
地質学雑誌　第111巻　第9号（通巻1320号）付録　昭和27年6月10日第三種郵便物認可　平成17年9月15日発行（毎月1回15日発行）

日本地質学会 News
Vol.8  No.9  September  2005





日本地質学会News ８（９） 1

公示　日本地質学会2006年度会長・副会長・
監事および代議員の選挙について ……2

2006年度会長・副会長・監事および代議員選挙実施要領
改選となる役員・継続任期の役員
日本地質学会選挙細則
日本地質学会選挙内規
立候補届（会長・副会長・監事・代議員）

案内 ……6
海洋調査技術学会第17回研究成果発表会/科研費特定領域研究「地球
深部スラブ」第２回研究シンポジウムのご案内/第４回（平成17年度）
地質学的教養セミナー「近畿地方でも火山災害が起こる」/更新世
中・後期における古気候の高精度復元を目指すワークショップ/第３
回国際デルタ会議（IGCP-475年会）

公募 ……7
高知大学海洋コア総合研究センター教員（教授）公募/高知大学海洋
コア総合研究センター教員（助教授）公募/産業技術総合研究所地質
調査総合センター研究員公募/公募結果

紹介 ……9
なぜ貝の化石が山頂に？地球に歴史を与えた男ニコラウス・ステノ
アラン・カトラー著（鈴木豊雄訳）（岡田博有）

新版地質図報告書類 ……10
地域地質研究報告（５万分の１地質図幅）「十和田地域の地質」工藤
崇著（根本正樹）

取扱地質図一覧 ……11

青少年のための科学の祭典2005全国大会出展報告
（2005.7.28～30.） ……12

ジオロジストのための法律メモ……14
著作権譲渡等同意書の解説（11）

地質年代小委員会の過去40年間の総括と今後の展望（2） ……15

学術会議ニュース（平成17年８月） ……18

支部コーナー ……19
関東支部　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」/シンポジウム「地球から読み取る未来－かけがえのない地質
遺産からみえるもの－」の開催のお知らせ

院生コーナー
IODP Expedition 307, ポーキュパイン海盆の炭酸塩マウンドの参加
報告（高島千鶴） ……20

表紙紹介 ……21
愛媛県八幡浜大島のシュードタキライト（写真・文　宮下由香里）

2006年度（2006.4～2007.3）院生割引会費の
受付開始 ……22

預金口座振替依頼書・自動払込申込書

Vol.8 No.9 September 2005
The Geological Society of Japan News
日本地質学会/〒101－0032 東京都千代田区岩本町２－８－15
井桁ビル ６F
編集委員長　大友幸子
TEL 03－5823－1150 FAX 03－5823－1156
main@geosociety.jp（庶務一般）
journal@geosociety.jp（編集）
http://www.geosociety.jp

Contents

日本地質学会News

広告取扱：株式会社廣業社

〒104－0061 東京都中央区銀座8－2－9 電話 03－3571－0997 印刷・製本：日本印刷株式会社

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．選挙者および被選挙者，立候補の届出について
選挙者および被選挙者は日本地質学会　正会員に限りま

す．立候補届けは所定の書式（別途掲載）により期日までに
届くよう，日本地質学会選挙管理委員会（〒101-0032 東京
都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル）に郵送，または持参し
てください．
２．選出数および任期
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）
１）当選者の決定は，会長・副会長・監事は得票順，代議員
地方区は得票順，全国区は得票順とともに所属別枠による
最低充足数が考慮されます．
２）全国区，地方区いずれの代議員当選者も理事に立候補で
きます．
３）全国区で当選した代議員のうち理事にならない代議員は，
評議員に選出される可能性があります．
任　期　上記いずれも２年（2006年４月～2008年３月）
３．立候補について
会長・副会長・監事　正会員２名以上の推薦による立候補．
代議員　自薦および他薦による立候補．
４．地方区の区分けは現在ある支部の区分に準じます．地方区
で立候補する方は，居住する県別により該当する地方区で立
候補してください．ただし，選挙者は所属支部に関わりなく，
全ての地方区に投票できます．

５．地方区選出数は2005年８月の支部会員数により50名を比例
配分しています．
北海道地方区　３名（北海道）
東北地方区　　４名（青森，秋田，岩手，山形，宮城，福島）
関東地方区　　19名（茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，東京，

神奈川）
中部地方区　　９名（新潟，長野，山梨，静岡，富山，石川，

福井，岐阜，愛知）
近畿地方区　　６名（滋賀，奈良，京都，三重，大阪，和歌

山，兵庫）
四国地方区　　２名（徳島，香川，高知，愛媛）
西日本地方区　７名（岡山，広島，鳥取，島根，山口，福岡，

佐賀，熊本，長崎，大分，宮崎，鹿児
島，沖縄）

６．選挙日程
立候補受付期間　　10月１日～10月31日

（郵送，持参いずれも必着厳守）
選挙広報・投票用紙の発送　11月10日前後に郵送
投票期間　　　　　11月15日～12月15日
開票日時　　　　　12月20日，９時より学会事務所にて．
選挙結果（中間）報告　　開票後速やかに，ホームページ，

ニュース誌上にて報告
理事および評議員の選出　１月初旬開始～１月30日までに決

定，報告
７．立候補の状況および選挙結果については，ホームページで
随時お知らせいたします．
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日本地質学会2006年度
会長・副会長・監事および代議員の選挙について

本公示による選挙は，2003年９月の第110年総会において改正された会則ならびに運営細則・選挙細則に基づいて実施される２
回目の選挙となります．前回の選挙は移行措置であり，代議員の任期が２通りあるなど不規則なものでしたが，今回から通常の２
年任期となります．
選挙細則および選挙内規を掲載するとともに，今回の選挙の要点を以下に記します．
＜会長・副会長・監事および代議員選挙＞
１．今回選挙するのは，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）です．選挙権および被選挙
権は日本地質学会正会員にあります．なお，今回改選される代議員100名とは，前回の選挙で1.5年任期であった代議員です．前
回選出された2.5年任期の代議員は2007年３月まで任期があります．
２．役員の任期はいずれも２年で，2006年４月から2008年３月までです．
３．代議員は，最高議決機関である総会に出席し，議決権を行使できます．また，理事に立候補することができます．
＜理事選挙＞
４．理事は，代議員当選者の互選（立候補選挙）により選出されます．今回当選された代議員（全国区・地方区の別なし）の中か
ら７名が選出されます．ただし，理事は代議員を兼務できません．なお，会長・副会長の３名は自動的に理事となります．
＜評議員選挙>
５．評議員は，全国区の代議員に当選された方の中から選出されます．全国区の代議員当選者（理事当選者を除く）から代議員選
挙の得票順および所属別定員充足数と支部所属者を考慮して，20名ずつ選出します．評議員は，代議員を兼務します．

具体的な選挙については下記のとおり実施いたします．立候補ならびに推薦される方はお間違いのないよう，期日までに立候補
届けをご提出下さい．

2005年９月10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

公示

2006年度会長・副会長・監事および代議員選挙実施要領



参考：
＜改選（2006年３月末にて任期満了）となる役員＞
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

＜継続任期（2007年３月まで）の役員＞
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（代議員兼任）
田崎和江・新妻信明・保柳康一・安間　恵・脇田浩二・磯闢
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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日本地質学会選挙細則

