，会費削減は学生会員獲得のために

は重要だと思います．

司会：高橋さんから，古典的な地質学から地

球物理などとの他分野へ結びつけた研究のお

話がありましたが，学問の上でのいわゆる異

文化交流の具体的な例だと思いますね．では，

学問としてではなく，学会としての異文化交

流というのはどのようなものだとお考えです

か．

高橋（雅）：それぞれの学問にはそれぞれの

言葉（言語），概念があって，異文化交流に

は通訳が必要です．通訳がなければ会話はで

きない．でももし通訳がなければ，どちらか

が相手方の言葉（言語）を勉強しなければな

らない．しかし，相手に地質学を理解しろと

いうのは現実的に難しい．ならば，地質学者

が，周辺分野の相手のことを知り，融合して

共同研究に発展させるしかない．研究者以外，

教育関係者，アマチュアが多いのは，地質学

会の特徴．他学会と比べて特異なこと．学会

としての方向性を考える上では，それらの

人々のからの意見も取り入れ，反映させるこ

とが大切だと思います．

清川：学会発展には若手育成が重要だと僕も

考えています．しかし，現在の大学教育を考

えると，若手育成が大変難しい現状にありま

す．例えば，大学でフィールドに学生を連れ

ていくには，出張費用がない．保険が必要な

ど，簡単ではない．地質学なのに，野外に連

れていかないのが面倒がなくて良いという意

見もあります．でもそれではだめです．野外

に連れていかないで，地質学の世界に新しい

学生を導くのは無理です．そこで，学会が中

心となって，巡検やサマースクールなどを主

催して学生が単位をとれるようなシステムが

必要．各大学では地質学の「いろは」を教え

ることは出来ない状態になっている．他分野

本海洋学会，地球化学は年４回会誌が送られ

てきて，5000円です，これくらいまで下げな

いと（入会）を迷うと思います．

高橋（正）：もうひとつ，学会の数が多いと

いうお話しがありましたが，学会数は再編成

したほうが良い？

木村：私の場合だと，年３回出席するのが限

界．それ以上出ると自分の研究に集中できま

せん．あまりにも専門学会に分かれすぎてい

て，出席するのが大変．地球科学でひとつに

まとまってくれるのが理想ですね．

高橋（正）：ひとつというのは少し過激です

が，今後再編せざる得ない状況になっていく

のかなとも思います．そういう方向性は目指

したいと考えています．

もう一つ，学生向けのセミナーを主催した

場合に，学生は出席すると思いますか？

砂田：テーマが面白ければ出ると思います．

それに関連して，従来型の地質学だけをや

っていても，就職先がないし，論文も受理さ

れない．地質学をベースにしてプラスアルフ

ァを（研究）していかないと食っていけない

のが現状です．私も若いころは，とにかく山

を歩けという地質学を大学で学んで，当時は

いやいやだったが，今となってはよかったと

実感しています．しかし今の大学の現状をみ

ると，地質学をやる．巡検をやるという人が

減り，化学が横臥している，従来型の地質学

の教育・指導ができる人が減ってきていると

思います．そこで，学会が（従来型の地質学

の指導を）できる人を呼んで，セミナー・ス

クールをやるのが良いと思いますね．必要と

されるテーマなら人は集まると思います．そ

れと，安さは重要．今の学生はすぐにコスト

パフォーマンスを考えるので．

司会：ありがとうございました，

まとめようとすると「そんなきれい事！」

と怒られるので，とくにまとめはありません

が，パネラーの人達とはメールでたくさんや

り取りをしました．

先端のサイエンスに対しては，学会に何か

を望むというよりは，自分（研究者自身）で

切り拓いていくものだというのが大半の意見

です．一方で，会費の費用対効果はあるの

か？高い会費を払って与えられるのは雑誌だ

け．学会誌に投稿するかというと，ほとんど

の人は他の雑誌に投稿するが，存在意義がな

いわけではないとの意見でした．そのあたり

についてパネラーの方のご意見をもう少し聞

かせてください．

黒田：自分が投稿するとなると，（投稿先の

優先順位としては，地質学雑誌は）後回しに

なりますね．論文は年に書けて１本．そうな

るとおもしろいネタがあれば，やはり国際誌

に投稿したい．いろいろ数がこなせるように
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大切．永田　毅先生のように，視野の広いコ

メントを出し，若手をエンカレッジしていた．

そういうことが地質学会でもできたら，少々

会費が高くても学生は集まると思うんです．

また，広い視野という点では，雑誌にいろん

な分野のレビューがもっと載るといいなと前

から思っています．

昔に比べて学会は，いろいろなことが結実

していると思います，若い人がその結実した

ものに乗っかっていけるように，頑張ってい

なれば，地質学雑誌にも投稿したいとは思う

けれど，今は難しいですね．

司会：若い人はどういう雑誌に投稿したいと

考えているのでしょうか？

砂田：人によってそれぞれですが，インパク

トファクターを狙って投稿する人もいるし，

国内誌で論文の書き方を勉強するという人も

ますが，下手をするとそれ（国内誌だけの投

稿）がずっと続くということもあるので，そ

れは避けたいと思います．

司会：インパクトファクターは若い人にとっ

て，重くのしかかっている問題で，足かせと

いうか，バウンダリーコンディションとなっ

ていると思います．

先ほども少しお話しにでました，スクール

やセミナーなど，少しお金を取りながらでも，

興味あるテーマなら学生は集まる．こういう

ことをもっと積極的にやっていかなければと

思いますが，そういう努力が学会ではまだ不

足しているのかなと思います．

すべてのことが複雑に絡んでいるというこ

とがわかってきました，シニアの方にも意見

をお願いできますか．

新妻：地質学会の会員は他に比べて好奇心を

はるかにもっているんではないでしょうか．

しかし，その好奇心を広い視野でもつことが

ただきたい．

司会：時間になってきました．議論足らずで

すが，これから５年くらいをめどにしたビジ

ョンを早急に作り，具体的な提言をまとめて

いきたいと考えています．ビジョン委員会で

は，会員の皆さんにも意見をいただいて，京

都大会のときにもこのような会を開きたいと

考えています．今日はどうもありがとうござ

いました．

（完）
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ています．京都大会中の９月19日には地質

学会の将来ビジョンに関する夜間小集会を

行います．会員の皆様には，その時点まで

の将来ビジョン委員会の議論の内容をご紹

介するとともに，会員の皆様の生の声をお

聴かせいただきたいと思います．熱い議論

をしましょう！

＜将来ビジョン委員会メンバー＞

委員長　倉本真一（担当理事）

委　員　荒戸裕之・阿部なつ江・石井和

彦・清川昌一・榊原正幸・佐藤尚弘・高橋

雅紀・竹之内　耕・寺尾真純・長谷部徳

子・藤林紀枝・三宅　誠・山本高司・（以

下理事）天野一男・狩野謙一・高橋正樹・

久田健一郎・向山　栄

倉本（理事・委員長）

将来ビジョン委員会始動！
日本地質学会の将来（５年程度の中期を

目途）ビジョンの策定とその具体的な行動

指針をまとめるために，「将来ビジョン委

員会」が活動を開始しました．さる７月23

日－24日に，国立オリンピック記念青少年

総合センターにおいて，１泊２日の合宿形

式の委員会を行いました．参加者は，三宅

（船穂中学），山本（川崎地質），清川（九

大），石井（大阪府大），長谷部（金沢大），

阿部（JAMSTEC），高橋（産総研），向山

（理事），狩野（理事），倉本（理事；委員

長）でした．残念ながら委員全員の参加は

出来ませんでしたが，事前の電子メール会

議での参加など，第１回目の委員会という

ことで，考えうる現在の学会の問題点，改

善点を朝から晩まで，ほとんど休憩無しに

議論を続けました．現在そのまとめを行っ

■学術雑誌の電子アーカイブ事業（紹介）

国内学協会の学術雑誌の国際発信力の更な

る強化と重要な知的財産の保存を目的とし，

特に重要な学術雑誌について過去の紙媒体の

論文に遡って電子化（電子アーカイブ）する

事業を独立行政法人科学技術振興機構（JST）

が実施することになり，第１回「電子アーカ

イブ対象誌選定委員会」（委員長：黒川清・

日本学術会議会長）が５月31日に開催されま

した．

この電子アーカイブ事業は，日本の主要な

学術雑誌を過去の創刊号から電子化し，JST

で運用している科学技術情報発信・流通総合

システム（J-STAGE)において全文公開する

もので，日本学術会議も協力することとなり，

６月に電子アーカイブ対象候補誌基礎調査が

実施されることとなりました．関係の学協会

にも，当該事業の推進への協力方についてお

伝えいただきますようお願いします．

詳細につきましては，以下のJSTのホーム

ページをご覧ください．

（http://info.jstage.jst.go.jp/jarchive）

■日本学術会議の新しい体制の在り方に関す

る懇談会の開催（報告）

６月１日（水）に第８回の日本学術会議の

新しい体制の在り方に関する懇談会が開催さ

れ，「日本学術会議の新たな体制（要検討事

項）」に基づく議論及び新体制移行期の暫定

措置等について議論されました．

■「G８サミットに向けた各国学術会議の共

同声明」（報告）

日本学術会議は６月８日，来月に英国で開

催されるG８サミットに向け，G８主要先進

各国の学術会議及び関係諸国の学術会議と共

同で２つの声明「気候変動に対する世界的対

応」及び「アフリカ開発のための科学技術」

を発表し，同日，岸副会長（会長代行）から

小泉総理に声明を手交しました．この声明は，

本年のG８サミットの議題である環境問題と

アフリカ開発について各国科学者の意見を集

約したものである点において非常に戦略的か

つ重要な声明です．更に，G８主要先進国の

すべての国と関係諸国の学術会議が共同して

G８サミットに向けた声明を出すのは初めて

のことであり，画期的な出来事と言えましょ

う．

詳しくは，同日発表された会長コメントを

ご覧ください．

(http://www.scj.go.jp/ja/info/comment/050

608.html)

今後，懇談会では，６月20日（月）の第９

回懇談会で最終報告書案について議論し，７

月13日（水）の第10回懇談会で最終報告書を

取りまとめることとしております．懇談会の

資料等は，ホームページに掲載しております．

(http://www.scj.go.jp/ja/scj/kondan/index.

html)

■日本学術会議事務局組織の再編（報告）

７月１日から，日本学術会議事務局の組織

が再編されました．これは管理部門の体制を

圧縮し，企画立案や審議支援などの体制を充

実・強化することを基本的な考え方としてい

ます．

具体的には，現行の部制を廃止した上で，

①事務局次長（１人）を設置し，会長，副会

長（３人）の支援体制を強化，②企画課を設

置し，企画・立案機能を掌る体制を整備，③

審議支援・国際部門に参事官制を導入し，

時々の状況に応じた機動的な対応を実現する

こと，などです．

日本
学術会議
ニュース
＜平成17年7月＞

このコーナーでは，
本年10月の日本学術
会議の新体制発足に
向けて，日本学術会
議の動向を紹介して
います．

「日本学術会議ニュース」は下記URLから

も閲覧できます．

http://www.scj.go.jp/ja/info/news/index.