（目的）

第１条　日本地質学会会則第48条にもとづいて本細則を定める．

（規則の変更）

第２条　この規則の変更は，評議員会に諮り，理事会の議決によっ

て行う．その結果を総会に報告し，承認を求める．

（選挙管理委員会）

第３条　役員（会長，副会長，理事および監事），代議員および評

議員の選出作業は，選挙管理委員会が行う．

２　選挙管理委員会規定は別途定める．

（役員，代議員および評議員選挙）

第４条　理事（除く会長および副会長）および代議員は毎年，定数

の半数を改選する．

２　会長・副会長，監事（１名，もう１名は会長が専門家を委嘱す

る）の選挙は正会員による無記名投票とし，選挙管理委員会は結

果を理事会に報告しなければならない．

３　会長・副会長及び監事候補者は正会員とし，正会員２名以上の

連署による推薦を受け，別途定める参考事項（必要事項と立候補

にあたっての意見等）を記した立候補届けを所定の期日までに選

挙管理委員会に届けなければならない．

４　代議員選挙は正会員による無記名投票とし，毎年定数の半数

（全国区50名および地方区（区分は支部に準ずる）50名）を選出

する．選挙管理委員会は結果を総会に報告しなければならない．

なお，全国区の選出にあたっては所属別定員充足数を考慮する．

５　代議員候補者は正会員とし，自薦および他薦（本人の承諾書必

要）とする．立候補者は別途定める参考事項を記した立候補届け

を，所定の期日までに選挙管理委員会に届けなければならない．

６　理事（除く会長および副会長）の選挙は，全代議員による無記

名投票とし，毎年定数の半数を選出する．被選挙者はその年度に

選出された代議員とし，候補者は意見等の参考事項を記した文書

を，所定の期日までに選挙管理委員会に届けなければならない．

理事に選出された者は代議員から除くものとする．

７　評議員は毎年，定数の半数を選出する．評議員の選出は全国区

代議員の選挙結果にもとづいて20名を決定する．決定にあたって

は所属別定員充足数を考慮する．

８　評議員選挙の当選者の決定の際には，それぞれの支部所属者が

最低１名含まれるように，選出順位の調整を行うこととする．

９　立候補者数が定数に満たない場合には，無投票当選とする．た

だし，代議員選挙において全国区で立候補者数が定数を越えない

場合には評議員選出のための投票をおこなうものとする．

10 投票方法，当選者の決定等については別途定める．

11 役員，代議員および評議員が任期中に何らかの理由で欠員とな

った際の補充方法は，以下のように取り扱う．

会　長　副会長の年長者が代行する．

副会長　理事の年長者が代行する．

監　事　会長が委嘱する．

理　事　理事選挙の補欠者をもって充てる．

代議員　会長が評議員会に委嘱する．

評議員　補充は行わない．

12 全国区代議員の選出および評議員決定の際の最低所属別定員充

足数

（選挙日程）

第５条　会長・副会長及び監事,代議員の選挙は次の日程で行わな

ければならない．ただし，締切り日が休日と重なる場合は，翌日

あるいは翌々日とする．

（1）選挙公示：毎年９月10日

（2）立候補受付：毎年10月１日～10月31日

（3）投票期間：毎年11月15日～12月15日

（4）開票ならびに選挙結果報告：毎年12月16日～12月22日

２　理事の選挙および評議員の選出は，代議員選挙終了後，毎年１

月30日までに完了することとする．

（細則施行）

第６条　この選挙細則は，2003年９月19日から施行する．

（付則）2003年12月13日改正

日本地質学会選挙内規

（選挙の実施）

１　選挙管理委員会において実施する選挙は，原則として郵便によ

る通信投票とする．なお，この方法によらない場合には，あらか

じめそのことを広報し，有権者に周知する．

２　立候補者は所定の立候補届けを，定められた期間内に選挙管理

委員会に届ける．

３　選挙管理委員会は選挙を実施するにあたり，投票の参考となる

よう，「候補者名簿」を作成し，投票用紙とともに有権者に配布

する．また，開票日もあらかじめ知らせる．

４　「立候補者届」および「候補者名簿」には，立候補する役職に

応じて定めた下記の事項を記載する．アンダーラインの項目は必

須記載事項とし（所属機関がない場合は「なし」），それ以外は自

由記載項目とする．

１）会長・副会長　　立候補者氏名，所属機関，推薦者氏名（正

会員２名以上），候補者推薦承諾書，所属専門部会，立候補者

の抱負または推薦文（100文字以内）

２）監事　　立候補者氏名，所属機関，推薦者氏名（正会員２名

以上），候補者推薦承諾書，所属専門部会，立候補者の抱負ま

たは推薦文（100文字以内）

３）代議員　　立候補者氏名，所属機関，所属機関の所在都道府

県名，（「所属機関なし」の方は自宅住所の都道府県名），立候

補の区分（全国区・地方区）・所属別区分（選挙細則第４条12

項に定めたもの），所属専門部会，立候補者の抱負または推薦

文（推薦者名）（100文字以内）

４）理事　氏名，所属機関，立候補者の抱負または推薦文（推薦

者名）（100文字以内）

５　正会員は，あらかじめ選挙管理委員会に申し出て開票に立ち会

うことができる．

（当選者の決定）

６　各選挙とも選挙細則に基づいて得票順位を確認し，当選者を決

定する．

７　当選最下位者が複数（同点）の場合は，抽選により当選者を決

定する．抽選は選挙管理委員長の責任により，選挙管理委員が候

補者の代理となって，候補者名簿の順にくじびきをおこなう．

８　理事選挙の当選者決定に際しては，当選最下位者に続く補欠５

名を得票順に決定する．

９　選挙管理委員会は，開票結果を速やかに理事会等に報告すると

ともに候補者に通知する．また，学会ホームページやNews誌に

速やかに掲載し，会員にも報告する．

（その他）

10 代議員の定数と補充について

代議員全国区の定数50名から理事７名を選出した場合の欠員は，

補充の対象とはしない．

また，この理由以外で欠員が生じた場合でも，会則に定めた最低

定数170名（１期85名）を割らない場合は補充しない．

11 代議員地方区の定数と補充について

１）各地方区の定数は，選挙公示１ヶ月前の各支部の正会員数に

応じて比例配分する．

２）地方区が定数不足でも，全国区と合わせて会則に定めた最低

定数170名（１期85名）に達している場合は補充しない．

12 本内規の変更は，理事会が決定する．

（内規施行）

2003年12月13日

大学 ６ ３
小中高 教育センター等を含む ６ ３
官公庁等 公団，行政法人，

公立私立博物館等を含む ６ ３
会社 ６ ３
大学院 大学院生 ２ １

所属 備　　　考
最低充足数

全国区代議員 評議員



＊推薦承諾書 

＊推薦者氏名 
（正会員２名以上） 

＊所属機関名 

＊立候補者氏名 

＊立候補役職 
（いずれかに○印） 

◎　どちらの書式も紙はＡ４判（タテ）の大きさでご提出下さい．記入枠は適宜広げてください． 

会長・副会長・監事立候補届け 

所属専門部会 

E-mail Address

E-mail Address

選挙管理委員会受取日　　10月　　日 

＊印の項目は必ず記入してください． 

候補者の抱負または推薦文（100字以内）．推薦文の場合は推薦人名を文章の最後につけてください． 

日本地質学会（　　　　）に立候補することを承諾いたします． 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名　　　　　　　　　　　） 

日本地質学会（ 代議員 ）に立候補することを承諾いたします． 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（氏名　　　　　　　　　　　） 

印 

印 

会長 

副会長 

任期２年 

任期２年 

＊居住地の県名 

＊所属機関名（ない場 
合はなしとしてください） 

†他薦の場合：推薦 
　承諾書 

†他薦の場合：推薦 
　者氏名 

＊立候補者氏名 

代議員立候補届け 

＊所属別区分 
（いずれかを○で囲む） 

所属専門部会 

選挙管理委員会受取日　　10月　　日 

＊印の項目は必ず記入してください．†印は他薦の場合のみ記入してください． 

立候補者の抱負または推薦文（100字以内）．推薦文の場合は推薦人名を文章の最後につけてください． 

大学　　小中高　　官公庁　　会社　　大学院　　とくに区分なし 

＊立候補の区分 
（地方区の場合はいずれか 
を○で囲む） 

全国区 

地方区 （北海道　　東北　　関東　　中部　　近畿　　四国　　西日本） 

監事 任期２年 



なく，地球深部のスラブに関連した研究に興

味をお持ちの多くの方々のご参加をお待ちし

ております．

日時：2005年11月10日（木）午後

～11月11日（金）午後

場所：九州大学国際ホール

共催：日本地球惑星科学連合

プログラムの詳細などは本特定領域研究のホ

ームページ（http://ohp-ju.eri.u-tokyo.ac.jp/

tokutei/）をご覧下さい．ポスター発表の申

込は10月７日（金）までに上記ホームページ

より行ってください．

プログラム概略

11月10日（木）12：50-17：45

12：50-13：00

主旨説明　深尾良夫（研究代表者）

13：00-15：35 セッション１：なぜスラブ

は滞留・崩落するか？～その１～

滞留あるいは崩落するスラブがどう見えて

いるか，スラブの周囲のマントル遷移層が

どう見えているか，を中心に議論

講演者：宮町宏樹，川勝　均，田島文子，

大林政行，小山崇夫，亀山真典

コメンテーター：末次大輔

15：35-16：05 ポスター発表紹介

16：15-17：45 特別セッション：数値シミ

ュレーションと地球科学

異なる分野のシミュレーション研究に触

れ，数値シミュレーション全般のもつ可能

性及びその限界についての雰囲気を味わう

講演者：阪口　秀，土屋卓久，

Alik Ismail-Zadeh

11月11日（金）09：00-17：00

09：00-11：05 セッション２：なぜスラブ

は滞留・崩落するか? ～その２～

滞留あるいは崩落するスラブ，及びその周

囲のマントル遷移層がどのような性質を持

つか，またそれらがスラブの挙動にどう影

響しているか，を中心に議論

講演者：桂　智男，近藤　忠，鳥海光弘，

奥野淳一，本多　了

コメンテーター：山崎大輔，中久喜伴益

11：05-13：55 ポスターセッション

14：05-16：00 セッション３：スラブが崩

落すると何がどうなるか？

スラブが崩落する先の下部マントルがどう

なっているか，あるいはスラブの崩落が引

き起こす現象について議論

講演者：金嶋　聰，中川貴司，小木曽哲，

浜野洋三

コメンテーター：大谷栄治，廣瀬　敬，

岩森　光

16：15-17：00 総合討論

一般講演会のお知らせ

11月12日（土），福岡市天神エルガーラホ

ール（７F中ホール）にて，高校生以上を対

協賛：日本地質学会ほか

日時：平成17年10月13日（木）

～10月14日（金）

場所：海上保安庁海洋情報部会議室

（東京都中央区築地５－３－１）

内容：海洋調査に関する研究成果発表

最新の海洋調査技術についての講演

機器展示　その他

お問い合せ：

海洋調査技術学会（事務局）

〒104-0045 東京都中央区築地5-3-1

（財）日本水路協会内

TEL&FAX：03-3545-6255

E-mail：jsmst@wwwsoc.nii.ac.jp 

平成16年度から５ヶ年計画でスタートした

科研費特定領域研究「スタグナントスラブ：

マントルダイナミクスの新展開」（略称「地

球深部スラブ」）は，「沈み込んだスラブ」の

概念をキーワードに，地球物理観測，超高圧

地球科学，計算機科学の先端グループを結集

し，マントルダイナミクス研究に新展開をも

たらすことを目的としています．その活動の

一環として，観測/解析/実験/計算の異分野

の研究交流を促進すべく，本特定領域研究全

体の研究シンポジウムを以下の要領で開催い

たします．

２年目にあたる今年度の研究シンポジウム

では，スタグナントスラブをめぐる３つの疑

問点

１．なぜ，沈み込んだスラブはマントル遷

移層付近に滞留するか？

２．なぜ，滞留したスラブは下部マントル

に崩落していくのか？

３．スラブが崩落することによって何が起

こるのか？

に焦点を当て，これらの問題の解明に向けた

本特定領域研究の取組み，及び国内の先端的

研究の成果の講演と，今後のマントルダイナ

ミクス研究の発展に向けた議論を行います．

これらに加え，ポスターによる研究発表も募

集しております．ポスター発表では，最新の

研究成果の発表に限らず，本特定領域研究に

関連するテーマについての発表を広く歓迎い

たします．本特定領域研究のメンバーだけで

科研費特定領域研究「地球深部
スラブ」第2回研究シンポジウ
ムのご案内

象とした一般講演会「スタグナントスラブー

東アジアの沈み込み帯から探る地球の今-」

を開催します．参加費無料．事前申し込み

（10月22日（土）〆切）が必要です．

詳しくはホームページhttp://dyna.geo.

kyushu-u.ac.jp/ssp/をご覧下さい．

<問い合わせ先>

〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1

九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門

吉岡祥一　TEL: 092-642-2646

主催：断層研究資料センター

近畿地方には活火山がないせいか，火山災

害に関心が薄いようです．しかし，どこであ

れ，ひとたび大規模な火山活動が起これば，

近畿地方にも大量の火山灰の降灰があるな

ど，生活環境に大きな被害を与える可能性が

あります．このことは火山災害史の教えると

ころです．

今回のセミナーの講師として，神戸大学理

学部教授から北海道大学教授に転じられた宇

井忠英氏を招きます．同氏は本邦有数の火山

学者であり，近年の火山活動（例えば雲仙普

賢岳，有珠岳，ハワイなど）の調査に従事さ

れ，多大な成果を収められました．最近の火

山活動・災害の調査・研究の成果を，貴重な

ビデオを交えてわかりやすく解説して頂きま

す．この機会にぜひご参加下さい．

開催日：平成17年11月16日（水）

13：00～16：30

会　場：建設交流館８Ｆグリーンホール

TEL：06-6543-2551

定　員：200名

参加費：3,000円（資料代含む）

申し込み：事前申し込み不要．参加費は当日

会場でお支払い下さい．

プログラム

講演とビデオによる解説：

「西太平洋沿岸地域における大規模火山噴火

とそれに伴う災害」

講師：

宇井忠英氏

NPO法人　環境防災総合政策研究機構専

務理事

北海道大学名誉教授

室蘭工業大学環境科学・防災研究センター

客員教授

なお，当センターのセミナーは技術士

CPD（継続教育）に履修実績として申請を

することができます．

連絡先：断層研究資料センター

TEL・FAX：06-6532-6218

E-mail: fred_c@orange.livedoor.com 

第4回（平成17年度）地質学的
教養セミナー「近畿地方も火山
災害と無縁ではない」

日本地質学会News ８（９）6

海洋調査技術学会
第17回研究成果発表会

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．



〒390-8261 松本市旭３－１－１

信州大学理学部物質循環学科

公文富士夫

tel. 0263-37-2479，fax. 0263-37-2560，

e-mail:shkumon@gipac.shinshu-u.ac.jp

講演申込締切：2005年10月７日（金）

※参加だけであれば，いつでも可ですが，

事前にお申し込みください．

An International Confer-ence on DELTAS

(Borneo venue): Depositional Sys-tems and

Stratigraphic Development

日程：2006年１月13日～18日

場所：ブルネイ・ダルサラーム大学

IGCP-475「モンスーンアジア太平洋地域

のデルタ」の第３回年会が，来年１月にブル

ネイ大学で開催されます．登録及び発表申し

込みのサーキュラーが発行されました．以下

のURLからダウンロードが可能です．

ht tp : //un i t . a i s t . go . j p/ igg/rg/cug -

rg/ADP.html

登録，発表，ホテルの申し込みの締め切り

は10月15日です．是非，ご参加ください．

IGCP-475の年会は，第１回が2004年１月

にタイのバンコクとアユタヤで，第２回が

2005年１月にベトナムのホーチミン市で開催

され，約20ヶ国からそれぞれ約100名の参加

がありました．今回は第３回になります．第

４回は2007年１月にバングラデシュ，第５回

は，2008年１月に中国で開催されることにな

っています．これらの会合では，チャオプラ

ヤデルタ，メコンデルタ，ガンジス・ブラマ

プトラデルタ，長江・黄河デルタと大陸の大

規模デルタが巡検に含まれますが，今回の第

３回会合は島嶼で開催され，アジアとオセア

ニアの島嶼の代 表的なデルタの巡検が予定

されています．陸域から海域に運搬される土

砂の約７割がアジアとオセアニアの島嶼地域

から運ばれていますが，大陸の大河川とほぼ

同量の土砂が島嶼からもたらされています．

今回の開催地であるボルネオ島は4000mを超

える山々を有し，運搬される土砂量は年間９

億トンと見積もられており，これは，長江，

メコン河，紅河の土砂量を加えたよりも多い

量です．よく研究されたマハカムデルタをは

じめ，小規模ながら多くのデルタが見られま

す．これらの地域は，有名な油田地域でもあ

り，中新世のデルタなどの浅海堆積物が貯留

岩となっていることから，現在のデルタ研究

が活発に行われています．今回の会合では，

オプショナルな巡検を含めると３つの完新世

のデルタの巡検と陸上の中新統の浅海堆積物

の巡検が組まれています．なかなか見ること

ができない地形や堆積物ですので，是非この

機会を利用してください．2006年８月に予定

されている国際堆積学会の予行発表としても

いい機会です．

第３回国際デルタ会議（IGCP-
475年会）

－研究の現状，研究戦略，陸上・湖沼掘削，

共同研究など－

日時：2005年11月19日（土）午後

～20日（日）午後

21日　野外見学会（後期更新統の高野

層，各種指標テフラなど）

場所：信州大学理学部　大会議室

呼び掛け人：

公文富士夫（信州大学理学部）

井内美郎（愛媛大学沿岸環境科学研究セン

ター）

長橋良隆（福島大学共生システム理工学類）

日本地球掘削科学コンソーシアム後援

＜趣旨＞

日本列島における第四紀中・後期の気候変

動を数10年から100年程度の高精度で解明す

ることは，極東地域の特性を踏まえた気候変

動の将来予測のために不可欠であり，地球規

模での気候システムの解明のためにも重要で

ある．その研究を大きく前進させるために，

第四紀中・後期のある程度の期間にわたる，

連続的でかつ均質な泥質堆積物をボーリング

によって採取し，密度，有機炭素含有量，有

機物分析，花粉分析などの諸手法で分析し，

総合化する共同研究を企画しており，部分的

には更新統後期の高野層を対象としてすでに

進行している．

そのために，更新世中・後期の古気候・古

環境に関わる最新の研究状況を総括するとと

もに，今後のより古い時代をめざす研究対象

として適切な堆積物（地層）を提案し，評価

して，ボーリング調査と共同研究を行う計画

を立案したい．また，高野層のボーリングに

よって明らかになった40～150kaの気候変動

とテフラの認定・対比ついての研究成果も報

告する．

ワークショップでは，更新世中･後期の古

気候研究，指標テフラの同定と対比，花粉組

成から復元した古気候変動，湖成堆積物の識

別方法，掘削対象（候補地）の提案．などな

どの講演を広く募集します．研究の現状をよ

く整理し,多くの方の研究の進め方や意見・

提案をふまえて，目標を明確にした効果的な

共同研究を進める戦略と体制を作りたいと考

えています．

とくに若手の院生・学生の方々の発展途上

の研究発表を行っていただいて，今後の研究

の展望を切り開きたいと思います．これまで

あまり面識の無かった方々が一同に顔を会わ

せることも有意義です．ワークショップへの

参加と講演を熱烈に募集いたします．なお，

院生・学生の方々には宿泊場所と旅費等につ

いて，優遇措置を用意しております．お気軽

に電子メールでご相談ください．

連絡・申し込み先：

更新世中・後期における古気候
の高精度復元を目指すワークシ
ョップ

○スケジュール

１月13日：登録（ブルネイ着）

１月14日～16日：研究発表

１月17日～18日：バラムデルタとツゥルサン

デルタの巡検（ブルネイとマレーシア）

１月19日～22日：マハカムデルタの巡検（オ

プション）（インドネシア）

○基調講演

Dr. Peter McCabe（U.S. Geological Survey）

“Evolution of deltas over the last 150

m.y.: Understanding petroleum generation

in large deltaic systems”

Dr. Justin Wilkinson（U.S. Geological

Survey）

“Megafans and modern coastlines: New

concepts from astronaut imagery of

continental interiors”

Prof. Chuck Nittrouer（University of

Washington）

“Recent advances in understanding

river-delta-shelf systems in diverse

settings”

Prof. George Pemberton（University of

Alberta）“ The unique ichnological

signature of deltaic deposits”