html＞

ご意見・問い合わせは下記まで．

日本学術会議事務局　

〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34

電話：03-3403-1906，g227@scj.go.jp



場所：海洋研究開発機構　東京事務所（港区

新橋1-2-9 日比谷セントラルビル10階）

共催：海洋研究開発機構（JAMSTEC）地球

深部探査センター（CDEX），日本掘削科

学コンソーシアム（J-DESC）

使用言語：英語

CDEXとJ-DESCでは，掘削科学に関わる

昨今の検層・震探技術の向上に鑑み，コアと

検層或いは震探の統合解釈に関する研究に焦

点を当てた国際ワークショップを開催しま

す．陸上／海洋底，或いはアカデミック／イ

ンダストリアルの垣根を越えて，この種の問

題に関わる様々な分野の方々による，活発な

ご討論をお願い致します．

参加をご希望の方は，CDEXウェブサイト

（http://www.jamstec.go.jp/jamstec-e/cdex）

より講演要旨書式をダウンロードして作成の

上，９月７日（水）までに電子メールでお送

りください．講演なしでの参加をご希望の方

は，特に申し込みフォームはありませんので，

ご自由にご参加ください．ワークショップの

内容についての詳細も，同サイトをご覧くだ

さい．

問い合わせ・要旨送り先：

海洋研究開発機構 地球深部探査センター

Philippe Gaillot（gaillot@jamstec.go.jp）

眞砂英樹（masagoh@jamstec.go.jp）

tel: 045-778-5817/5818 fax: 045-778-5978

日時　2005年８月31日（水）～９月２日（金）

10：00－17：00

会場　東京ビッグサイト（有明・東京国際展

示場）東５ホール

主催　（社）土壌環境センター・（社）日本

産業機械工業会・日本産業洗浄協議会・フ

ジサンケイビジネスアイ

後援　経済産業省・外務省・農林水産省・環

境省

特別協賛　中小企業総合事業団・日本真空工

業会・日本真空協会

協 賛　（社）化学工学会／（社）環境科学

会／（社）地盤工学会／（社）全国地質調査

業協会連合会／（社）土木学会／日本科学

機器団体連合会／日本環境化学会／（財）

日本環境協会／（社）日本建築学会／（社）

日本水道協会／日本地下水学会／日本地質

学会／（社）日本土壌肥料学会／（社）日本

農芸化学会／（社）日本不動産鑑定協会／

廃棄物学会

入場料　￥1,000（ただし、事前登録者・招

待券持参者は無料）

展示会事務局　（株）シー・エヌ・テイ

〒101-0048 東京都千代田区神田司町

２－２－２　大森ビル

Tel.03-5297-8855

2005地球環境保護　
土壌・地下水浄化技術展

文部科学省は，地方自治体が平成16年度に

実施した活断層調査及び堆積平野地下構造調

査の成果等を広く普及するため，2005年活断

層調査成果および堆積平野地下構造調査成果

報告会を開催します．報告会では口頭発表の

他，ポスター展示などを行います．

開催日：平成17年11月10日（木）～11日（金）

会場：こまばエミナースホール（東京都目黒

区大橋2-19-5）

主催：文部科学省

目的：地方自治体が実施した活断層調査及び

堆積平野地下構造調査の成果等を発表し，

これを広く普及させるとともに，専門家等

の意見を今後の文部科学省委託金調査へ反

映させることを目的として，成果報告会を

開催します．

内容：平成16年度に，文部科学省地震関係基

礎調査交付金により，地方自治体が実施し

た活断層調査と堆積平野地下構造調査の成

果について各自治体の担当者が発表しま

す．また，発表を行った調査についてのポ

スターセッションも行います．

なお，プログラム等詳しい内容につきま

しては，９月中旬頃に決定しますので，そ

れ以降に下記連絡先までお問い合わせ下さ

い．

定員：500名（先着順）

参加費：無料

申込方法：FAX又はハガキで，氏名，住所

（勤務先又は自宅），電話・FAX番号，勤務

先名を明記の上，11月７日（月）までに下記

へお送り下さい．

問い合わせ・申込先：

〒101-0064 東京都千代田区猿楽町1-5-18

千代田ビル５階

（財）地震予知総合研究振興会

地震調査研究センター

活断層・地下構造報告会係

電話：03-3295-1501 FAX：03-3295-1507

日時：2005年10月３日～４日

「International Workshop on
Core-Log-Seismic Integra-
tion : New Scientific and
Technological Challenges」
開催のお知らせ

下記のとおり本年も開催いたします．関心

をお持ちの方々のご参加を期待します．

日時：平成17年11月９日（水）

13：30－16：00

会場：静岡商工会議所会館５階ホール

（JR静岡駅北口西側）

テーマ：東海地震に備える

座長：静岡大学名誉教授　土　隆一

１．地震防災教育と企業の防災対策

静岡大学理学部教授・防災・ボランティ

アセンター長　里村幹夫

２．津波と東海地震－インド洋津波の教

訓－

産業技術総合研究所・活断層研究センタ

ー副センター長　佐竹健治

主催：東海地震防災研究会

連絡先：〒422-8035静岡市駿河区宮竹1-9-24

土研究事務所

Tel.:054-238-3240 Fax:054-238-3241

日時：2005年６月10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），海老原充（地球

化学），佐野有司（地球化学），清水洋（地

球化学），下山晃（化学），鈴木徳行（地質），

長尾敬介（地球化学），中村栄三（岩鉱）

欠席者：蒲生俊敬（地球化学），留岡和重

（鉱物），平原和朗（地球物理研連）

報告事項

１．学術会議関係

（1）第144回総会報告（平成17年４月18～20

日開催）（山中会員）

（i）学術会議声明「日本の科学技術政策の要

諦」

（ii）対外報告「科学技術基本計画における重

要課題に冠する提言」の科学技術政策担当

大臣への手交

（iii）部・委員会報告の外部への発表（第４

部報告「先端的大型研究施設での全国共同

研究の在り方」（提言）を含む）

（iv）国内・国際会議後援（地球惑星科学関

連学会合同大会を含む）

（v）運営審議会付置各種委員会報告（科学

技術基本計画レビュウ委員会報告を含む）

（vi）常置委員会報告

（vii）特別委員会報告

東海地震防災セミナー2005の
お知らせ［第22回］
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2005年活断層調査成果および
堆積平野地下構造調査成果報告
会

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．

報　告

第19期第6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．



科学・技術は重要な鍵を握っています．

科学・技術において重視されるべきもの

は，新たなものを生み出し活用する「新しい

知の創造」に向けなければなりません．

それには，これまで必ずしも十分な活躍機

会を与えられなかった多様な人材が能力を発

揮できるようにするため，優れているが他か

らの研究助成が受け難い研究を掘り起こし，

新規性，独創性または萌芽性をもち，発想や

着想に意外性をもった研究に視点をあてま

す．

もって，科学・技術研究の次代を担う人材

育成と，その研究を奨励して科学・技術研究

の振興を図ることを目的とします．

２　研究対象領域と申請区分

人文科学，社会科学および自然科学（医学

を除く），またはそれらの境界領域に関する

研究で，申請は次の通りに分かれます．

Ａ　一般科学研究

Ｂ　特別奨励研究

（a）学芸員・図書館司書等が行う研究

（b）海洋・船舶科学研究

３　申請受付期間

平成17年９月１日～10月14日＜必着＞

E-mailでの申請は受け付けません．

《お問い合わせ先》

財団法人日本科学協会　笹川科学研究助成係

〒107-0052 東京都港区赤坂1-2-2

日本財団ビル5Ｆ

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

E-mail：jss@silver.ocn.ne.jp

URL：http://www.jss.or.jp

女性科学者に明るい未来をの会より，「猿

橋賞」候補者の推薦を依頼します．下記の要

領で応募して下さい．募集内容，応募用紙な

どは各学会事務局に送付してありますが，電

子メールでお申出頂ければ，様式を添付ファ

イルでお送りします．また，http://www.

saruhashi.net/からもダウンロードできます．

推薦を希望される方は，理事会宛に11月15日

（火）までにお申し込み下さい．

１）対　象：推薦締切日に50才未満で，自然

科学の分野で，顕著な研究業績を収めた女

性科学者

２）表彰内容：賞状，副賞として賞金30万円，

毎年１件（１名）

３）締切日：2005年11月30日

４）応募方法：所定の用紙に受賞候補者の推

薦対象となる研究題目，推薦理由（800字

程度），略歴，推薦者（個人・団体），及び

主な業績リストを記入して，主な論文別刷

2006年度　
女性科学者に明るい未来をの会
「猿橋賞」候補者募集

（viii）各研連報告（179研連からの報告）

（２）第４部会報告（平成17日４月18～20日

開催）（山中会員）

（i）８つの対外報告（案）が審議され，最終

的に地物研連からの「21世紀の地球電磁気

学」が推薦された．

（３）第６回「日本学術会議の新しい体制の

在り方に関する懇談会」（平成17年４月18

日）（山中会員）

平成17年10月１日発足の新しい学術会議の体

制についてこれまで６回議論され，平成17

年８月下旬に開催される総会で最終的に決

定される予定．

（４）144回総会に向けて研連報告を本年３月

末に提出した．（清水委員長）

２．その他

（1）「第３期科学技術基本計画の「５つの戦

略」」について（山中会員）

平成18年度から向こう５カ年の基本方針とし

て平成17年４月に文科省が発表した標記内

容について資料をもとに説明があった．

（2）国際学術団体との対応について（清水委

員長）

（i）本年度のGoldschmidt Conference（米，

アイダホ州）開催に対して，日本地球化学

会から分担金が支払われた．来年度開催に

関しても，同様の処置がとられる予定．

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の取り扱いについて

委員会の「審議経過」という形で公表する

方向で，第４部部会長と協議する予定．また，

日本地球化学会の会誌「地球化学」において

も掲載予定．

２．今期のまとめ

資料を基に，第19期の活動概況を確認した．

その他

１．次回の委員会の日程について

次回の委員会は開催しないことで合意し

た．しかし，８月末に開催される予定の総会

の内容によっては開催することもあり得るこ

とを確認した．

１　趣旨

21世紀は大きな価値基準の転換と，そのも

とになる哲学の転換期であり，直面する諸課

題を克服し今後の展望を拓いていくために，

10編程度（２部ずつ，コピーも可）を添え，

５）の送付先までお送り下さい．

５）推薦書類送付先：

〒100-0005 東京都千代田区丸の内1-4-3

UFJ信託銀行リテール総括部

女性自然科学者研究支援基金　江川康治

（封筒には，「猿橋賞推薦書類」と明記し

て下さい．書類は，猿橋賞選考のために選

考委員会などで用いられます．書類は返却

いたしませんのでご了承下さい）

６）問合せ先：saruhashi2005@saruhashi.net

趣旨：本賞は，化学教育者・故守田純子氏か

ら遺贈された資金をもとにして，自然科学

を専門とする女性科学者の研究を奨励し，

科学の発展に貢献する人材を育成すること

を目的として，1998年に設けられたもので

す．

対象：自然科学分野において，優れた研究成

果をあげており，将来，科学の発展に貢献

することが期待される40歳未満（応募締切

日現在）の女性科学者を対象としています．

授賞件数：年２件以内

賞状及び副賞50万円を贈呈します．

提出書類：１．推薦状，２．履歴書（写真貼

付），３．研究業績リスト，４．主要な論

文別刷５編以内，それぞれ３部（コピーで

も可），５．研究題目とその概要及び今後

の展望と抱負を記したもの（A４版２頁以

内）

応募締切日：2005年11月30日（水）（必着）

書類送付先及び連絡先：

社団法人　大学婦人協会

〒160-0017 東京都新宿区左門町11-６-101

TEL 03-3358-2882 FAX 03-3358-2889

http://www.jauw.org

e-mail:jauw@tky2.3web.ne.jp

１．職種・人員：教授　１名

２．所属講座：地球生命圏科学講座

３．専門分野：生物科学的もしくは物質科学

的手法を用いた，地圏と生命圏の相互作用

や共進化に関する研究分野

４．応募資格：博士の学位を有し，大学院お

第8回大学婦人協会守田科学研
究奨励賞受賞候補者募集
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東京大学大学院理学系研究科地
球惑星科学専攻教員（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

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18年度
笹川科学研究助成募集要領



（1）履歴書（学歴および職歴）

（2）これまでの研究概要（1600字程度）

（3）研究業績目録（査読論文とそれ以外の

総説，著書，報告書などに分けて記載す

ること）

（4）主要な原著論文の別刷（コピー可）３

編以内

（5）今後の研究・教育の計画および抱負

（1600字程度）

（6）応募者について意見を伺える方２名の

氏名および連絡先（住所，電話番号，e-

mail）

（7）他薦の場合は，上記（1）－（4）の内容

がわかる書類

８．応募締切：平成17年９月26日（月）（消

印有効）

９．書類送付先：

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

東京大学大学院理学系研究科

地球惑星科学専攻長　永原裕子

電話：03-5841-4508

封筒の表に必ず「地球生命圏科学講座助教

授応募書類在中」と朱書し簡易書留にて郵送

のこと

10．問い合わせ先

東京大学大学院理学系研究科

地球惑星科学専攻　棚部一成

電話：03-5841-4519

e-mail：tanabe@eps.s.u-tokyo.ac.jp

１．職種・人員：古生物学・１名

２．職務内容：古生物学職として資料収集，

調査研究，展示，教育普及活動に従事（主

に県立恐竜博物館に勤務）

３．採用分野：古生物学（主に恐竜を中心と

した爬虫類化石）

４．応募資格

（ア）年齢：昭和48年４月２日から昭和57年

４月１日までに生まれた者

（昭和57年４月２日以降に生まれたもので

修士課程を終了または平成18年３月31日ま

でに終了見込の者を含む）

（イ）学歴用件：大学または大学院で古生物

学または地質学の専門課程を専攻し，国際

的な視点に立った研究活動，フィールドを

中心とした調査活動を含む博物館活動に対

し十分な知識，経験および意欲を有するも

ので，平成18年４月１日現在に修士以上の

学位を有する者または修士課程終了見込の

者

（ウ）欠格事項：次の各号のいずれかに該当

する場合は，応募できません．

① 成年被後見人および被保佐人（準禁治

産者を含む）

② 禁固以上の刑に処せられ，その執行を

終わるまでまたはその執行を受けること

がなくなるまでの者

福井県立恐竜博物館研究職員公
募

よび学部での研究指導を担当できる方．着

任後は，大学院の講義のほか，平成18年４

月発足予定の地球惑星環境学科の講義およ

び実習を担当して頂く予定である．

５．着任時期：平成18年４月１日を希望

６．募集方法：自薦または他薦（他薦の場合

はご本人が了解していること）

７．提出書類：

（1）履歴書（学歴および職歴）

（2）これまでの研究概要（1600字程度）

（3）研究業績目録（査読論文とそれ以外の

総説，著書，報告書などに分けて記載す

ること）

（4）主要な原著論文の別刷（コピー可）５

編以内

（5）今後の研究・教育の計画および抱負

（1600字程度）

（6）応募者について意見を伺える方２名の

氏名および連絡先（住所，電話番号，e-

mail）

（7）他薦の場合は，上記（1）－（4）の内容

がわかる書類

８．応募締切：平成17年９月26日（月）（消

印有効）

９．書類送付先：

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

東京大学大学院理学系研究科

地球惑星科学専攻長　永原裕子

電話：03-5841-4508

封筒の表に必ず「地球生命圏科学講座教授

応募書類在中」と朱書し簡易書留にて郵送の

こと

10. 問い合わせ先：

東京大学大学院理学系研究科

地球惑星科学専攻　村上　隆

電話：03-5841-4541

e-mail: murakami@eps.s.u-tokyo.ac.jp

11．その他

本専攻および地球生命圏科学講座に関する

情報は，ホームページ（ht t p : / /www .