Prof. Joseph Lambiase（Universiti Brunei

Darussalam）

“Depositional processes, facies, morpho-

logy and stratigraphic successions on

Borneo deltas: Challenging the models”．

ほか

問い合わせ先：産業技術総合研究所

斎藤文紀（yoshiki.saito@aist.go.jp）

URL http://unit.aist.go.jp/igg/rg/cug-

rg/ADP.html

１．職名・人数　教授　１名

２．所　　属　海洋コア総合研究センター

３．専門分野　地球科学

海洋コア総合研究センターは学内共同利用

施設であり，本学海洋生物教育研究センター

とともに海洋部門を形成し，海洋・地球科学

研究の中核に位置しようとしています．それ

と同時に，海洋コア総合研究センターは全国

共同利用施設であり，国内の研究者・学生に

施設・機器を利用していただいています．さ

らに，2007年から本格化する統合国際深海掘

削計画（IODP）の一翼を担う国際的研究拠

点となるべく，施設や人員の整備を進めてい
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高知大学海洋コア総合研究セン
ター教員（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



４．応募資格

条件（1）博士後期課程の指導ができるこ

と

（2）国内外の研究プロジェクトを推

進する意欲と協調性をもつこと

５．応募締切　2005年10月14日（消印有効）

６．採用予定　決定次第できるだけ早い時期

７．応募書類

（1）履歴書［学歴，職歴，社会歴（所属学会

等），学位取得年月日］

（2）研究業績リスト［1）原著論文（査読有

のみ；主要５編に○を付す），2）総説，3）

著書，4）その他論文・報告書等，5）国際

学会企画・参加，シンポジウム・ワークシ

ョップ企画参加，海外調査等］

（3）主要論文の別刷（コピー可）３編

（4）外部資金取得歴（年度，課題，主・副の

区別，金額）を，1）科学研究費，2）その

他に分けて記入

（5）研究業績の概要（2000字程度）

（6）今後の研究計画および抱負（2000字程度）

（7）推薦書　１通

８．提出先　

〒780-8520 高知市曙町２丁目5-1

高知大学事務局研究協力部研究協力課　宛

応募書類の封筒表に「海洋コア総合研究セ

ンター助教授応募書類在中」と朱書し，簡易

書留にて郵送のこと

９．照会先　

〒783-8502 高知県南国市物部乙200

高知大学海洋コア総合研究センター長

尾崎登喜雄

TEL 088-844-8720 FAX 088-844-8887

産総研地質調査総合センターでは，以下の通

り研究員を募集しています．詳細については，

http://www.aist.go.jp/の人材募集をご覧く

ださい．

●深部地質環境研究センター

採用予定数：１名（研究テーマ型任期付研究

員）※中堅採用の場合も有

応募締切日：平成17年10月28日（金）

採用予定時期：平成18年４月１日

任　期：５年（平成23年３月31日まで）

問い合わせ先：TEL FAX 029-861-3752，

TEL 029-861-3761

募集概要：放射性廃棄物地層処分の安全評価

を目的にして，断層運動，火山活動等の変

動現象に関連する地下水流動機構を解明す

るために必要な，地質学並びに水文地質学

分野の高度な解析能力を有する研究者を募

集する．

●地質情報研究部門海洋地質研究グループ

採用予定数：１名（研究テーマ型任期付研究

員）※中堅採用の場合も有

応募締切日：平成17年10月28日（金）

産業技術総合研究所地質調査
総合センター研究員公募

ます．そこで，学内はもとより国内外の地球

科学研究機関と協力して，地球掘削科学（マ

ントル活動と地球システム変動・地殻活動と

地球システム変動・沈み込み帯ダイナミク

ス・長期孔内計測・地下生物圏研究）を主導

する意欲と能力を有する人材を募集いたしま

す．

４．応募資格

条件（1）博士後期課程の主指導ができる

こと

（2）国内外の研究プロジェクトを主

導する意欲と協調性をもつこと

５．応募締切　2005年10月14日（消印有効）

６．採用予定　決定次第できるだけ早い時期

７．応募書類

（1）履歴書［学歴，職歴，社会歴（所属学会

等），学位取得年月日］

（2）研究業績リスト［1）原著論文（査読有

のみ；主要５編に○を付す），2）総説，3）

著書，4）その他論文・報告書等，5）国際

学会企画・参加，シンポジウム・ワークシ

ョップ企画参加，海外調査等］

（3）主要論文の別刷（コピー可）５編

（4）外部資金取得歴（年度，課題，主・副の

区別，金額）を，1）科学研究費，2）その

他に分けて記入

（5）研究業績の概要（2000字程度）

（6）今後の教育・研究計画および抱負（2000

字程度）

（7）推薦書　１通

８．提出先　

〒780-8520 高知市曙町2丁目5-1

高知大学事務局研究協力部研究協力課　宛

応募書類の封筒表に「海洋コア総合研究セ

ンター教授応募書類在中」と朱書し．簡易書

留にて郵送すること

９．照会先　

〒783-8502 高知県南国市物部乙200

高知大学海洋コア総合研究センター長

尾崎登喜雄

TEL 088-844-8720 FAX 088-844-8887

１．職名・人数　助教授　１名

２．所　　属　海洋コア総合研究センター

３．専門分野　地球科学

海洋コア総合研究センターは学内共同利用

施設であると同時に，全国共同利用施設とし

て国内の研究者・ 学生に施設・機器を利用

して頂いています．このたび，学内はもとよ

り，国内外の地球科学研究機関と協力して，

地球掘削科学を主導する意欲と能力を有する

人材，特に，１）地球科学分野，２）微生物

分野（バイオ関連），３）コア物性に関連す

る分野，のいずれかに該当する専門分野を対

象とし，幅広い視野に立って海洋コア研究に

関する他の分野と相互連携が出来る方を希望

します．

高知大学海洋コア総合研究セン
ター教員（助教授）公募

採用予定時期：平成18年４月１日

任　期：５年（平成23年３月31日まで）

問い合わせ先：igg-saiyo@m.aist.go.jp

募集概要：層序学・堆積学・海洋地質学等の

知識と研究経験を有し，主として音波探査

（音響層序学）に基づいて海域の地質層

序・構造を研究し，日本周辺海域の海洋地

質図作成に従事できる研究者を募集する．

●地質情報研究部門火山活動研究グループ

採用予定数：１名（研究テーマ型任期付研究

員）※中堅採用の場合も有

応募締切日：平成17年10月28日（金）

採用予定時期：平成18年４月１日

任　期：５年（平成23年３月31日まで）

問い合わせ先：igg-saiyo@m.aist.go.jp

募集概要：野外調査を中心にした新生代火山

岩地域の地質学研究を実施した経験があ

り，日本列島における新第三紀以降の火山

活動の時間空間分布の解明，５万分の１地

質図幅や地質標準の作成を遂行する能力を

有し，かつ，火山噴火時などの緊急野外調

査に対応できる能力を有する研究者を募集

する．

●地質情報研究部門沿岸都市地質研究グルー

プ

採用予定数：１名（研究テーマ型任期付研究

員）※中堅採用の場合も有

応募締切日：平成17年10月28日（金）

採用予定時期：平成18年４月１日

任　期：５年（平成23年３月31日まで）

問い合わせ先：igg-saiyo@m.aist.go.jp

募集概要：都市圏平野地下を構成する第四系

の工学的特性および強震動・液状化などの

地質災害危険度評価について，実績と専門

性を有しており，地質研究者と密接な連携

をとりながら，土質工学の視点から研究を

実施できる研究者を募集する．

●グリッド研究センター科学技術基盤チーム

/地質情報研究部門地質リモートセンシン

グ研究グループ

採用予定数：１名（研究テーマ型任期付研究

員）※中堅採用の場合も有

応募締切日：平成17年10月28日（金）

採用予定時期：平成18年４月１

任　期：５年（平成23年３月31日まで）

問い合わせ先：TEL 029-861-3947，

029-862-6600

募集概要：衛星観測・地上観測・物質エネル

ギー循環モデルの統合を目的として，グリ

ッド技術を用いて，インターネット上でデ

ータ処理や情報検索など基盤システムと応

用技術の研究開発に従事し，将来の地球観

測システムの発展に意欲のある研究者を募

集する．
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公募結果

富山大学理学部地球科学科地球進化学講座

の助教授公募結果

柏木健司　氏（現：株式会社環境地質）



一定の法則など，多くの業績を残した人にも

かかわらず日本ではステノの資料はほとんど

見つからないことに驚いたと「訳者あとがき」

で述べている．鈴木氏の読みやすい翻訳努力

とわが国の地質学への寄与に謝意を表した

い．

冒頭で述べたように，本書は地質学の父と

もいうべきニコラウス・ステノのデンマーク

での誕生から，最初に医学を学び，さらに地

質学の研究に情熱を傾け，科学者と同時に宗

教家としての活躍に触れながら，ステノの歩

いた道が分かりやすく描かれている．ステノ

の肖像画は２種類知られているが，その２つ

の画像も本書で見られる．そして，それぞれ

の画像の意味も本書の解説でよくわかる．

本書は次の構成からなる．序章　巡礼者，

第１章　貝殻，第２章　カオス，第３章　解

剖学者，第４章　事物の証拠，第５章　舌石，

第６章　秘密の結びひも，第７章　水を検証

する，第８章　改宗，第９章　一層また一層，

第10章　「固体について」，第11章　トスカ

ーナの六つの相，第12章　“いかさま”，第