eps.s.u-tokyo.ac.jp）をご参照ください．

１．職種・人員：助教授　１名

２．所属講座：地球生命圏科学講座

３．専門分野：地球微生物学・分子生物学・

生物地球化学的手法を用いた地圏と生命圏

の相互作用や共進化に関する研究分野

４．応募資格：博士の学位を有し，大学院お

よび学部での研究指導を担当できる方．着

任後は，大学院の講義のほか，平成18年４

月発足予定の地球惑星環境学科の講義およ

び実習を担当して頂く予定である．

５．着任時期：決定後なるべく早い時期

６．募集方法：自薦または他薦（他薦の場合

はご本人が了解していること）

７．提出書類

東京大学大学院理学系研究科地
球惑星科学専攻教員（助教授）
公募

③ 福井県において懲戒免職の処分を受

け，当該処分の日から２年を経過しない

者

④ 日本国憲法施行の日以降において，日

本国憲法またはその下に成立した政府を

暴力で破壊することを主張する政党その

他の団体を結成し，またはこれに加入し

た者

５．提出書類

（ア）就職願書（所定の就職願書を使用のこ

と） １通

（イ）写真１枚（上半身，脱帽正面向き，盾

５cm×横５cmで申込み前６か月以内に撮

影したものを就職願書に貼ってください）

（ウ）大学院終了証明書（または終了見込み

証明書） １通

（エ）成績証明書（大学学部以上のすべて）

1通

（オ）業績目録，研究論文（別刷またはコピ

ーで３編以内）．ない場合は，古生物研究

調査に対する考え方を2000字以内でまとめ

たもの．なお，活動実績がある場合はその

実績一覧　各１通

（カ）推薦状　１通

（キ）成年後見登記制度における登記されて

いないことの証明書（東京法務局が発行す

る成年被後見人または被保佐人とする記録

がないことを証明する書類）および身元証

明書（本籍地の市町村役場が発行する禁治

産者または準禁治産者でないことを証明す

る書類）

（ク）健康診断書（保険所または国公立病院

で受診したもの） １通

（ケ）学芸員資格を取得している者または取

得見込の者は，これを証明するものの写し

または取得見込証明書　１通

（コ）教員普通免許状を取得している者また

は取得見込のものは，これを証明するもの

の写しまたは取得見込証明書　１通

６．応募締切：平成17年９月22日（金）（消

印有効）

７．応募先：

〒910-8580 福井市大手３丁目17－1

福井県教育庁文化課

TEL：0776-20-0578 FAX：0776-20-0672

８．就職願書の請求：就職願書は，福井県教

育庁文化課で配布します．なお，郵送を希

望する場合は，封筒の表に「就職願書請求」

と朱書し，切手（140円分）を貼ったあて

先明記の返信用封筒（角形２号，A４版の

入る大きさ）を同封して，福井県教育庁文

化課宛請求してください．福井県ホームペ

ージにも就職願書の様式を掲載しています

ので，ダウンロードしてA４版の白紙に黒

色で印刷し，必要事項を記入して提出して

ください．

http://www.pref.fukui.jp/doc/saiyou.html

日本地質学会News ８（８）8



④　報告書等　⑤　学会発表　⑥　参

考事項【科学研究費採択実績，その他

の外部研究資金取得実績，各種受賞等

を記す】

３）主要論文５編程度の別刷あるいはコピ

ー

４）推薦状または所見を伺える方，２名の

氏名・連絡先等

５）これまでの教育・研究実績と千葉大学

赴任後の教育・研究への計画・抱負等

（A４用紙２～３枚に記入して下さい）

５．応募締切

平成17年９月20日（火）必着

６．送付先

〒263-8522 千葉市稲毛区弥生町1-33

千葉大学大学院自然科学研究科総務係

７．問合せ先

千葉大学環境リモートセンシング研究センタ

ー　西尾文彦（地球生命圏科学専攻専攻長）

TEL 043-290-3836 FAX 043-290-3857

E-mail: fnishio@faculty.chiba-u.jp

大学の概要・教員構成等については，下記ホ

ームページを参照してください．

http://www.chiba-u.ac.jp

採用職種：助手１名（大学院自然科学研究科

所属になりますが，学部教育も行っていた

だきます）

専攻分野：水圏に関連した地球物理学（気

象・気候分野を含む）

応募条件：

（1）採用予定日までに博士の学位を取得して

いること．

（2）専攻分野の研究業績があり，当教室の教

員（下記参考資料）と協力して研究を進め

金沢大学理学部地球学教室教員
公募

１．募集人員等

１）職種等　　地球生命圏科学専攻　地表

環境動態学講座　助教授　１名

２）教育研究分野　　地表環境動態学

３）担当授業科目等　

・大学院博士後期課程（博士課程）の授

業科目と特別演習及び特別研究Ⅰ・Ⅱ

上記以外に

・博士前期課程（修士課程）の授業科目

と特別演習Ⅰ・Ⅱ及び特別研究Ⅰ・Ⅱ

・学部の授業科目と実験，演習，卒論指

導および普遍教育（教養教育）

２．応募資格

１）上記教育研究分野に関連する博士の学

位を持ち，40歳くらいまでの方．

２）地球表層部の環境動態に関する研究を

行っている方で，地球生命圏科学専攻の

他分野の人と協力して，学際的な新しい

視点から地表環境動態学の教育・研究を

積極的に行える方．

３．着任時期

決定後なるべく早い時期

４．提出書類

１）履歴書（学歴は高等学校卒業から記入

すること．また，外国における留学及び

研究歴については原則として６ケ月以上

の滞在を記入すること）

２）研究業績目録（次の区分により，記入

すること）

①　原著論文【学会誌，準学会誌等で

レフリー制度のあるもの】②　著書及

び訳書【共著の場合は分担部分を記す】

③　その他の論文【大学・学部の紀要，

研究会誌，シンポジウム等の掲載論文】

千葉大学大学院自然科学研究科
地球生命圏科学専攻地表環境動
態学講座助教授公募

ることができ，学生に対してその分野の研

究指導ができること．

（3）室内実験の経験があり，学生の室内実験

を指導できることが望ましい．

（4）野外調査・観測の経験があり，学生の野

外実習を指導できることが望ましい．

（5）コンピュータ及びネットワークについて

相当の知識と経験をもち，それらを用いて

数理演習を指導することができ，教室内の

ネットワーク管理を行えることが望まし

い．

（6）応募時の年齢が35歳未満の人が望ましい

採用予定日：平成17年12月１日（木）

提出書類（選考終了後は返却します）：

（1）履歴書（市販A４用紙，写真添付）．

（2）研究業績目録（原著論文（査読の有無を

明記），総説・報告書等，著書，学会講演

に区分）．

（3）代表的論文の別刷り又はコピー5編以内．

（4）これまでの研究概要と今後の教育・研究

計画及び抱負（1,600字以内）．

（5）応募者の研究経過等について意見を伺え

る方の氏名と連絡先（２～３名）．

応募締め切り日：

平成17年９月30日（金）（当日消印有効）

書類提出先：

〒920-1192 金沢市角間町　

金沢大学理学部地球学科　

学科長　石渡　明　宛

（注）封筒には「応募書類在中」と朱書し，

書留にて郵送のこと．

公募に関する問い合わせ：

電話　076-264-6513（地球学科事務室），

Fax 076-264-6545（同）

電話　076-264-6522（石渡研究室）

E-mail: geoishw@kenroku.kanazawa-

u.ac.jp

日本地質学会News ８（８） 9

古琵琶湖層群蒲生累層中に挟まれる虫生野テフラ層：湖成デルタ域で二次堆積したテフラの産状
写真・文：片岡香子（新潟大学積雪地域災害研究センター）

表紙紹介

滋賀県南部には鮮新・更新統古琵琶湖層群が広く分布し，同層

群には多くの火山灰層（テフラ層）が挟在する．中でも，約240

万年前に堆積した虫生野テフラ層は，新潟や東海地域でも対比さ

れている代表的な広域テフラ層である．このテフラ層は，滋賀県

水口地域においては再堆積した部分が５ｍの厚さで認められ，こ

れらは湖成デルタ域で二次堆積したものと考えられる．この地層

から読み取れることは，１）火山噴火により，軽石質火砕流など

の非熔結で容易に運搬される火砕物質が，後背域で大量に生産さ

れたこと，２）そのため大規模な水流二次堆積作用が起こり，火

山遠方域においても火砕物質の過剰供給に伴う湖成デルタの前進

と湖の埋積が起きたこと，である．写真（上）は，火山灰からな

る（ほとんどが細粒の火山ガラスからなる）ウェーブリップル葉

理で，河口州付近，湖の浅い場での二次堆積を示すものである．

写真（下）は，シルト～極細粒砂サイズの火砕物層と粘土サイズ

の火砕物薄層とのリズミカルな互層で，径２～５cm程度（他の

地点では最大で15cm）の良く円磨された軽石が含まれている．

これらは，湖沖合での二次堆積を示す．この軽石は湖水表面を漂

流していたが，時間が経ち，軽石の空隙を水が満たすことで，比

重が１を越えた時に，ドロップストーンのように湖底に堆積した

のであろう．二次堆積したテフラの産状を詳しく観察することに

より，噴火後の地表における環境変化をリアルに復元することが

できる．

参考：Kataoka, K., 2005, Geol. Soc. Am. Bull., v. 117, p. 3-17.

※虫生野テフラ層の観察は，地質学会京都大会の巡検コースに

含まれています．



第１章“Introduction”

第２章“Groundwork”：虚数領域や行列式

など，本書を読み進めてゆく上で必要な数

学的な基礎事項が書かれている．

第３章“Fourier Transforms”：フーリエ変

換からヒルベルト変換，さらにはZ変換ま

で詳しく説明されている．

第４章“Computational Considerations”：有

限幅の波形データを扱う際に必要な窓関

数，またエイリアシング（Aliasing）など，

データ解析を行う際の注意事項が書かれて

いる．

第５章“Synthetics and Velocity Func-

tions”：反射係数・AVO現象・擬似反射波

形・Tuning，さらにアトリビュート解析

について書かれている．つまり，この章で

は「記録波形（応答波形）が，地下のどの

ような弾性的特徴の影響を受けているの

か」ということが説明されている．

第６章“Traveltime Curves and Veloci-

ty”：反射法地震探査と屈折法地震探査の

速度解析，すなわち「音波が，どのような

経路（波線）を通って地表に戻ってくるの

か」，「走時は，どのように計算されるのか」

に関して説明されている．

第７章“Seismic Source Wavelets”：ダイナ

マイト，バイブロサイスの発振波形の特徴，

シミュレーションの際に用いる発振波形

（リッカーウェブレットなど）が簡単にま

とめられている．

第８章“Wavelet Shaping and Deconvolu-

tion”：パルス的でない発振波形から得ら

れた記録波形（反射波トレース）は，地下

の構造を正確に表していない．そこで，そ

れらの記録波形から，理想的な発振波形を

用いた場合に得られる記録波形を計算する

解析（デコンボリューション）が，この章

では中心に説明されている．また，「減衰

によって，波形がどのように変形するのか

（Q値）」についても詳しく述べられている．

本書の特徴は，地震探査法を適用する上で

必要な基礎理論を，いかに分かりやすく説明

するかに重点を置いていることである．本書

を読み進むなかで，読者が少しでも理解しや

すいように，非常に親切に書かれていること

に驚かされた．例えば，数学的な知識が全く

ない読者でも本書を読み進めば，フーリエ変

換について充分理解できる．また数式の途中

経過も省略せず丁寧に記されている点も評価

できる．そのため，フーリエ変換の説明だけ

でも100ページ近くを割いている．さらに，

ヒルベルト変換，Z変換といったフーリエ変

換を発展させた解析手法についても，フーリ

エ変換から連続的に理解できるように工夫さ

れている．これまでにも様々な教科書が出版

されてきたが，本書は非常に明解であり名著

といえる．本書の“Introduction”でも触れ

られているが，「波形が媒質の内部減衰によ

り，どのような影響を受けるのか」，「減衰に

伴う波形の変化を，ヒルベルト変換（虚数領

本書は，Elsevierから出版されている

“Handbook of Geophysical Exploration”の

第１巻である．本シリーズは，物理探査法に

関するハンドブックを目指すもので既に第３

５巻まで出版されており，反射法地震探査，

屈折法地震探査，坑井検層など，様々な解析

技術が紹介されている．物理探査データを解

析する際には，一度は目を通しておきたいシ

リーズである．本書（第１巻）には，反射法

地震探査と屈折法地震探査を行う上で必要と

なる基礎理論が詳しく記載されている．本書

で述べられているような基礎理論を深く理解

していなくとも，商用のソフトウエアがあれ

ば，反射法地震探査の解析を行うことはでき

るであろう．しかし，応答波形の持つ意味を

考察したり，解析処理のパラメータを設定し

たりする際には，基礎理論が非常に重要とな

る．評者は，本書で書かれているような基礎

理論を深く理解する前に，反射法地震探査デ

ータの解析を始めたため，解像度の高い反射

断面図を得るのに苦労した経験がある．その

ため，基礎理論をしっかりと理解する重要さ

を痛感している．

本書は，次の８章からなる．

域）を利用することによって，どのように推

定できるのか」といった波動論が，本書には

詳しく記載されている．一方で，反射法地震

探査データの解析処理である「マイグレーシ

ョン」といった実際的な（応用的な）解析手

法については述べられていない．

以上に述べたように本書は波動の基礎理論

の説明が中心であるため，実際に反射法地震

探査データ，屈折法地震探査データを解析処

理する人にとって格好の教科書であるととも

に，既に基礎波動論を勉強された人にとって

も基礎理論を見直す良い機会を与えてくれる

だろう．ただし，反射断面図の解釈だけを行

う人には，やや専門的であるため，先に反射

法地震探査，屈折法地震探査の解析手法全般

が説明されている教科書を読むのが良いかも

しれない．また本書には，“Mathematica”

の サ ブ ル ー チ ン が 掲 載 さ れ て お り ，

Mathematicaのプログラムを所有されている

人は，実際にプログラム実行させながら読み

進めて行くことができるようになっている．

（辻　　健）

地質学や鉱物学の用語は複雑怪奇で，それ

を覚えるのに多大の労苦を強いられる．少な

くとも評者が初年度の学生だったときにもっ

とも苦労したのは言葉を覚えることであっ

た．それでもまず自分の専門にしようと思う

部分から覚え始め，次第に困らないようには

なった．しかし，少し専門をはずれる部分で

は知らない術語に当たることがしょっちゅう

で，そのことは80歳に近づいた今でもちっと

も変わらない．これは必ずしも地質学が遅れ

た科学であるからではない．物理学のような

基本的な原理の追求が最大の関心事であるよ

うな科学の分野とは違い，地球科学ではもの
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Basic Theory of Exploration
Seismology

Handbook of Geophysical
Exploration; Volume 1

John K. Costain and 
Cahit Coruh 著

Elsevier，2004年発行，571頁，

ISBN: 0-08-037019-5，CD-ROM付，

176USドル

紹　介

「岩石学辞典」

鈴木淑夫　著

2005年3月20日発行，朝倉書店，

総ページ数877，本文614，付録56，

文献51，索引155，巻頭カラー写真16葉．

26.2×19cm，厚さ5.5cm，箱入り．



思う人も少なくなかろう．

内容を簡単に紹介しよう．大きく５章に分

けられていて，その中が中項目，さらに小項

目に分けられている．大項目すなわち章だて

は，第１章一般名称，第２章堆積岩，第３章

変成作用，第４章火成岩，第５章岩石関係諸

表となっている．第１章には学説の名前や地

球化学の用語，相図や相平衡で使われる言葉，

鉱床，変形といった一般的な用語が集めてあ

る．第２章には堆積岩の，第３章には変成岩

の，第４章には火成岩の，それぞれの生成過

程や組織構造，分類，名前などがそれぞれ分

類されてまとめられている．第５章はこの種

の辞典としては異例な長さで，粘性率，拡散

係数，化学分析値，火成岩体の区分，同じく

規模，火成岩の鉱物容量比などの代表的な値

が掲げられている．最後に付録があって，そ

こでは相図や分類のような各種の図，顕微鏡

下の組織，岩石の構造・産状の代表的な例が

きれいなスケッチで描かれたものが並んでい

る．

古い歴史をもつ岩石学では，そこで使われ

ている言葉も古い歴史をもっている．最初に

その言葉を使った，あるいは作った人の意図

がそのまま後世まで保存されているとは限ら

ない．学問の進展につれて言葉の意味すると

ころも変わる．この辞典では一番もとの意味

を重要だと考え，著者はまず提唱者の本来の

定義を示そうとしている．最近に作られた言

葉の初出文献にあたるのは困難ではないが，

中世に始まる岩石学の歴史でもとの文献に当

たることがいつもできるとは限らない．著者

ごとの個別的な性質もまた重要で無視しては

ならない．したがって用語の複雑さはやむを

得ない面をもっている．岩石学もまたこの例

外ではなく，常に新しい言葉や名前が作られ

てそれ相応に流通する．しかしすべての言葉

に精通しすべての用語をよく知っていること

は望むべくもないことで，またその必要もな

い．そういう時には座右になんでも載ってい

る辞書を置いておけばよい．実際いろんな辞

書が市場に出ている．

この岩石学辞典は著者の鈴木氏が個人で用

語を収集し解説を付し，それを分類整理して

項目ごとに並べたものである．あいうえお順

にすべての項目が並んでいるのではなく，似

たトピックに属する言葉を集めて小項目をつ

くり，それぞれを関係の深いものごとにまと

めてある．著者自身も序の中でいっているよ

うに，これは小さい辞典の集合体のようなも

のである．たとえば著者の専門である火成岩

の章をみると，その中には（恣意的に拾い出

してみると）岩石の成分，火成岩の用語，岩

石の組織，貫入岩の形式，分類，マグマ区，

火成岩の過程，火成岩名といった小項目が含

まれている．読者は一つの用語についてその

意味を知るだけでなく，それに密接に関連し

た用語を一気に通覧することができる．もち

ろんどの項目をみればいいか分からない言葉

は，巻末の索引から行き着くことも容易であ

る．ただしこのやり方は一長一短で，最初か

らあいうえお順でその言葉に行き着くことを

好む人には索引から引かねばならないという

二度手間になる．一方このやり方を好ましく

はなるべく原著にあたろうとしているのが見

えるが，それがだめな場合には，既刊の文献

から引用せざるをえないけれど，その際引用

した文献を明示することでもっとも最初の原

義を探る手がかりを与えているのは評価しな

ければならない．もちろん現在流通している

意味も示されている．

なお，戦後の漢字制限のために，提案時と

は違う漢字が現在では使われて場合が少なく

ない．たとえば熔岩は現在では溶岩と書くの

が一般的にさえなってしまっているが，これ

は言葉の意味からあえて熔岩を使う，という

やり方で統一されている．これは一つの見識

であるとともに，古い文献を参照する際にも

有用であり，かつプライオリティの尊重にも

つながる態度である．

巻頭に岩石の産地と顕微鏡写真のカラー写

真を16葉つけている．岩石は産地によってい

ろんな見かけを呈するので，岩石そのもの写

真ではなく，産地の写真をとったのは賢明で

ある．また著者の得意とする顕微鏡スケッチ

が巻末の付録としてつけてある．これも初心

者や専門でない者にとってはいい手引きにな

るだろう．

この大部の本の定価は38,000円である．決

して安いとは言えないが，この大きさでは無

理からぬところであろう．研究者や学生が個

別に持つには抵抗があるだろうが，各教室や

研究室の図書室や書棚に１冊置かれることを

奨めたい．

（佐藤　正）
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○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

○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/

10

2005.9～

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　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/

9

○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

○第123回化石研究会例会
10月22日（土）～23日（日）

場所　弘前大学理工学部ほか

http://www.kaseki.jp/

○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/

CAL E NDAR
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国立情報学研究所（NII）のサービスが新しくなりました．
～地質学雑誌第１巻から閲覧できます～

http://ci.nii.ac.jp/

これまでご利用いただいていた電子図書館サービス
(NACSIS-ELS)は，NII論文情報ナビゲータサービス
"CiNii(サイニイ)"と一本化し，2005年4月1日から新たな
学術情報サービスを開始しました．この新サービス開始
に伴い，これまでご登録いただいたNACSIS-ELS のID
とパスワードとは別に，新たにCiNii用のIDとパスワー
ドの申請・取得が必要となります（会員証明を済ませた
書面での申請は不要で，各自でweb画面からの申請が可
能です）．利用登録をしなくても，題目と出典元など簡
易書誌情報までは閲覧が可能です．利用登録を行えば，
これまで同様，地質学雑誌，講演要旨を全文閲覧できま
す（地質学論集は，別途著作権使用料が課金されます）．
現在データベースの移行途中のため，閲覧の際には文献
によって，NACSIS-ELS（旧サービス）もしくはCiNii（新サービス）どちらかのID とパスワードが必要となります．2006年度からは，すべて
CiNiiに一本化され，旧サービスのIDとパスワードは使用できなくなります．

CiNiiを利用するためには，利用申請（登録）と，登録料2,100円/年が必要となります．（大学・研究所等に所属されている方で，所属団体が，
NII と機関別定額制契約をしている場合は，個人負担をせずに，自由にアクセスできます．契約団体一覧はNIIのHPで確認ができます）．
サービス内容，利用登録の詳細については，http://ci.nii.ac.jp/ をご参照いただくか，下記までお問い合わせ下さい．

CiNiiとは・・・
国立情報学研究所（NII）では，国内外の有用な学術情報資源との連携を可能とすることを目標とし，各種サービスを提供しています．その

内の１つとして，NII論文情報ナビゲータ“CiNii”を提供します．CiNiiでは，学協会で発行された学術雑誌や大学等で発行された研究紀要な
どを検索し，検索された論文の引用文献情報（どのような論文を引用しているか，また，どのような論文から引用されているか）をたどった
り，本文を参照したりすることができます．

【利用申請に関する問い合わせ先】
〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2
国立情報学研究所開発・事業部 コンテンツ課利用申請担当
E-mail: user-request@nii.ac.jp Tel：03-4212-2300



日本学術会議地質学研究連絡委員会地質年代小委員会が発足した

のは約40年前の1964年であった．初代の委員長は松本達郎（九州大

学理学部：1964～1972）であり，その後，柴田　賢（地質調査所：

1972～1981），山口　勝（九州大学理学部：1981～1988），兼岡一郎

（東京大学・地震研：1988～2003）に引き継がれて来た．昨年度か

ら板谷徹丸（岡山理大・自然科学研）が受け継いだが，その時既に

日本学術会議改編の法案が衆議院，参議院を通り，現在の形の第19

期学術会議は本年９月もって終了し10月より新体制になることが決

まっていた．その後新しい日本学術会議の制度，組織について審議

内容は現学術会議会員にも聞こえてこない状況にある．従って現状

では研究連絡委員会や専門委員会，小委員会にかわる体制がどのよ

うになるのか，全く見当がつかない．松本達郎委員長以来，先人が

発展させてきた本委員会を今期で消滅させるのは忍びないばかりで

なく，地球惑星科学の様な歴史科学的側面を持つ分野では正確な時

間スケールを提供するための年代学が非常に重要であり，地球及び

人類の未来予測にも不可欠な学問分野であることを強調したい．新

しい学術会議においてもその重要性を説き存続かつ発展的に継続さ

せるよう働きかけるべきであると判断した．そこでこれまでの本小

委員会を総括し将来の展望をまとめ早急に新学術会議に対応する準

備が必要となった．ここにそのまとめを記し地質年代に関心ある方

だけでなく一般に問いかけてご協力とご支援を希う次第である．

発足の経緯と活動内容

日本学術会議地質学研究連絡委員会地質年代小委員会発足時の経

緯は松本（1962，1965，1967a，1967b）に詳しい．それによると

国際地質学連合地質年代学委員会に対応する国内組織としてスター

トしている．1963年10月に開催された国際地質学連合（Internatio-

nal Union of Geological Sciences: IUGS）の役員会で IUGSの下部

組織に地質年代学委員会（Commission on Geochronology for

coordination of radiometric and stratigraphic data in the

developoment of a world time-scale； 通称Commission on

Geochronology: CG）を設けることが決まった．その時に８人の委

員が任命された．その８名の委員の中には松本達郎の名前もあった．

第１回委員会は1964年12月のIUGS総会（ニューデリー）で開催す

る予定であったが都合により５ヶ月延期され1965年５月にフラン

ス・ナンシーで開催された．その際無断欠席した２名が解任され，

メンバーの変更が発足当初からあったようである．IUGS―CGでは

かなりの覚悟で本委員会に臨んでいた印象を強く持つ．結局，他の

７名はJ.B. Afanasiev（旧ソ連），R.E. Folinsbee（カナダ），H.D.

Hedberg（米国），M.E. Roubault（フランス），R.P. Suggate（ニュ

ージーランド），E. Jager（スイス），M.F. Glaessner（オーストラ

リア）であった．その後委員の他に協力者や相談役としてM.F.

Leutwein（ドイツ），A.J. Tougarinov（ソ連），L.O. Nicolaysen

（南ア），N.P. Semenko（旧ソ連），N.J. Snelling（英国），L.T.