13章　天と地，第14章　空理空論，第15章

司教，第16章　ワールドメーカー，第17章

地球の新しい歴史，エピローグ　聖人，出典，

謝辞，訳者あとがき，索引．

序章では，イタリア フィレンツェのサン

ロレンツェ聖堂に祭られたニコラウス・ステ

ノに巡礼者は静かに祈る．そのわけは？　第

１章で，アカデミーを創設したガリレイ・ガ

リレオとともに，フィレンツェ時代のステノ

は絶頂期の科学者であった．とくに，解剖学

者から地球解剖学者としての大活躍振りが紹

介される．第２章では生まれ故郷のデンマー

クの風土，子供時代の生活と両親のこと，大

学時代とその前の教師の影響，彼らから自然

観察の重要性を学んだ．1656年に医学を学ぶ

ためコペンハーゲン大学に入った．1659年か

ら調べたことを日誌「ミオス」に残すように

なった．デンマークでは解剖学は威信の高い

学問であったが，指導教官トマス・バルトリ

ンから山頂の貝殻化石の存在を教わってい

た．第３章　解剖学者としてのステノの手腕

は，父親の手先の器用さを継いで絶大であっ

た．アムステルダムで行った解剖では彼が発

見した耳下腺を「ステノ管」と命名，ライデ

ン大学で医学博士を取得した．第４章　1666

年にステノはイタリアのフィレンツェに移っ

た．そのときの様子や当時化石や大理石，さ

らに自然の観察に強い関心をよせていた芸術

家レオナルド・ダ・ヴィンチのことも詳しく

述べられている．第５章では，ステノが地質

学の研究に入るきっかけとなったサメの標本

調査の様子が面白い．舌石がサメの歯によく

似ていることがわかり，当時山頂で発見され

地質学の歴史を中心にしてみても，最近の

わが国の科学史の発展は素晴らしい．この発

展を支える絶好の出版物が刊行されたので紹

介したい．本書は17世紀の近代地質学の創設

者とも言えるニコラウス・ステノの生い立ち

と彼の地質学への貢献を描いた画期的な本で

ある．幸いステノの地質学史を飾る名著「プ

ロドロムス」がステノの研究家であり地質学

史家の山田俊弘氏により日本語に訳された直

後でもあり，わが国の地質学史発展のために

本書はきわめてタイミングのよい出版になっ

た．本書の原本は“The Seashell on the

Mountaintop”（Alan Cutler, 2003; Dutton

（Penguin Group），New York）である．

Alan Cutler博士は地質学者で，ワシントン

のSmithonian Institutionに所属している．

訳者鈴木豊雄氏は翻訳家で，多数の訳本を出

している．本書の翻訳にあたり鈴木氏はステ

ノが地質学の地層累重の法則や結晶学の面角

ていた貝殻が本物の海生動物の化石であるこ

とが明らかになった．第６章では，ステノの

考えに批判的だった当事の博物学の大物アタ

ナシウス・キルヒャーを紹介している．第７

章　キルヒャーは聖書に従って神が海洋盆を

作り，海の生物も作ったと考えたが，ステノ

は聖書に敬虔の念を持ちながらも地質学の創

始者と呼ばれる本格的な地質学研究を始め

た．しかし，デンマーク国王の要請でデンマ

ークに帰らなければならなくなった．第８章

帰国直前にステノはイタリアカトリックへの

感銘からカトリックへ改宗した．第10－12章

ではステノの地層の見方を1668年までには確

立していたこと，1669年出版の「固体につい

て」（プロドロムス）完成までの様子とその

影響などを述べている．第13章　1670年にフ

ィレンツェのフェルディナンド二世大公の病

死を知り，フィレンツェに帰る．ここはやは

りステノには第二の故郷である．コジモが大

公の後を継ぐ．イタリアでのステノは科学研

究のほか神学の研究にも多くの時間をかける

ようになった．1675年にステノは司祭に任命

された．ローマ教皇の要請で，ドイツにわず

かに残るカトリックの人々の世話をするため

ドイツに行くことになった．第14章　1678年

にドイツで布教を始めたとき，アムステルダ

ムの出版社から「固体について」を増刷した．

第15章　次第にドイツでの司教活動が孤立，

ついに司教をやめて1685年にフィレンツェに

戻るための長期休暇が取れた．しかし新教会

を建てるためと，旅行延期を求められていた．

一方，この数年，自分に課した厳しい生き方

から健康を損なうようになっていた．慢性腹

痛を患い，客観的な自己診断もしていた．つ

いに1686年11月25日朝７時，ステノは亡くな

った．享年48歳であった．身の回りには数冊

の本のほか何もなかった．コジモ三世はステ

ノの遺体をフィレンツェに運び，サンロレン

ツォ聖堂に埋葬した．第16－17章　イギリス

などヨーロッパにおけるステノの評価が述べ

られている．最後のエピローグでは，ステノ

の科学上の新機軸と宗教上の敬虔さから教会

はステノに何も異議を唱えず，イタリアにお

ける科学と教会の聖人と称賛されたと述べら

れている．

以上のように，地球に歴史を与え，地質学

を科学に仕上げたニコラウス・ステノの伝記

が見事に描かれており，精読に値する．それ

は地質学を学ぶものにとって科学史の資料を

提供するだけでなく，われわれの生き方，科

学観にも大きい示唆を与えてくれるからであ

る．

（岡田博有）

日本地質学会News ８（９） 9

なぜ貝の化石が山頂に？
地球に歴史を与えた男
ニコラウス・ステノ

アラン・カトラー　著
（鈴木豊雄訳）

清流出版，2005年８月９日初版第１版発

行，B６判，254ページ，

定価2,000円（税別）

ISBN4-86029-116-6 C0044

紹　介



章ではこれらの主要な文献が古典的なものか

ら最近のものまで遺漏なく引用されている．

著者の工藤　崇氏は火山地質学や火山岩岩石

学をご専門とされるため，本章の執筆には大

変な御苦労があったと推察される．一方，氏

のご専門を活かして火砕流堆積面が記載され

ている．さらに，これまであまり取り上げら

れなかった地すべり地形も言及され，図示さ

れている．これは防災計画等にも役立つもの

と期待される．

上述のように，本地域での第三系の露出は

極めて限定的であるため，「第３章　新第三

系」の執筆も苦労されたと思われる．しかし，

丹念な調査により，地質図も破綻なく描かれ

ている．特に火山岩類を主体とするユニット

の記載は，著者のご専門である火山岩岩石学

的手法を活用して岩石記載表や全岩化学組成

を多用し，２つのユニットを新たに提唱して

いる．このように客観的データによりユニッ

トを定義する手法は，今後この地域を含めた

青森県東部の新第三系の調査において一つの

スタンダードになることが予感される．

「第４章　第四系」は，八甲田火山群およ

び十和田火山起源の火山噴出物の詳細な記載

は当然だが，段丘堆積物も単なる地形区分で

はなく，堆積物に関する精緻な記述がなされ

ている．地質図には表現されていない薄いテ

フラも表や柱状図を用いて，追認を可能にし

ている．この地域の段丘面には多数のテフラ

が載るが，本図幅はその最新の総括と言えよ

う．一方，位置づけが曖昧な「野辺地層」に

ついては，図幅地域内での分布が限られるこ

とから無理な細分をせず，抑制的な扱いをし

ているのは好感が持てる．

「第５章　地質構造」には，近年の主要起

震断層調査などの最新の成果も盛り込まれて

いる．第四紀の火山噴出物に広く覆われるた

め，第三系の構造に関する記述が少ないのは

致し方ないが，できれば図幅南西部の第三系

の構造について，著者の解釈を示して頂きた

かった．

「第６章　応用地質」はわずか１ページ強

の記述であるが，他の図幅でもこのような扱

青森県東部地域は，青森県中軸部の八甲田

火山群および十和田火山の東方に位置する．

そのため，これらの火山の噴出物が広域に分

布し，それらの層序，年代，化学組成などに

関する研究は数多くなされてきた．また，こ

の地域には海成および河成段丘が広く発達

し，それらは十和田火山の噴出物を多数載せ

るため，この地域は段丘発達史研究の格好の

フィールドであった．その一方で，これらの

火山噴出物に覆われる第三系や下部第四系は

露出が極めて断片的であり，本地域は網羅的

な地質図幅を作成するには不向きな地域であ

った．昨年発行された「八甲田山」を除き

「十和田」を囲む図幅が未発行なのは，その

傍証であろう．そのような困難を克服し，今

般地域地質研究報告（５万分の１地質図幅）

「十和田地域の地質」が刊行されたことにま

ずは敬意を表したい．

本書は「第１章　地形」，「第２章　地質概

説」，「第３章　新第三系」，「第４章　第四系」，

「第５章　地質構造」および「第６章　応用

地質」から構成される．上述のように本図幅

地域を含む上北地域には段丘地形が発達し，

これまでも多くの研究がなされてきた．第１

いが多く，この図幅での記述が特に短い訳で

はない．しかし，既に稼行の終了している鉱

床については項を起こして記述しているのだ

から，この地域で現在も採掘されている砂層

の使途にも言及して頂きたかった．

以上のように，本図幅は特に地形から地層

各説まで詳細な記述がなされている．最近の

図幅では専門の異なる複数の著者が分担して

執筆されるケースも多々ある中で，これを一

人で著わした著者の努力には頭が下がる思い

である．しかし，最後に２点ほど問題点を指

摘したい．

説明書に化石リストが豊富に引用されてい

る．しかし，そのほとんどに誤字等のケアレ

スミスが見られる．著者は古生物学を専門と

していないし，図幅には査読もあるそうなの

で，著者のみを責めることはできないのかも

知れない．しかし，地質調査総合センターに

は様々な専門家がおられるのだから，専門の

タクサのリストだけでもチェックする体制を

構築して頂きたい．

もう一つは地層名である．199 4年に

International Stratigraphic Guide, Second

Editionが刊行された．2001年には日本地質