Silver（米国）が委員会に列席を求められている．本委員会は“放

射年代資料と層序学資料とをよく調整し，地域的及び汎世界的の地

質年代区分の尺度設立に関する諸研究活動の発展をはかる”ことを

使命としていた．研究グループとしてではなく国際的な研究連絡促

進の役割を果たす委員会として規定された．本委員会は年一回程度

開催されているが同時に先カンブリア紀の大区分の問題や世界各地

の先カンブリア界の対比のシンポジウムも開催されている（松本,

1967a）．この委員会の具体的な活動内容は１：地質年代学測定研究

機関及び研究室のリスト作成とその流布，２：顕生時代及び先カン

ブリア紀の年代尺度のまとめ（cf. 松本1962，1965，1967a），３：

標準試料問題，４：壊変定数の問題，５：年代データーの記載方式

の統一問題などである．このような基本理念は次に述べる日本国内

の委員会に受け継がれている．

日本学術会議（Science Council of Japan）地質学研究連絡委員

会（National Committee of Geology）地質年代学小委員会

（National Committee of Geochronology）は先に述べたようにIUGS

―CGの委員に任命された松本達郎によって組織化された．当初の

委員は松本達郎（九大，委員長），早瀬一一（京大），柴田　賢（地

調），片山信夫（東大），河野義礼（東北大，後に植田良夫に交代），

金谷太郎（東北大），湊　正雄（北大）で出発し，直ぐ後に松下

進（京大）と牛来正夫（東教大）が増員された．第１回小委員会は

1965年４月６日に大阪（地質学会年会）で開催されているので

IUGS―CGの第１回会議に先んじていたことになる．IUGS―CGと

連絡して，その目的に沿う国内の活動を促進し，併せて地質年代学

に関する国内の研究活動の促進をはかることを目的とした．当時欧

米に遅れをとっていた日本における年代測定技術を向上させるため

の情報交換の場として年代決定懇談会（発起人有志：兼子　勝，久

野　久，片山信夫，河野義礼）があった．1962年２月６日に地質調

査所（川崎）で第１回が開催されている（後に質量分析学会同位体

比部会に合体）．日本の地球惑星科学を代表する研究者（植田良夫，

青木謙一郎，増田彰正，酒井　均，坂野昇平，小田　稔，小嶋　稔，

鹿又一郎，小穴進也，槇田　勉，早瀬一一，初田甚一郎，緒方惟一，

岡野　純，早川晃雄，山口　勝，柴田　賢ら）が参加していた．地

質年代小委員会はこの年代決定懇談会と密接な連絡（同時開催など）

を保ち目的を果たさんとしてスタートした．具体的な活動内容は

IUGS―CGの会議経過・決定事項及びシンポジウムの成果を報告・

周知し，日本が積極的に分担活動するべきことについて協力するこ

とであった．IUGS―CGの発足当時の理念に沿って国内の地質年代

学小委員会は積極的に活動して来ている．

柴田　賢（1972-1981）委員長時代にはIUGS傘下に入った国際層

位学委員会（International Commission on Stratigraphy:ICS）に地

質年代学委員会（CG）が組み入れられ，名称がSubcommission on

Geochronology（SOG）となった．この時代はSOGと密接に連絡を

とり日本における地質年代データーの文献集（Nozawa and

Shibata, 1974）を公表し，壊変定数の統一（1976年の国際地質学会

議におけるシンポジウム）に協力した（Steiger &Jager, 1977）．

SOGの日本代表委員であった柴田委員長は国際地質年代学・宇宙年

代 学 ・ 同 位 体 地 学 会 議 （ International Conference on

Geochronology, Cosmochronology and Isotope Geology: ICOG）の

日本での開催に関してSOGからの協賛・協力を得るように働きかけ

1982年日光での開催にこぎつけた．このスタイルは山口　勝

（1981-1988）や兼岡一郎（1988-2003）委員長時代にも引き継がれて

いる．1992年に開催された第29回国際地質学会議（International

Geological Congress:IGC）には地質年代小委員会が中心となり年代

学関係の４つのシンポジウムを開催している．SOGは当初から第四

紀関連の年代学を対象外としてきた．しかし，日本には第四紀年代

を扱う研究者が多いことから，兼岡一郎委員長時代ではSOGが対象

としてこなかった炭素14，ESR, TL年代測定を扱う研究者達をも地

質年代小委員会委員に加え，SOGと異なる委員構成をとり活動を始

めている．1989年からSOG委員長にフランスのG.S.Odinが就任し，

当時SOGのVoting memberであった兼岡一郎が1996年からはその

副委員長に就いたときからSOGとのつながりはさらに密になった．

G.S. Odinは毎年50ページを超える活動報告書（Phanerozoic Time

Scale, Bulltin of Liaison and Informations）を編集し, それを関連部

署に配布してきた．そのために国内の委員会も地質年代研究に関す

る論文リストを作成し，Recent activity of geochronological

studies in JapanとしてSOGに報告を行ってきた．それはSOGが解

散した2002年まで継続された．この報告書はSOGの活動報告書への

日本からの寄与としてだけでなく，冊子を日本学術会議の固体地球

科学関係会員，各研究連絡委員会委員（地質学，鉱物・鉱床学，火

山学，第四紀，地理学，地質総合，地球宇宙化学等），地質年代小
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地質年代小委員会の過去40年間の
総括と今後の展望（１）

日本学術会議地質学研究連絡委員会
第19期地質年代小委員会

委員長　板谷徹丸



委員会委員，データ提供者，個人希望者に毎年80-90部程度送付さ

れている．また，国内の年代学関連研究室・研究者名簿（List of

laboratories and investigators for Geo- and Cosmochronology in

Japan）を1994年４月にまとめて関連研究者及び各種委員会委員長

に配布している．それには71もの年代測定研究室とそれぞれの研究

室での測定方法，年代幅，岩石種，研究地域や研究者名簿が網羅さ

れている．さらに当時の大学院修士・博士課程の学生の個人名と研

究対象などもリストされている．住所・電話・ファックスでの連絡

先まで記載され，日本語と英語でちょうどA４サイズ１ページにそ

れぞれの研究室の内容が収められている（下図）．作成が始まった

のは1993年であり，各研究室の代表者に修正などを依頼しその修正

日付までも記載されている正に数値年代を基本とする委員会らしい

正しい記載に徹している．この試みは1963年に発足したIUGS―CG

の基本活動内容の第１番目に掲げられた項目を達成するのに30年間

を要したということを意味する．

IUGS―SOGの解散

国際地質学連合（IUGS）の下部組織として1963年に発足した地

質年代学委員会（CG）が国際層位学委員会（ICS）に組み入れられ

その下部組織（Subcommission on Geochronology：SOG）となっ

たが国際的な地質年代学に関するまとめ役として活動してきた．上

述したように日本国内の委員会とも密接な連携があった．しかしな

がら，2002年６月イタリア・Urbinoで開催されたICSの将来構想に

関する会議でSOGは解散となった．その背景の概略が国内の第18期

地質年代小委員会報告に記されている．それによるとIUGS執行部

からICSのSubcommissionが多すぎるので減らすよう要請があった

ことがきっかけの様である．しかし，ICS執行部とSOG委員長の

G.S. Odinとの確執があったこともその要因の一つであるらしい．

G.S. Odinと兼岡一郎との個人的なやりとりを伺う機会があったが，

ここではそれを記さないことにする（兼岡一郎前委員長の回想録な

どを期待）．

SOG解散後もSOGが行ってきた任務等については存続する他の

Subcommissionに配分されて継続されるので問題ないとのICS執行

部の意見がある．その一つとしてIUGS内で地質年代学に関連した

組織として壊変定数に関するWorking Group（WG） for

Geochronological Decay Constants（Chairmen: Igor Villa, Paul

Renne）がある．このWGの検討課題の一つに1976年にSOGが勧告

したカリウム40の壊変定数（Steiger &Jager, 1977）があった．

1976年に勧告された定数は物理学分野が用いている値と１％余異な

ることから再検討を要望する意見があったからである．特に新しい

データが提出されたわけではないので問題はないとする意見もあっ

たが，WGは2003年倉敷でのGoldschmidt会議と2004年イタリア・

Florenceでの第32回世界地質学会議（IGC）で特別セッションやシ

ンポジウムを持った．いずれも筆者が参加する機会がなかったので

会場の雰囲気を語ることはできないが，結論として今のところ1976

年にSOGが勧告したカリウム40の壊変定数を変更する動きはない．

その後このWGも2004年イタリア・FlorenceでのIGCを持って解散

した．このように，地質年代学に関する国際的組織は消滅してしま

ったようにさえみえる．

国内の第19期地質年代小委員会（板谷徹丸委員長）の継続申請時

にSOGは既に存続しておらず，それまで長年の継続理由であった国

際組織に対応する国内委員会としての立場を理由のひとつとして挙

げることができなかった．それでも，幸いに継続が認められて現在

に至っている．しかし冒頭に記したように新しい日本学術会議体制

でも国内の地質年代委員会を存続させるためには誰にどのようにし

て働きかけるかが大きな問題である．それらは次号に記すことにす

る．
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世界的な規模の国際博覧会としては，大阪万博以来35年ぶりで，

21世紀最初の万博，愛知万博“愛・地球博”．もうお出かけになっ

た方も多いのではないでしょうか．その愛知万博のロシア館に，鉱

物が展示してあるということを聞き，鉱物好きな私はさっそく出か

けてみました．愛知万博へ石を探しに…．

私が行った日は５月11日，韓国のナショナルデーでした．後から

知ったのですが，“冬のソナタ”の歌手が来ていたようで，ヨン様

ファンのおば様たちでにぎわっており，９時

前から入場口はすごい列でした．

めざすはロシア館．入場ゲートから一番離

れた場所だったせいか，すんなり入る事がで

きました（その30分後にはロシア館の前には

行列ができていました）．まずは鉱物コーナ

ーを見学．ロシアの豊富な鉱物資源を紹介す

るもので，フェルスマン記念ロシア科学アカ

デミー鉱物博物館の標本が展示してありまし

た．コラ半島とカレリア，ウラル山脈，シベ

リア，ロシア連邦極東の四産地に分けて約

2 0 0個の鉱物が展示してあり，星葉石

Astrophylite（ペニンシュラ），コブドルス

キー石Kovdorskite（ペニンシュラ），フェナ

ス石Phenakite（ウラル），弗素燐灰石Fluor

Apatite（バイカル湖）など，見応えある標

本が並びます．アメジストで作った花や孔雀

石の置物など，宝石職人が作った作品はとて

も美しく，宝石が人々を魅了するのがうなず

けます．また，ロシアでしか産出されていな

いチャロー石Charoiteも大きく展示されてお

り，紫のきれいさに他のお客さんも注目して

いました．琥珀は，虫入りや“神様の涙？”

という題のついたかわいいものも見ることが

できました．その他，１万２千メートルの深

さから採掘された鉱石など，日本ではあまり

目にできない展示もありました．

普段，本当に鉱物など見ることの無い方も

展示を見られるのですが，その方々の発言

（特におばさん）がとてもおもしろかったで

す．「この紫水晶，日本で見たことあるわよ」，

（鉱物全体を見渡しながら）「これは化石な

の？」，「なるほどね，こういうのが翡翠になっていくのね」（翡翠

は置いてなかったのに…），「これだけあるんだから、一つくらいく

れてもいいのに」（そんな無茶な…）などなど．

毎日，ロシア科学アカデミーの学芸員さんが来られており，説明

もしてくれるそうです．私が行った日は，たまたま休みの日で残念

でしたが，後日丁寧なメールをいただきました．

その他に，マンモスの化石の展示もありました．話題の冷凍マン

モス（遺体という方もいましたが）ではありません．冷凍マンモス

も見ましたが，歩く歩道で薄暗い部屋を一瞬見るだけです．何か毛

が着いていたなぁと言う感じで，たいしたことありませんでした．

ロシア館のマンモスで十分です．

大満足で，ロシア館を後にし，その他の国のパビリオンで石を探

しました．

ポーランド館では，ビェリチカ岩塩採掘坑を再現しており，その

様子が見ることができました．岩塩でできたシャンデリアがとても

素敵でした．帰りにきれいなお姉さんから岩塩１カケラもらいまし

た．余談ですが，各国のパビリオンのお兄さん，お姉さんは，きれ

いどころを集めています（私のお薦めは北欧の国のお兄さん）．女

子高生が「どの国もかっこいいー！万博ハーレム」，おじさんが

「こんなきれいな人と写真を撮ったら，奥さんに怒られるなぁ」な

どと言っていたのにもうなずけます．

スイス館には大きなベッツ・レギーナの水晶群がありました．ス

イス館はユニークな仕掛けがありおもしろかったです（今から行く

人のためにお話しませんが）．お土産には，マッターホルンの岩石

（片麻岩）がありました．買おうかと思いま

したが，2700円と意外に高かったので，やめ

ました．

チュニジア館には砂漠のバラ（石膏）が展

示，販売されていました．おばさんたちが

「これはバラなの？」「バラの化石？」などと

聞いていました．「うん，確かにバラのにお

いがする」とうなずきあっているおばさん達

もいました．本当に，おばさんには目が離せ

ません．

ヨルダン館は，死海が再現されてあり，申

し込みをすると，死海に入ることができます

（有料）．私が行ったときは小学生が浮いてい

ました．水着姿の小学生たちは「しょっぱ

い！」と言って楽しそうでした．マッシュル

ームソルト（岩塩）が，館の外にも置いてあ

ります．持って帰りたかったのですが，人も

多いので断念しました．ビンの中に砂を少し

ずつ入れて絵にするストーンアートの実演

は，作り方を知ることができ，ちょっとした

感動でした．

スリランカ館は，宝石の展示が少しありま

した．トパーズの原石と磨いたトパーズが展

示してあり，実際に手作業でトパーズを磨く

実演をしていました．

南アフリカ館は，カリナンダイアモンド

（1905年に発掘された最も高価なダイアモン

ドとして有名）の複製がありました．やはり

ダイアモンドは複製でも人々の注目でした．

他にも，化石魚（フリーステート州東部），

初期人類の足跡化石（南西岸ンガバーンラグ

ーン）を見ることができました．

その他，シルクロード館やアフリカ共同館アンゴラにも説明はな

いですが少し鉱物の展示がありました．また，ニュージーランド館

の軟玉翡翠，モンゴル館の岩塩（岩塩の展示はいろいろな国にあり

ました），アフリカ共同館ザンビアのアメジストなどなど，たくさ

んの石がありました．鉱物だけでなく，化石もあり，モンゴル館の

草食恐竜の化石，卵の化石や毛サイの化石などを見ることができま

した．

一日では全ての国をまわることはできませんでしたが，様々な国

で鉱物や化石の展示があることが分かりました．地質，鉱物などの

地学に関する物は各国（地域）で違いがあり，その違いが文化の違

いにもなります．国の紹介をする万博に地学の展示があることは，

とても意味あることだと思います．次回の外国での万博には，日本

も地学関係の展示をしてほしいと思いました．皆さんも，石を探し

に愛知万博へ行ってみてはいかがでしょうか．９月25日まで開かれ

ています．毎日暑いので，ペットボトルのお茶を持って行こうと思

っている方は，最初の荷物検査で引っかかりますので，お気をつけ

て（経験済み）．
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愛知万博　石を求めて
永冨　愛（（財）益富地学会館　学芸員）

写真上　ロシア館　展示の様子．

写真中　モンゴル館　草食恐竜の化石．

写真下　チュニジア館　砂漠のバラ．
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1. Prograde eclogites from the Tonaru epidote amphibolite

mass in the Sambagawa metamorphic belt, central Shikoku,

Southwest Japan

Yasuo Miyagi and Akira Takasu

西南日本四国中央部三波川変成帯中の東平緑れん石角閃岩体の累進

的エクロジャイト

宮城康夫・高須　晃

四国中央部三波川変成帯中の東平緑れん石角閃岩体は主にざくろ

石緑れん石角閃岩からなり，その他に少量のエクロジャイトおよび

蛇紋岩－透輝石角閃岩をともなう．東平岩体の原岩は層状はんれい

岩であり，最初に角閃岩相～グラニュライト相の高温変成作用を受

けた．その後，沈み込み帯において，緑れん石青色片岩相を経てエ

クロジャイト相（700-730℃，≧1.5GPa）に達する昇温変成作用を

記録した．エクロジャイト化した東平岩体は三波川変成作用が進行

する付加体下部まで上昇し，緑れん石角閃岩相の後退変成作用を受

けた．さらに周囲の灰曹長石黒雲母帯の三波川結晶片岩類とともに

三波川昇温変成作用を被った．東平岩体をはじめとするエクロジャ

イトを含む岩体（東赤石岩体，五良津岩体など）と三波川結晶片岩

類は，同じ一つの沈み込み帯のもとで高圧型変成作用を受け，各々

の変成圧力条件（＝深度）まで達したものであると考えられる．そ

して，これらのエクロジャイト岩体は，その上昇の過程で，上盤側

の付加体下部の三波川結晶片岩類の現位置に迸入し，最終的に緑れ

ん石角閃岩相の三波川変成作用を被った．

Keywaords : eclogite, epidote-blueschist, garnet, amphibole, P-T

trajectory, Tonaru mass, Sambagawa belt, subduction, prograde

metamorphism.

2. Mineral chemistry of spinel peridotite xenoliths from

Baengnyeong Island, South Korea and its implications for

paleogeotherm of the uppermost mantle

Sung -Hi Choi and  Sung-Tack Kwon

韓国ペンニョン島のスピネルかんらん岩捕獲岩の鉱物化学および上

部マントルの古地温勾配への示唆．

韓国（北西端）ペンニョン島（白 島）の鮮新世ベーサナイト中

に含まれるマントル起源捕獲岩にはスピネルレールゾライトとスピ

ネルハルツバージャイトがある．ペンニョン島の捕獲岩の全体的な

組成範囲は中国東部の原生代以後のリソスフェアマントル起源捕獲

岩のものと一致し，枯渇した始生代大陸下マントルの存在を示す組

成的証拠を欠く．捕獲岩の鉱物化学組成によって平衡温度圧力を見

積もり，起源となったマントル領域の古地温勾配を組み立てた．捕

獲岩から求めた古地温勾配は820℃，7.3kbarと1,000℃，20.6kbarの

２点を通る．中国の原生代以後のリソスフェアマントル起源捕獲岩

から得られたものと同様に，ペンニョン島の地温勾配は，地殻・マ

ントル境界の深さにおいて熱伝導モデルで計算されるものよりもか

なり高温であり，恐らくリソスフェアの薄化による熱的擾乱を反映

している．ハルツバージャイトとレールゾライトの間には有意な温

度・圧力の差はなく，ペンニョン島下のこの範囲の深さではハルツ

バージャイトとレールゾライトが交互に存在することを示唆する．

Key words: Baengnyeong Island, paleogeotherm, post-Archean

lithospheric mantle, South Korea, spinel peridotite xenolith

3. Late Oligocene post-obduction granitoids of New Caledonia

: a case for reactivated subduction and slab break-off.

Dominique Cluzel, Delphine Bosch, Jean-Louis Paquette, Yves

Lemennicier, Philippe Montjoie, Rene-Pierre Menot.

ニューカレドニアの漸新世後期のオブダクション後の花崗岩類：沈

み込みの再開とスラブの破断が起きた場合．

ニューカレドニア南部では，漸新世後期の花崗閃緑岩とアダメロ

岩が，始新世後期に定置した超苦鉄質の異地性岩体中に貫入してい

る．従来の解釈では，これらの起源は下方の大陸地殻の溶融による

とされていたが，我々の新しいデータは，これらの高カリウム～中

カリウムのカルクアルカリ花崗岩類は大陸地殻起源のメルトと混合

していない火山弧マグマの化学的・同位体的特徴を示す．これらの

マグマは恐らくニューカレドニアの西海岸沿いに地球物理学的な痕

跡が残る漸新世の沈み込み帯で形成されたものだろう．これらのSr，

Nd，Pb同位体比は，同位体的にほとんど均質なマントルウェッジ

由来を示すが，一方で結晶分化作用によって説明できないいくつか

の微量元素比のばらつきは，給源マントル物質の（微量元素組成の）

不均質性を示す．一部のやや若い時代の花崗岩類が著しく重希土類

に枯渇することは，それらの捕獲岩として産するざくろ石に富む地

殻下部物質（グラニュライト）との平衡によるのだろう．しかし，

結晶分化作用に関係なくNb，Ta，Hfが比較的濃集していることは，

既にアンダープレートしていた苦鉄質物質との適度な混合，マント

ルウェッジの不均質な加水作用，そしてNbに富む上昇するマント

ル物質との混合，のいずれかを表す．（超苦鉄質岩体の）オブダク

ション後のスラブの破断は，リソスフェアマントルより下での物質

混合とそれに引き続く不均質化に重要な役割を演じたものと考え

る．ここで記述した漸新世後期の沈み込みは，南方へニュージーラ

ンド北部の異地性岩体まで延長していた可能性がある．

Keywords: granitoid, Oligocene, obduction, volcanic-arc

magmatism, slab break-off, geochemistry, isotopes, New Caledonia,

Southwest Pacific

4. Complete mantle section of a slow spreading ridge-derived

ophiolite : An example from the Isabela Ophiolite(Philippines)

Eric S.Andal, Shoji Arai and Graciano P. Yumul,Jr.

低速拡大海嶺起源のオフィオライトの完全なマントル断面：フィリ
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The Islands Arcは，年４回発行されます．最新

号のVol. 14 Issue３が2005年９月に発行されます．

日本語要旨をニュース誌と学会ホームページ

（http://www.geosociety.jp）にも掲載しています．

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

で無料閲覧できますので，是非ご覧下さい．

（The Island Arc連絡調整委員会）
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ピン，イサベラ・オフィオライトの例

イサベラオフィオライトは，フィリピンのルソン島北部の東海岸

に沿って完全なオフィオライト層序を示し，北東ルソン地塊の白亜

紀基盤岩コンプレックスをなす．このオフィオライトはフィリピン

変動帯の東縁に沿って配列する一連のオフィオライトおよびオフィ

オラト質岩体の最北端に位置する．この論文ではイサベラオフィオ

ライトの性質と特徴について新知見を報告する．

イサベラオフィオライトのかんらん岩は比較的新鮮で，スピネル

レールゾライト，単斜輝石を含むハルツバージャイト，枯渇したハ

ルツバージャイト，ダナイトよりなる．モード組成，特に輝石の量

は，南から北へ向かって肥沃なレールゾライト，単斜輝石を含むハ

ルツバージャイト，枯渇したハルツバージャイトの順に枯渇傾向を

示す．モード組成の変化は記載岩石学的な組織の変化を伴う．

スピネルのクロムナンバーは部分溶融程度の指標となるが，その

変化は記載岩石学的観察と調和的である．更に，イサベラオフィオ

ライトかんらん岩は現在の中央海嶺から得られる深海底かんらん岩

と，スピネルやかんらん石の主要元素組成，単斜輝石の希土類元素

組成において類似性を示す．これらの岩石・鉱物組成はイサベラオ

フィオライトが肥沃なレールゾライトを伴う（L型とH型の）中間

型のオフィオライトであり，多くのオフィオライトでは欠如してい

るマントル断面の深部を代表することを示唆する．

肥沃なかんらん岩の産出は，オフィオライトのマントル断面の最

下部を調査できる稀な機会を提供する．ある連続したマントル断面

におけるかんらん岩の組成変化幅の大きさは，現在拡大中の中央海

嶺下の溶融したマントル断面のよいアナログとなるかもしれない．

Keywords: mantle column, mantle peridotite, ophiolite, partial

melting
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著作権譲渡同意書との関係で問題となる権利内容としては，