学会によりその日本語訳が出版されたことか

ら，日本の地質学者の多くはこのGuideを支

持しているものと思われる．それによれば公

式な岩相層序単元の名称は地理的名称と層序

単元名あるいは岩相名から構成され，岩相名

では成因的用語は避けるべきとされている．

たとえば，本図幅で提唱された八甲田高峠火

砕流堆積物の「火砕流堆積物」は，成因的用

語ではないだろうか．本図幅をはじめ，近年

地質調査所－地質調査総合センターから出版

された地質図幅で提唱された地層名には，

Guideの勧告から逸脱していると思われる名

称が見受けられることがある．些末な問題か

も知れないが，５万分の１地質図幅は卒業研

究などでこれから地質調査を始める学生が最

初に目にする文献であることも多いと思われ

るので，これから地質調査を始める者の範と

なる地質図幅作りをお願いしたい．

（根本直樹）
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工藤　崇　著

産業技術総合研究所地質調査総合センタ

ー，2005年２月発行，A４判79ページ，

定価3,780円（税込）

地域地質研究報告（５万分の１
地質図幅）「十和田地域の地質」

新版地質図・
報告書類

第１作「大地の動きを知ろう―

地盤・活断層・地震災害―」，

第２作「大地のいたみを感じよ

う―地質汚染Geo-Pollutions」

に引き続きリーフレットシリー

ズ第３作「大地をめぐる水―水

環境と地質環境―」が発売になりました．

A２版裏表カラー印刷，ハンディータイプでさらにポスター

にもなります．

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

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

☆リーフレットシリーズ・3 好評発売中！！

『大地をめぐる水―水環境と地質環境―』
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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, 365, 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, 780, 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．



す．

・事前に二枚貝類（トリゴニア＝三角貝とも

いう），アンモナイト類，三葉虫類，海百

合類の実物化石からシリコーンにより型取

り作成された大・小の雌型を１人２－３個

（参加者の希望により選ばせる）づつ配布

する．

・実験テーブル上に用意した“水80cc入りブ

ラスチックコップ”に“紙コップ中の

100gの焼石膏”をパラパラと入れ，焼石

膏の沈澱をまって上澄を除き，割り箸でコ

ップの中心に線がひける程度（耳たぶのや

わらかさ）までまぜて，雌型に手際よく注

ぎ，約20分後に，石膏レプリカが割れない

ように注意深く取り出し，化石名記入のラ

ベルの入ったプラスチック袋に入れさせま

す．ラベルを伴ってこそ科学性がある．

・帰宅後レプリカを取り出して数日間の自然

乾燥を指示します．

語りかけ：石膏が固まるまでの20分間に，１．

はじめに：今年も「青少年のための科学の祭
典」全国大会が７月28日～８月２日までの６

日間，科学技術館で開かれました．全国大会

実行委員会・文部科学省・日本科学技術振興

財団・科学技術館の主催で，日本地質学会も

後援し，64,000人もの青少年が集まりました．

出展内容：われわれは７月28日～30日の３日

間，上記のテーマで参加し，午前９時30分か

ら午後４時50分の間，毎回10名，40分づつ毎

日10回，延べ300名の参加者を対照に行い，

今回も“レプリカを作りたい”親ごさんにも

参加可能としました．このことは“科学嫌

い・理科離れ”解消に貢献すると考えたから

です．今年で８年目を迎えましたが，毎年希

望者が多く，今年も毎回定時刻（１日のスケ

ジュール時間表は公表）に集まった希望者か

ら抽選する方法をとりました．この方法は公

平で，スムーズに進行することができると考

えるにいたりました．

実験内容：神戸は毎回実験の意義を解説しま

化石とは何か．２．示相化石と示準化石とは

何か．３．地質学の法則．４．レプリカとは

何か．５．自然保護．の小テーマについて，

補助教材（例えば，マンモスの毛，含昆虫こ

はく標本，縫合線の見られるアンモナイト，

フズリナの単体標本，オームガイの現生標本

など）をはじめ，化石図鑑，地質・古生物参

考書などを教示しながら，化石について語り

かけや問いかけをします（A４版１枚の解説

説明文を配布）．

学校をはなれた教育普及効果：わずかな時
間，それは一期一会といえると思うが，子供

達は勿論のこと，親ごさんも眼を輝かせて話

に耳を傾けます．実験を体験できた人達だけ

でなく，後で立ち乍らも話を聞けることにも

意義があります．教育とは子供たちだけでは

なく親ごさんにも与えられるものであり，共

に聞くことにより，家庭教育につながり，そ

こに計り知れない効果があると考えていま

す．われわれが教科書から抜け出して地質学

や古生物学の体験から語りかけたり，問いか

けたりすることこそ，理科教育の本質にふれ

るものであり，理科離れを解消し理科教育の

活性化につながるものであると確信していま

す．
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青少年のための科学の祭典2005全国大会出展報告（2005.7.28～30.）

「化石のレプリカ標本を作ってみよう！」

神戸信和（会員・元地質調査所地質標本館長）

平山大地（会員・早大）・坂本洋典（東大）・鵜川健也（東大）

大澤隆文（東大）・神保達矢（京大）・村上正憲（東京医歯大）

柳　洋介（東大）・渋谷大輝（東大）・神戸和子（石門心学会）

用した実験ボトルを用いました．エキジョッ

カーは宮地と兼子が作成したもので，三種類

の大きさの粒子をボトルに入れて，水で満た

してあります．よく振ってから机の上に静置

すると，分級によって粒子が分かれ，地層の

縞模様ができるようすを観察することができ

ます．さらに，これに振動を加えると，粒子

の層が液状化を起こし，噴砂が発生します．

エッキーは納口が作成したもので，中粒の砂

７月28日から30日までの３日間，千代田区

の北の丸公園内にある科学技術館において開

催された「青少年のための科学の祭典2005全

国大会」に，地質学会からの推薦を受けて

「地盤の液状化実験－ペットボトルで中越地

震の被害を再現－」というテーマで演示出展

をしました．

実験演示では「エキジョッカー」および

「エッキー」と名付けた，ペットボトルを利

と数本の頭の丸いマップピンがボトルに入っ

ており，やはり水で満たしてあります．これ

をよく振って静置し，砂が沈んでから振動を

与えると，砂が液状化を起こすとともに，隠

れていたマップピンが浮き上がってきます．

ほかにも地盤沈下や抜け上がり，ビルの転倒

も観察することができます．これらの実験ボ

トルの特徴は，不要品のペットボトルを利用

し，ボトルの中（閉鎖系）で実験が完結する

ため，短時間のうちに繰り返し再実験ができ

ることです．そのため，大地震の時に発生す

る地盤の液状化という現象を，多くの来場者

「地盤の液状化実験
ーペットボトルで中越地震の被害を再現－」

兼子尚知（産総研/地質情報研究部門）・加藤正明（長岡市立科学博物館）

宮地良典（産総研/地質情報研究部門）・納口恭明（防災科学技術研究所）



といった質問がつぎつぎととんできます．ま

た，液状化の発生メカニズムを熱心に聞いて

くる方も多くいました．

説明の後は，来場者自らがボトルを振って，

自分で振動を与えるように勧めます．地盤の

液状化によって起こる被害，それが発生する

原因を知ると，もう一度おこなう実験の見方

も変わってきます．実験から実際の現象を理

解しようとする気持ちが強くなるのでしょう

か．一般に，地震の振動による直接的な被害

に対して，液状化による被害や現象そのもの

の認知度は，相対的に低いと考えられます．

地盤の液状化現象は，そのほとんどが事後に

観察され，発生途中の場面を見ることは皆無

に近いのがその原因と思われます．エキジョ

にみていただくことができました．

色を付けた粒子が噴き上がるようすや，マ

ップピンがひょっこり浮き上がってくるこっ

けいな動きに，みている人たちは「わぁっ！」

とか「かわいいっ！」と歓声をあげて大喜び

します．しかし，大地震の際に地盤の液状化

が発生したら，さまざまな被害につながりま

す．ひととおりの実験をおこなった後，過去

に発生した液状化の写真をみせながら，実際

にはどのような災害となるかを説明します．

特に，昨年の新潟県中越地震は子どもたちの

記憶にも新しいので，その時の写真をくいい

るようにみつめます．すると，さきほどとは

うってかわって，みなさん真剣な表情にかわ

ります．「どんな場所が液状化の危険が大き

いのか」，「自分の住んでいる地域は大丈夫か」

ッカーやエッキーでは現象をリアルタイムに

観察することが可能ですから，液状化現象の

認知度を高めることに寄与できるのではない

かと考えています．

液状化現象の認知度を高めることはもちろ

ん重要ですが，科学の祭典では，砂が噴き上

がったり，ピンが浮いてくるようすをみせる

と，目を輝かせて自分でやってみようとする

子ども達が主役です．まずは実験をみせて驚

きと興味を呼び起こし，つぎには自分で試し

てみるという気持ちが湧いてきたらしめたも

のです．このような実験を体験することで，

子どもたちの科学への関心が高まることを願

ってやみません．
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るということに疑問を持ち，「不思議！どう

して砂が鳴るの？」と質問の波である．

小学生から専門家までにその原理を説明す

るには，言葉を選ばねばならなく「お茶碗を

洗剤でキレイに洗ったとき，指で擦ると「キ

ュッキュッ」と音がするでしょう．そのよう

なことが砂の表面で起こっているのです」と，

低学年やお母さん方には説明し，学生や専門

家には（話しをしていると専門家かどうか分

ってくる），「砂粒子の接触面でスティックス

リップ現象が起こっています」と説明した．

また，会場で体験してもらった砂は，鳴ら

なくなった場合の回復方法の説明文を添付し

て記念品として持ち帰ってもらい，家庭でも

実験・体験してもらうようにした．

次のコーナーは「水中鳴り砂」と名付けた

ものである．鳴り砂は人工的にも作ることが

でき，長時間かけて摩擦洗浄すると水中でも

鳴らすことができるようになる．そのように

して作成した高感度の鳴り砂を500ｍlのポリ

カーボネイトのビンに水と共に入れ，蓋をし，

横にして揺すると「ケロケロ」と音を発する．

「蛙が鳴いているみたい」と，だれでもが蛙

「青少年のための科学の祭典2005全国大会」

が７月28日から８月２日まで科学技術館で開

催され，われわれは30日までの前半３日間に

上記の演題で出展した．本出展に際しては，

地質学会の推薦をいただいた．

砂に急激な力を加えると「キュッキュッ」

ときれいな音を発する砂のことを鳴り砂と呼

んでいるが，まだまだその存在を知る人は少

ないようである．そのような砂は日本では海

岸砂浜にあり，汀線に近い乾いた砂浜を歩い

たり手のひらで擦ったりすると，鳴り砂の音

を体験することができる．

鳴り砂は，島根県邇摩郡仁摩町馬路の琴ヶ

浜のから採取した鳴り砂を50kgほど準備し

た．乾いた琴ヶ浜の鳴り砂を50gほどワイン

グラスに入れ，乳棒で突いて音を体験しても

らうコーナーを作った．強く突いて鳴らすと

その音は会場に鳴り大きく鳴り響き，集まっ

てきた人は目を丸くして驚いていた．更に人

が集まって，鳴り砂の音とワイングラスに伝

わる振動を体験することとなった．小学生か

ら高校生，学生，小中高の教員，一般の社会

人，地質専門家など，都会の人は始めての方

がほとんどが初体験の様子であった．砂が鳴

を思い浮かべていた．同様に３リットルの大

型容器に入れたものも体験してもらった．こ

ちらはウシガエルのようなもっと低い音を発

しており，容器の大きさによって発生する音

の違いも体験してもらった．

さらに，鳴り砂と普通の砂では何処が違う

のか，粒子の形状，大きさなどについて，鳴

り砂と普通の砂を実体顕微鏡で観察するコー

ナーを設けた．鳴り砂が普通の砂に比べて如

何にきれいで輝きがあるかがわかる．鳴り砂

が，汚れのない海浜にしか見られない，珍し

く貴重なものであることを知ってもらえたと

思っている．

今年で５年目の展示になるが，昨年までの

ようなコンピューターによる鳴り砂データベ

ースの展示はやめ，パネルによる全国鳴り砂

分布図のみで表示し，鳴り砂のメカニズムや

鳴り砂と普通の砂の違いなどを中心にした．

どんな地質に鳴り砂はできるのか，鳴り砂に

なるにはどんな条件が必要なのかなど質問

が，工学，地質，音響など専門分野からの質

問もあったけれど，音を聞き鳴り砂を体験す

るだけの幼い子供たちに，強い関心が生まれ，

更なる好奇心・探究心に燃えてくれると思わ

れた．

「鳴り砂のふしぎな音を聴こう」

志波靖麿（仁摩サンドミュージアム客員研究員：島根県）

宮田雄一郎・二宮　崇（山口大学理学部）
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著作権法27条は「著作者は，その著作物を翻訳し，編曲し，

若しくは変形し，又は脚色し，映画化し，その他翻案する権利

を専有する．」と定めています．譲渡同意書との関係では，翻

訳権と翻案権が問題となります．

翻訳とは，ある国語で記述された言語による著作物を，言語

体系の異なる他の言語に表現し直すことをいいます．日本語で

書かれた論文を英語に直したり，その逆も翻訳です．

翻案（同法２条１項11号，27条）とは，既存の著作物に依拠

し，かつ，その表現上の特徴の同一性を維持しつつ，具体的表

現に修正，増減，変更等を加えて，新たに思想又は感情を創作

的に表現することにより，これに接する者が既存の著作物の表

現上の特徴を直接感得することのできる別の著作物を創作する

行為をいいます．ダイジェストや要約を作ることが翻案に当た

りますが，単なる抄録や注解，図解等を加える程度では足りな

いと言われています．翻訳，翻案に該当する場合に，その創作

された翻訳や翻案は，２次著作物となります．

地質学会誌に投稿した論文は，学会に著作権が移転していま

すから，その後に自分の同じ論文を英語や他の言語に翻訳して，

海外の雑誌に投稿することは，学会に無断ですることはできま

せん．また，論文のダイジェストを作成して普及版として出す

ことも学会の許諾が必要となります．

他人にダイジェスト版を無断で作られてしまったという場合

に，翻案権侵害となるかどうかは，原著作物とそのダイジェス

ト版との類似性の有無を詳細に検討することが中心作業となり

ます．

この点は，学術論文において翻案かどうかを判断する場合に

ついては，小説の翻案と異なり，当該論文の中で一定の結論を

導くための具体例等として記述された個別の記述部分を取り上

げて，侵害の有無を検討すべき文書の記述部分と対比した上で，

当該記述内容を前後の文脈及び論文全体の論理展開の中に位置

づけ，分析の切り口，事実の提示，その評価，結論に至る論理

の運び等の総体としての創作性において，その表現形式上の本

質的な特徴をその文書が備えているかどうかを判断し，翻案し

た疑われる文書から原論文の著作物としての表現形式上の本質

的な特徴を直接感得することができるかどうかを検討する必要

があります（東京高裁平成13年３月28日判決参照）．

個別の記述内容それ自体を対比しても共通点が見いだせなか

ったり，共通点があっても，その論理展開上の位置づけが全く

異なっていたり，その論理展開がごくありふれたものとして学

術に属する著作物としての創作性を基礎づけるに足りない場合

には，表現形式上の本質的な特徴を直接感得することはできな

いと判断されます．

学会の許諾を得て，翻訳，翻案が作成された場合，その２次

著作物の著者もその２次的著作物に対して著作権を持ちます．

そして，この２次著作物を第３者が複製しようとする場合には，

２次著作物の著作者の許諾だけでなく，原著作物の著作権を有

する学会の許諾も必要になります．

ジオロジストのための

法律メモ

弁護士　高木宏行
（キーストーン法律事務所）
日本地質学会顧問

第二東京弁護士会所属
現在　東京弁護士会・第二東京弁護士会合
同図書館嘱託，（財）日弁連交通事故相談
センター東京支部　副委員長

弁護士　高木宏行

著作権譲渡等同意書の解説（11）

学会ホームページに，
会員の伝言板が出来ました．

会員間の情報交換の伝言板・掲示板としてご活用いただけるよう，
新しいコーナーを設けました．このコーナーでは地質に関するアナ
ウンスを募集しています．古い書籍を譲ります．○△□の地質勉強
会に参加しませんか．・・・etc
掲載希望の方は journal@geosociety.jp まで．

注：インターネット委員会がふさわしくないと判断したものは掲載
されない場合がありますので，あらかじめご了解下さい．

（インターネット委員会）



日本学術会議地質学研究連絡委員会地質年代小委員会は国際地質

学連合（IUGS）地質年代学委員会（CG）に対応する国内組織とし

て松本達郎が1964年に組織化した（板谷，2005：地質ニュース８月

号）．初代委員長の松本達郎の後は柴田　賢，山口　勝，兼岡一郎

に引き継がれ，2004年から板谷徹丸が受け継いだ．その時日本学術

会議改編の法案が衆議院，参議院を通り，2005年 10月より新体制

になることが決まっていた．新体制下では本小委員会継続の保証が

ない．そこで新しい学術会議においても年代学の重要性を説き本小

委員会を存続かつ発展的に継続させるように働きかける目的でこれ

までの本小委員会を総括し将来の展望をまとめる決意をした．先ず

本小委員会の発足の経緯と活動内容を調べその概略を地質ニュース

8月号に掲載した．その過程でこれまでの小委員会の性格が明らか

になり，さらに今後どうするべきか方向性も見えてきた．ここで地

質年代小委員会の過去40年間の総括と今後の展望を記し，地質年代

委員会の存続についてご協力とご支援をさらに希う次第である．

過去40年間の総括

国際地質学連合（IUGS）の下部組織としてスタートした地質年

代学委員会（CG）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”ことを使命とした．この文章は松本（1967b）か