複製権の次に，公衆送信権があります．

著作権法23条は，１項で「著作者は，その著作物について，

公衆送信（自動公衆送信の場合にあっては，送信可能化を含む．）

を行う権利を専有する．」と定め，２項で「著作者は，公衆送

信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専

有する．」と定めています．

地質学論文との関係でもっとも問題となるのが１項のうちの

送信可能化権ですが，一応，各用語の定義を見てみましょう．

公衆送信とは，「公衆によって直接受信されることを目的と

して無線通信又は有線電気通信の送信（有線電気通信設備で，

その一の部分の設置の場所が他の部分の設置の場所と同一の構

内（その構内が二以上の者の占有に属している場合には，同一

の者の占有に属する区域内）にあるものによる送信（プログラ

ムの著作物の送信を除く．）を除く．）を行うことをいう．」（２

条１項７号の２）とされています．

自動公衆送信とは，「公衆送信のうち，公衆からの求めに応

じ自動的に行うもの（放送又は有線放送に該当するものを除

く．）をいう．」（２条１項９号の４）をいい，送信可能化とは

「次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るように

することをいう．」とされています．分かりにくいのですが，

法律では次のように規定しています．（ ）の中を飛ばして読

むとやや分かりやすいでしょう．

「イ　公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自

動公衆送信装置（公衆の用に供する電気通信回線に接続するこ

とにより，その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分

（以下この号において「公衆送信用記録媒体」という．）に記録

され，又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能

を有する装置をいう．以下同じ．）の公衆送信用記録媒体に情

報を記録し，情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装

置の公衆送信用記録媒体として加え，若しくは情報が記録され

た記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変

換し，又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること．

ロ　その公衆送信用記録媒体に情報が記録され，又は当該自動

公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置につい

て，公衆の用に供されている電気通信回線への接続（配線，自

動公衆送信装置の始動，送受信用プログラムの起動その他の一

連の行為により行われる場合には，当該一連の行為のうち最後

のものをいう．）を行うこと．」（２条１項９号の５）

送信可能化は，例えば，論文のPDFをインターネット上の

サーバにアップロードしたり，データの入ったサーバをネット

ワークに接続して，誰でもダウンロードできる状態に置くこと

が，これに該当します．そのような状態においたこと自体が，

著作権侵害となり，誰かにダウンロードされたかどうかは関係

ありません．

著作権者がこの送信可能化権を専有することになりますの

で，著作権譲渡同意書によって，著作権を譲渡した論文につい

ては，それを創作した人でも，自分のホームページに学会に無

断でアップロードすることは学会の著作権侵害となります．

この場合に，誰が侵害をしているのか，が問題となります．

ファイルを直接サーバにアップできる場合と，ファイルを受け

取ったプロバイダ等がサーバにアップロードする場合がありえ

ます．前者ではアップロードした者自身が侵害者となり，その

後の送信行為についてプロバイダ等も侵害者となるとされてい

ます．また，後者の場合には，プロバイダ等が侵害者となり，

アップロードや公衆送信が行われた以後は，ファイルをプロバ

イダ等に送った者も教唆ないし幇助者として共同不法行為責任

を負うとされています．

23条２項は，多数の人が集まる場所にテレビやディスプレー

を置いてテレビ放送やインターネットのホームページを公に視

聴させる行為をいい，このような行為は著作者の許可なくして

できません．もっとも，例外として，非営利目的で料金を徴収

しない場合や家庭用のテレビなどについては，自由にできると

されていますが（38条３項），インターネットのホームページ

についてはこの例外は適用されません．

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（10）



全国の博物館のポータルサイトがあれば，各博物館がWebで提

供している情報へ検索でき，総合博物館または百科事典的に一般の

方や学校の生徒などで活用できるということを，相当以前から私は

考えていました．私の考えていたポータルサイトの一部ですが，国

立科学博物館により科学系博物館に特化したポータルサイト「サイ

エンスミュージアムネット」( S - N e t ) h t t p : / / s c i e n c e -

net.kahaku.go.jp/が，８月１日（月）より稼働することになりまし

た．

まだ，参加館110館と少ないですが，インデックス数は約６万件

をカバーしています．科学博物館のWeb ページを検索ロボットに

より自動収集し，利用者が求める各博物館の展示，教育普及活動や

特別展等のイベント情報など，Webページ上の全ての情報の高速

検索を行うことを可能とまりました．このサイトは，通常のインタ

ーネット検索に比較して，科学系博物館等のみを対象としており，

情報の信頼性が高く学校や家庭から安心してアクセスできます．

一般の方の利用を想定しており，フリーワードやキーワード一覧か

らの簡単な検索を可能とし，県別，ブロック別での絞り込みもでき

ます．特に，学校での

調べ学習や家庭からの

科学イベント探しなど

に有効です．

博物館側にとっても，

発信している情報を，

一般の利用者に利用し

て頂く機会がふえるこ

とにつながり，また

Webページを充実する

ことで自館の情報を利

用する人が増えること

にもなります．まだ登

録していない博物館は，

ぜひ早めに登録して，

博物館としてもS-Netを利用されることを期待いたします．

生涯教育委員会委員長　柴　正博
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委 員 会 だ よ り

☆生涯教育委員会

お知らせ：「サイエンスミュージアムネット」（S-Net）がスタートしました！
〈URL http://science-net.kahaku.go.jp/〉

シンポジウム「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」

後援　国立科学博物館

日時　2005年10月16日（日）13：00～16：00

場所　国立科学博物館　新館３F会議室（JR山手線上野駅下車）

対象　学会員および一般の方

会費　無料

事前申し込み不要

講師，タイトルにつきましては，来月号に詳しいご案内をいたしま

す．

問合せ先　関東支部幹事

笠間友博（神奈川県博kasama@nh.kanagawa-museum.jp）

地質見学会
「奥多摩地域の秩父帯・四万十帯とマンガン鉱床」

関東支部では，産総研地質調査総合センター(地質標本館)との共

催で，10月に標記地質見学会を開催いたします．この見学会では南

部秩父帯・四万十帯北帯の付加体を中心に見学します．また，マン

ガン鉱床での鉱物採集も計画しています．付加体や鉱床の形成過

程・観察方法を露頭でわかりやすく解説しますので，技術士の継続

教育の一環として，また小・中・高の教員や学生の方々など，野外

で地質学を学びたい方々に是非参加していただきたく思っておりま

す．会員でなくとも参加できます．

日時：2005年10月22日（土）～23日（日）

集合：JR五日市線武蔵五日市駅　午前10時（参加者には後日詳細

をお知らせいたします）

費用：２万円程度（宿泊，現地での移動代を含む）

定員：20名

案内者：酒井　彰・青木正博（産総研地質調査総合センター）

共催：独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総合センター

申し込み：参加希望者の氏名，年齢，性別，所属をメールまたは

FAXにてお知らせ下さい．

申し込み締切：10月５日（水）

申し込み先：産業技術総合研究所 地質標本館

担当：谷田部（E-mail：gm-junken@m.aist.go.jp）

Tel:029-861-3845 Fax：029-861-3569

支部コーナー

☆関東支部
案内
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はじめに

2005年３月３日から４月26日までの約２ヶ月間，北大西洋（北緯

40度～67度）においてIODP第306次航海の深海掘削が行われました．

本航海には，２つの異なる目的があり，１つは1000年単位という非

常に高精度な時間スケールで北大西洋における過去数百万年間の古

海洋環境変動を解明するというもので，航海の大部分はこちらに費

やされました．もう１つは掘削した穴にCORKという装置を設置し

て底層水温および掘削孔の深度による温度変化をモニターするとい

うもので，ノルウェー海（北緯67度）で１週間程度行われました．

これまでの国際深海掘削計画（ODP）では日本の研究者は１人か

２人しか乗船することができませんでしたが，2003年10月から新た

に始まった統合国際深海掘削計画（Integrated Ocean Drilling

Program: IODP）では日本・アメリカ・ヨーロッパがイーブンパー

トナーとして掘削計画を進めることになったため，最大８名の日本

人が参加できるようになりました．これによって，私たち，特に大

学院の学生にとっては掘削科学の最先端で研究する機会がこれまで

と比べて格段に増えました．ここでは私が参加したIODP第306次航

海の概要や乗船中に私が経験したことなどを紹介したいと思いま

す．IODPの深海掘削に興味のある方，今後乗船してみたいという

方に，少しでも参考になれば幸いです．

航海の概要

IODP第306次航海には，堆積物の岩層や堆積構造などを記載する

Sedimentologist，P波速度などの物理特性を測定するPhysical

Property Specialist，堆積物中の無機化合物や有機物の含有量を測

定するGeochemist，堆積物中の微化石群集から年代を決定する

Paleontologist，堆積物の残留磁気を測定して年代決定を行う

Paleomagnetistなど，様々な分野の研究者27名が各国から集まりま

した．そのうち，日本からは共同主席研究員の金松敏也さん

（JAMSTEC）をはじめ，七山太さん（産業技術総合研究所・

Sedimentologist），秋元和實さん（熊

本大・Paleontologist），大野正夫さん

（九州大・Paleomagnetist），萩野恭子

さん（北海道大・Paleontologist），

Qiumin Zhaiさ ん （ 東 京 大 ・

S e d i m e n t o l o g i s t ）， E s s a m

Aboudeshishさん（九州大・Physical

Property Specialist），畠田健太朗（筆

者，東北大・Paleontologist）の８名が参加しました．

掘削船は，ODP時代から使用されているJoides Resolution号でし

た．船内は実験室や図書室などの研究設備が充実しており，また過

去のDSDP，ODPの資料や単行本類など文献もたくさんあって船内

で研究するのに困ることはありませんでした．さらに，現在はイン

ターネットから電子ジャーナルをPDFファイルでダウンロードす

ることもできるようになっています．回線速度が遅くて時間がかか

るという不便さはあるものの，必要に応じて論文をその場で手に入

れることが可能です．

船内での生活ですが，普通研究者の部屋は４人で１部屋を共有す

るようになっていて，シャワー・トイレも共同です．狭いですが，

基本的に寝る時間以外ほとんど部屋にはいないので実際にはそれほ

ど不便さは感じなかったです．ただ，空調は問題で，２段ベッドの

上下で温度差が激しく，上の人はほとんど裸の状態で寝ているのに，

下で寝ていた私は寒くて毎日服を２，３枚着ていました．しかしそ

れ以外は，食事は食堂で１日４回用意してもらえるし，部屋の掃除，

洗濯まで全て専門のスタッフがやってくれるので，研究に専念でき

て非常に快適でした．

航海の方はというと，乗船したのも束の間，暴風雨を伴う大きな

低気圧が北大西洋全体を覆ってしまい，なかなか出航できずに港で

足止めを食らうという前途多難な幕開けとなりました．４日後によ

うやく天気が回復し，２日間の移動の後，最初のサイトで掘削が始

まりました．初めてのコアが上がってくるころになると，デジカメ

を抱えた多くのギャラリー（自分も含め）が，キャットウォークと

呼ばれる回収されたコアが最初に運ばれてくる場所に集まっていま

した．そして記念すべき１本目のコアには・・・水しか入っていま

せんでした・・・．気を取り直して40分後，今度は成功してきれい

なコアが上がってきました．中身は真っ白いバニラアイスのような

色をした泥でした．回収された９mのコアは，専門の技術者たちに

よってさらに1.5ｍの長さに切断され，物性値が測れるよう常温に

なるまでしばらく保管されます．そして，帯磁率や自然ガンマ線な

どの物理特性を測定した後，コアはさらに半分に縦割りにされ，

Working halfと呼ばれる片方について岩相や色の記載を行ったり，

残留磁気測定を行ったりします．もう半分のArchive halfと呼ばれ

るコアは，保存用として手をつけずに保管されます．一方，堆積物

の年代決定を行うPaleontologistは，コアの一番底の部分（コアキ

ャッチャー）の堆積物をキャットウォークで受け取り，それぞれ石

灰質ナンノ，浮遊性有孔虫，底生有孔虫，珪藻，放散虫用に分配し

ます．次に，各タクサについて抽出処理を行った後，顕微鏡下で種

の同定を行います．そして，特定の種の初産出層準や最終産出層準

などのイベントをもとに年代を決定していきます．

作業が始まると船内はあわただしい雰囲気に包まれます．いった

んコアが回収され始めると，40～50分に１本の割合でコアが上がっ

てくるため，私が作業していた微化石の実験室では昼食の時間以外

ほとんど手を休める暇もなく，処理と顕微鏡観察の繰り返しでした．

仕事はどの分野の人も昼と夜12時間ずつの２交代制で行われるので

すが，最も忙しいときには顕微鏡を見る時間もなく，12時間試料の

処理をし続けたあと，残業して顕微鏡観察をしているときもありま

した．そのため掘削中は毎日ベッドと実験室の往復のみの生活でし

院生コーナー

東北大学大学院理学研究科　
博士課程後期2年　畠田健太朗

IODP Expedition 306, North Atlantic
Neogene-Quaternary 

Climate (Part II) 調査報告

ポンタ・デルガダ港で出港を

待つJoides Resolution号



た．掘削が終わると今度はサイトミーティングでの結果報告，サイ

トレポートの作成など，２，３日はあわただしい日々が続きます．

今回の航海ではSedimentologistが特に大変で，短時間に大量のコ

アが回収されるために岩相記載が追いつかず，掘削終了後も数日間

は記載し続けなければいけない状況でした．

このように掘削中とそのあと２，３日は忙しく，しかも単純作業

の繰り返しが多いので体力的にも精神的にも疲労を感じますが，２

ヶ月間ずっと忙しいわけではありません．サイト間の移動時間など

は，サイトレポートさえ終われば自由に時間を使うことができます．

私の印象では，忙しいときとそうでないときの差が激しいという感

が強かったです．船内にはDVD，トレーニングジム，文庫本（な

ぜか日本の小説もたくさん置いてありました）などの娯楽設備もな

かなか充実しています．私は他の研究者やスタッフとよくDVDを

見たりジムで卓球をしたりしていました．また，２ヶ月の長い航海

にメリハリをつけるためか，週に１回のバーベキューや避難訓練，

また航海中に誕生日を迎える人にケーキを用意して祝ったり，ダン

スパーティーがあったりと，定期的にイベントがあって楽しめます．

残念ながら本航海は天候に恵まれず，バーベキューは２ヶ月で３，

４回ほどしかできませんでした．しかし，最後に快晴の北極圏（北

緯67度）で食べたバーベキューは思い出になりました．ともすれば

日付や曜日の感覚がなくなってしまいそうな生活の中，このような

定期的なイベントは体内時計を調整するのにも役立ったかもしれま

せん．

最後に

本航海では，特に前半の１ヶ月は規模の大きな低気圧の影響で１

週間以上も作業が中断されたため，掘削予定のサイトがキャンセル

になったり，サイトを変更したりと，これからどうなるのか心配し

ました．しかし，後半は天気も回復し，結果的に３サイトで９本

（Hole）のコアを回収することができました．２ヶ月間１度も陸に

上がることがなかったので，航海最終日，アイルランド・ダブリン

の港が見えてくると，肌寒い中全員が外へ出て写真撮影をしながら

船が着岸するのを見届けていました．みんな心から航海の終わりを

喜んでいたようです．

この航海では，いろんな国の人たちと２ヶ月間共同生活をしたと

いうことだけでなく，他のさまざまな分野の研究者と話をしたり働

いている様子を見せてもらったりと，普段の生活では決して味わえ

ないような数多くの貴重な経験をすることができました．実験室は

それぞれの分野ごとにほぼ分かれているため，意識して出歩かない

となかなか他の人がどのようなことをやっているかわからないです

が，今はODP時代と違ってどこの実験室でもだいたい日本人乗船

者が働いているので非常に溶け込みやすくなっています．私は多忙

を極めていた堆積の実験室でときどき岩相記載の手伝いをさせても

らっていたのですが，たいへん勉強になりました．乗船中は，２ヶ

月という期間がとても長く感じられ，ダブリンで陸に降り立ったと

きには，ようやく普段の生活に戻れると胸をなでおろした記憶があ

ります．しかし，下船後しばらくたった今，航海のことを振り返っ

てみると，非常に充実した２ヶ月間だったと感じられるようになり

ました．何年か後に，機会があればまた乗ってみたいと思います．

最後に，船上で一緒に２ヶ月を過ごした乗船研究者，乗船前にい

ろいろとサポートしてくださった日本・米国の関係者の皆様に，こ

の場を借りてお礼を申し上げたいと思います．
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写真左　IODP第306次航海で得られた微化石．A, B：浮遊性有孔虫　C：珪藻　D, E：石灰質ナンノ　F, G：放散虫

写真右　北極圏（北緯67度）でのバーベキュー

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）

訂正

７月号ニュース誌p.13名誉会員受賞理由において，鎮西清高会

員の入会年度に誤りがありましたので，ここに訂正し，お詫び

いたします．

（ニュース誌編集委員会）

p.13 中段　上から35行目　（誤）1961年　→（正）1952年
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100万分の1日本地質図　第3版　4枚組　￥6, 300

100万分の1日本重力図（ブーゲー異常） ￥3, 885

地球化学アトラス　－北関東－　￥5, 565

200万分の1地質編集図

コンピュータ編集による日本地質図（付記付き）￥2, 310

日本の磁気図（説付き） ￥2, 520

300万分の1 日本列島地温勾配図　￥1, 680

数値地質図

200万分の1東・東南アジアの数値地質図（説付き） ￥2, 625

20万分の1数値地質図幅集

北海道北部　￥1, 050，北海道南部　￥1, 050 東北￥3, 045

関東甲信越及び伊豆小笠原諸島　￥2, 835

日本の新生代火山岩の分布と産状　CD-ROM版　￥1, 260

東・東南アジア都市域の地球科学データ CD-ROM版　￥1, 155

日本地質図索引図（第1集～第8集　CD-ROM版1963～1999） ￥945

北海道地質ガイドマップ　CD-ROM版　￥945

東・東南アジア都市域の地球科学データ （第２版）CD-ROM版　￥1, 155

富士火山地質図CD-ROM版　￥1, 155

日本重力図CD-ROM版（説付き） ￥945

400万分の1東アジア磁気異常図 CD-ROM版（第２版） ￥945

400万分の1韓国南部・日本西部及び周辺海域の地球科学図集 CD-ROM版（第２版） ￥1, 050

日本周辺海域音波探査データベース　CD-ROM版　￥945

東北・九州地熱資源図CD-ROM版　￥945

特殊地質図

東京湾とその周辺の地質　￥6, 195

秋田地熱資源図 ￥5, 040

諏訪湖湖底堆積状況図（1：1.35万） ￥1, 575

東海沖海底音響画像図（1：40万） ￥735

札幌－岩内地域火山・鉱化熱水系分布図　￥3, 780

札幌地熱資源図　￥4, 620

青森地熱資源図　￥5, 145

50万分の1鉱物資源図

北海道（東部, 西部） ￥7, 140, 東北　￥4, 305, 

関東甲信越　￥4, 515, 中部近畿　￥4, 515, 

50万分の1地質図幅

旭　川 （第2版） ￥2, 100

50万分の1活構造図

東京（第2版） ￥3, 255, *京都（第2版） ￥3, 675

2.5万分の1地質構造図

阿寺断層系ストリップマップ（説付き）￥2, 940

中央構造線四国地域活断層ストリップマップ（説付き）￥4, 515

中央構造線近畿地域活断層ストリップマップ　￥2, 415

柳ヶ瀬－養老断層系ストリップマップ（1：10万） ￥2, 520

糸魚川－静岡構造線活断層系ストリップマップ（1：10万）￥2, 520

兵庫県南部地震に伴う地震断層ストリップマップ

野島・小倉及び灘川地震断層－（1：1万, 説付き）￥3, 570

花折断層ストリップマップ　￥2, 835

海洋地質図

鳥取沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 990

鳥取沖表層堆積図（1：23万, 説付き） ￥3, 255

室戸沖表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥2, 835

経ヶ崎沖表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 045

下北半島沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 360

経ヶ崎沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

粟島周辺海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 460

佐渡島北方表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 675

佐渡島北方海底地質図（1：20万, 説付き） ￥4, 305

豊後水道南方海底地質図（1：20万, 説付き）￥5, 040

豊後水道南方表層堆積図（1：20万, 説付き）￥3, 885

駿河湾海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 670

ゲンタツ瀬海底地質図（1：20万, 説付き） ￥4, 095

塩屋崎沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 250

響灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 885

ゲンタツ瀬表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 780

日向灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

塩屋埼沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

響灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

能登半島西方表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

海外地球科学図　（英文）

東・東南アジア熱流量図（1：500万） ￥2, 310

中国モウス沙莫よび周辺地域の水文環境図（1：50万, 説付き）￥7, 035

取扱い地質図一覧（委託販売） 05/8月現在
表示価格は税込みです．会員には表示価格から消費税分を割り引いて販売いたします（代金後払い）．

ご注文はFAXまたはe-mailで地質学会事務局へお申し込み下さい．
FAX 03-5823-1156，e-mail main@geosociety.jp

韓国南部・日本西部及び周辺海域の地球科学図集　￥1, 365

東アジア地質災害図　￥3, 675

重力図　（ブーゲー異常）1：20万

青森地域　￥2, 100, 秋田地域　￥1, 470, 

山形地域　￥1, 400, 北上地域　￥2, 415, 

渡島地域　￥1, 700, 苫小牧地域　￥1, 575, 

札幌地域　￥1, 700, 帯広地域　￥1, 575, 

旭川地域　￥1, 500, 北見地域　￥1, 575, 

根室地域（2枚組）￥2, 520, 天北地域　￥1, 890, 

名寄地域　￥1, 890, 大分地域　￥1, 785

福岡地域　￥2, 415

空中磁気図

尖閣諸島海域　￥2, 100

伊豆大島地域（1：5万）伊東周辺地域（1：2.5万）￥1, 050

雲仙地域（1：5万） ￥1, 050

西表島周辺地域（1：10万） ￥1, 050

由利原地域高分解能空中磁気異常図（1：5万） ￥2, 730

火山地質図

桜島火山（1：2.5万）￥1, 260, 有珠火山（1：2.5万） ￥1, 155

草津白根火山（1：2.5万）￥1, 575, 阿蘇火山（1：5万） ￥1, 155

北海道駒ヶ岳火山（1：5万）￥1, 785, 浅間火山（1：5万） ￥1, 785

青ヶ島火山および伊豆諸島南方海底火山（1：1万, 1：65万）￥2, 625

雲仙火山（1：2.5万） ￥1, 155, 那須火山（1：3万） ￥2, 205

伊豆大島火山（1：2.5万） ￥1, 785, 霧島火山（1：5万） ￥1, 575

日本炭田図

天草炭田地質図　￥7, 140

日本油田・ガス田図

新潟県中部地域　￥3, 885

20万分の1地質図幅

相川及び長岡の一部　￥1, 785, 青森　￥2, 310, 

飯田（第2版）￥2, 415, 厳原　￥1, 360, 岩内　￥2, 415, 

宇都宮　￥2, 730, 浦河　￥2, 625, 宇和島　￥2, 100, 岡山及び丸亀　￥2, 625, 

鹿児島　￥2, 520, 金沢　￥2, 730, 唐津（第2版） ￥2, 205, 岐阜　￥2, 730, 

木本　￥1, 365, 久米島　￥1, 890, 甲府　￥2, 940, 高梁　￥2, 520, 高田　￥2, 730, 

徳島（第2版） ￥2, 100, 日光　￥2, 940, 富山　￥2, 415, 

長野　￥3, 045, 名寄　￥2, 310, 八丈島　￥1, 365, 八戸　￥2, 310, 

福岡　￥2, 520, 福島　￥3, 675, 水戸　￥2, 730, 宮崎　￥2, 625, 村上　￥2, 730, 

夕張岳　￥2, 520, 和歌山　￥2, 625

５万分の１地質図幅　地質図1：5万, 地域地質研究報告

赤名　￥2, 835, 姉崎　￥3, 570, 秋田　￥1, 890, 

飯山　￥5, 775, 出雲崎　￥3, 360, 市野瀬　￥2, 520, 犬飼　￥3, 570, 

伊平屋島及び伊是名島　￥1, 890, 今市　￥3, 045, 

上野　￥4, 200, 浦郷　￥3, 360, 

恵比島　￥2, 940, 大分　￥3, 990, 大阪西南部　￥2, 520, 

大阪西北部　￥2, 520, 大阪東南部　￥3, 570, 大阪東北部　￥3, 990, 

大須　￥2, 520, 小値賀島及び肥前平島　￥2, 520, 大宮　￥3, 045, 

尾鈴山　￥3, 675, 折尾　￥3, 150, 海田市　￥2, 835, 柿崎￥3, 465, 

柏崎　￥4, 410, 金山　￥3, 255, 川前及び井出　￥6, 300, 上高地　￥3, 675, 

刈和野　￥2, 520, 岸和田　￥3, 885, 木曽福島　￥4, 200, 北小松　￥4, 095,

岐阜　￥3, 885, 京都東北部　￥3, 885, 珠州岬，能登飯田及び宝立山　￥4, 620, 

熊川　￥3, 780, 熊田　￥3, 465, 

倉橋島及び柱島　￥3, 045, 黒石　￥3, 570, 桑名　￥3, 360, 

下呂　￥2, 835, 神浦　￥2, 940, 神戸　￥3, 255, 小倉　￥3, 885, 

佐伯　￥3, 150, 佐賀関　￥2, 730, 桜井　￥4, 200, 篠山　￥3, 045, 

三条　￥4, 305, 椎葉村　￥4, 515, 志津川　￥4, 305, 清水　￥2, 835, 

白馬岳　￥3, 730, 末吉　￥3, 255, 須磨（2版）￥2, 520, 

洲本　￥2, 730, 千廐　￥3, 045, 相馬中村　￥5, 355, 園部　￥3, 045, 高遠　￥4, 410, 

田島　￥3, 675, 龍野　￥3, 570, 立山　￥4, 935, 

玉庭　￥4, 515, 竹生島　￥2, 940, 津西部　￥4, 305 敦賀　￥3, 780, 

十勝池田　￥3, 570, 豊岡　￥2, 520, 苗場山　￥2, 835, 

長岡　￥4, 200, 中野　￥2, 625, 那古　￥1, 890, 名張　￥3, 360, 

浪江及び磐城富岡　￥3, 465, 奈良　￥3, 885, 西津　￥4, 305, 二本松　￥3, 045, 

乗鞍岳　￥3, 360, 八海山　￥2, 835, 姫島　￥2, 730, 広島　￥1, 575, 

広根　￥3, 675, 福江　￥2, 730, 福知山　￥3, 360, 

北条　￥4, 200, 松江　￥3, 465, 

松之山温泉　￥3, 885, 三重町　￥3, 360, 御岳昇仙峡　￥2, 940, 三津　￥2, 625, 

美濃　￥2, 520, 宮下　￥3, 780, 宮原　￥4, 725, 槍ヶ岳

￥3, 045, 温泉津及び江津　￥4, 410, 湯湾　￥3, 360, 横山　￥3, 885, 四ッ谷

￥2, 625, 四日市　￥2, 835, 寄居　￥3, 150, 和歌山及び尾崎　￥2, 415

*このほかの地質図, 産総研地質調査総合センター出版物の詳細は以下のホームページhttp://www.aist.go.jp/GSJ/Map/でご覧になれます．
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ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140－8－28067
No. 38以前の論集 : 院生・学生は４割引，正会員は２割引　No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

（売り切れました）
第 56 号　古領家帯と黒瀬川帯の構成要素と改変過程．高木秀雄ほか編，253pp., 2000年３月刊，会員頒価2,900円，〒340円．
第 57 号　砕屑岩組成と堆積・造構環境．公文富士夫ほか編，240pp., 2000年９月刊，会員頒価2,800円，〒340円．
第 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―藤原　治ほか編，169pp., 2004年12月刊，会員頒価

2,900円，〒340円．

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

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

講演要旨集ほか
第109年学術大会講演要旨集（2002年９月刊，新潟）会員頒価3,500円，〒500円
第110年学術大会講演要旨集（2003年９月刊，静岡）会員頒価3,500円，〒500円
第110年見学旅行案内書（2003年９月刊，静岡） 会員頒価1,500円，〒350円（静岡大会セット購入の場合送料実費請求）
第111年学術大会講演要旨集（2004年９月刊，千葉）会員頒価3,500円，〒500円
第111年見学旅行案内書（2004年９月刊，千葉） 会員頒価2,000円，〒350円（千葉大会セット購入の場合送料実費請求）

クリアファイル：学会オリジナル．A４版透明タイプ　会員頒価　１枚100円
フィールドノート：学会オリジナル．12×19cm．ハードカバー．レインガード使用　会員頒価１冊500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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