ら引いたものである．ニュース誌８月号に記したCGの正式名称は

冗長であるがその名称の後半に上記の松本の表現内容を示す部分が

ある．CGが新設された時代は独自に発展してきた放射年代測定学

研究分野があった．それを地質層序学研究グループが取り入れ顕生

時代の年代尺度（Timescale）を作成する強い意志を持ったことが

きっかけである．地質系統は層序学的方法で決定される．層序学的

区分の最小単位は一枚の地層であるが汎世界的な堆積区など存在し

ない．従って，地域的な堆積区間の対比や国際対比に有効な一つの

指標として化石帯がある．一つの化石帯は一定の地質時代を代表し

ていると考えて地層の時代的区分をすることが化石層序学的方法で

ある．そこに放射年代値を入れるには化石層序区分された地層に挟

まれた火山性堆積物（溶岩，火砕流，火山灰など）の年代測定が最

良である．日本列島のように海洋プレートの沈み込みに関連する火

山活動が活発な地帯であればその様な関係はよく見られるがそうで

ない地域では地層に貫入する花崗岩類の年代測定をせざるを得な

い．当然ながら花崗岩類の放射年代は冷却年代なので自ずと年代尺

度には不確定性が生じる．松本（1967b）にある“化石層序学資料

と放射年代資料とをよく調整する”の意はここにある．それでも先

人は大変な努力をして顕生時代の年代尺度を作成しさらにより正し

く較正してきている．委員会の活動内容には標準試料問題や壊変定

数問題の取り扱いがあるがそれはあくまでも年代尺度の精度を向上

させる目的でのことである．このようにCGは層序学研究グループ

の立場から活動内容が規定されていた．IUGSの傘下に入った国際

層序学委員会（ICS）がCGを取り込み小委員会（SOG）としたのも

理解できる．1970年以降SOGとして活動しているが2002年に解散す

るまで年代尺度の較正に努力をしてきている．SOGが何故解散する

に至ったかは本ニュース誌９月号（兼岡，2005）に詳しい．CGか

らSOGを経ての約40年間には学問としての年代学は様々に発展し，

研究者の広がりも多岐にわたってきた．G. S. OdinがSOGの委員長

になってから，SOGが対象とする分野をSt r a t i g r a ph i c a l

geochronologyとGeneral geochronologyに分けたらしい．前者は

ICSに対応する分野であることは明らかであるが，後者は多岐に渡

る年代学を取り扱う分野を指すのであろう．ICS傘下にあるSOGの

立場を機械的に見るとICS執行部として後者は余分なものと映って

しまうであろう．その時点で40年前のIUGS傘下の初期CGの位置に

戻る働きかけをしておればその後のSOG執行部とICS執行部の確執

は生じることなく国際的な年代委員会がそのまま存続していたかも

知れない．

国内の小委員会の初代委員長は層序学研究者であるが以降の委員

長は必ずしも層序学出身者ではなくむしろ層序学以外の分野（岩石

学，地球化学，地球物理学など）から年代学に携わった研究者であ

る．それでもCGやSOGが規定した活動内容に沿って国際組織への

協力体制を基本とした対応をしてきた（ニュース誌８月号）．一方

でSOGが対象としてこなかった第四紀関連の年代測定法（炭素14，

ESR, TL）についても取り扱ってきた．その意味で独自性の強い体

制を併せ持ってきた．現在の小委員会ではそれまでの委員数より大

幅に増やし18名とした．その内訳はK-Ar（Ar-Ar）（３名），TIMS

（２名），SIMS（２名），FT（１名），炭素14（１名）EPMA（１名），

放射線損傷（２名），古地磁気（１名），希ガス（１名），層序（２

名），地理（１名），学術会議会員（１名）である．そこには単に年

代尺度に興味を集中させているわけでなく多岐に渡る分野をカバー

しようとする意志があった．このように国内の小委員会は国際組織

であるSOGより広範な領域をカバーする体制をとっていた．しかし

ながらそれでも多岐に渡る年代学をカバーし切れていない．それは

本小委員会が地質学研究連絡委員会の下部組織であるというしがら

みが原因かも知れない．

時代の要請に従い今日では地球惑星科学の一分野としての年代学

という枠組みが必要かつ重要となっている．例えば全く地質学とは

かけ離れた分野での年代学的研究として，半減期の短い消滅核種を

用いた初期太陽系の年代学がある．それは始原的な隕石を用いた研

究である．一方で地質科学によく用いられる年代測定手法を隕石や

月の岩石に適用した惑星年代学分野もある．また隕石を用いた年代

学的研究では宇宙線照射年代や落下年代がある．これらの課題に対

して数名の研究者が委員に加わっているが十分とは言えない．絶え

ず大気圏で生成されている短寿命核種トリチウムを用いた地下水系

年代学や深層海流域年代学などもある．年代測定と関連した熱年代

学分野では深成岩・変成岩類の冷却年代が注目される．FT法の発

達により大きく前進しているが，例えば放射年代系における閉止温

度の理論解析には未だ多くの問題がある．このような年代学の基本

となる重要な問題が国際的組織で重要な懸案として取り扱われてい

ないことの方が問題と言える．

今後の展望

国際組織としての地質年代委員会（CG，SOG）は地質系統の年

代尺度作成に重きを置いた活動を中心にしてきた．これまでの国内

組織としての地質年代小委員会も基本的にはCG，SOGの活動内容

をサポートするに留まっていた．化石層序学を基礎とした年代尺度

作成には多細胞動植物の出現以降の生物相の多様性と広域性が定着

してからでないと効果がない．46億年の歴史を持つ地球史の大部分

は単細胞生物の時代でありその化石の産出は非常に限られているの

で化石層序学的手法は扱えない．そこで，先カンブリア時代の年代

尺度作りには造山帯の事件史的尺度作成に向かっていた（松本，

1967a）．例えば，カナダ盾状地の岩石類をK-Ar法で年代測定し，

Kenoran（25億年前後），Hudsonian（18億年前後），Elsonian（13

億年前後），Grenville（10億年前後）変動と名付けて時代区分を行

った．この種の手法を広域的に実施しGrenville変動に対応する

SvecoNorwegianがスカンジナビア半島にあること，全長1500-

2 0 0 0km幅10 - 5 0mにおよぶ岩脈群が一気に吹き出したこと

（McKenzie event）などが判明した．またSuperior Provinceにある

greenstoneの噴出量を考えた場合，地球的規模の変動を引き起こし

た可能性がある．これらの区分はさらに構造的に細分化されてきて

いるが，大きな地質区分は変わっていない．その意味で変動帯の年

代学を駆使した区分は初期的に非常に有効な方法であった．しかし

ながらそれ以降の大きな発展がなかった．この種の変動自体は一般
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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（２）

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



的に汎世界的な事件とは限らないからである．各地でそのような区

分けを実施したが事例が増えるだけで何ら本質的な問題が解けてい

ない．地質学・岩石学研究者は個々の変動帯の本質を知りたいため

に様々な問題解決に向かって研究している. しかし地球史的年代尺

度としては汎地球的な普遍性がなければならない. 

地球型惑星はマグマオーシャンとして誕生しその後の冷却過程を

経て，個々の惑星によってそれぞれ独自の道を歩んできている．そ

の過程で汎地球的事件は何度も起きていることが明らかになってい

る．地球における事件を課題としてあげれば１）何時雨が降り原始

海洋が誕生したか？　２）原始海洋で何時原始生命が誕生したか？

３）原始大気成分はどのように変遷していったか？　４）地球磁場

強度の変化は何時起こったか？　５）プレートテクトニクスの始ま

りはいつか？　６）多細胞生物の出現はいつか？　７）初めての超

大陸は何時誕生したか？　８）海水のマントルへの逆流はいつ開始

したか？　９）顕生時代の生物大絶滅事件の正確な年代　10）人類

誕生はいつか？などである．どれも第一級の研究対象事件であり，

とても年代学研究者だけでは対応し切れないがその時刻を押さえる

目的では年代学研究者が積極的に関わるべき問題である．また，解

決しなければならない課題でもある．地球史を正確に把握すること

で他の地球型惑星である水星，金星，火星の冷却史に制約条件を与

え，また，惑星探査の基礎データとなるであろう．

地球史を精確に把握することは地球の未来予測にも繋がる．プレ

ート運動を精確に把握することは巨大地震のサイクル,未来の大陸

分布を予測可能にする．マントルへの海水逆流のメカニズムの研究

は将来の海洋消滅時期を予測するであろう．もっと身近な現象とし

ては第四紀の氷河期の繰り返しである．正確な地表温度の変化パタ

ーンを把握し，次回の氷河時代を予測するなどである．次回の氷河

期到来は人類にとって脅威である．様々な社会問題としての脅威も

あるが，地球そのものの自然現象の脅威の把握も重要となる．さら

に身近な問題としてはヒマラヤやチベットが何時どのように隆起し

てきたかである．その隆起は東アフリカで誕生した人類が世界に拡

散していく過程で何らかの影響を与えていると考えられるからであ

る．その隆起はまたアジアモンスーンの変遷に影響を与えているこ

とも確かである．その変遷を時代的に押さえることは今後のアジア

人の将来問題に重要な知識を与える．

このように様々な地質学的事件・事象の年代学はますます重要性

を増していると判断される．実際に地質学分野で年代学の重要性を

示す客観的指標について委員の協力で調査を試みた．Georef検索シ

ステムを使ってキーワード検索をかけた結果を以下に示す．

条件

検索日：2005年６月17日

ディスク：1985年－2005年５月

対象：要旨などを含む全論文

入力語と該当件数

age 75818，rock 72727，sediment 50567，fossil 28960

rock and age 6867，sediment and age 4521，fossil and age 3584

事実と解釈

age（年代）の該当件数が他の重要な地質用語（rock, sediment,

fossil）に比べて多い．上記地質用語に代表される各分野において，

age（年代）を用いる該当件数が約１割あること．従って，客観的

にみて年代情報が重要なファクターとなっている．

新年代学委員会の役割と提案

地球惑星科学には歴史科学としての側面があり年代学は必要不可

欠な研究分野である．地球惑星科学上のあらゆる事象・事件などに

ついてその絶対年代数値を与えるために世界で行われているこの種

の研究活動を把握し整理統合していくことが年代学委員会の使命で

あると考えている．また，新しく発見されるなどして緊急に実施す

べき特定の事象・事件の年代測定及び必要な年代測定手法開発に対

しては国際的なワーキング・グループ（WG）を組織し対応してい

くべきとも考えている．精確な絶対年代を提出するにはより精確な

壊変定数の検討も必要であることは言うまでもない．現段階では国

際的な年代学委員会は存在しないので国内の委員会を存続させ国際

的な組織作りを中心となって働きかけていく必要がある．その様な

国内委員会には多岐に渡る年代測定学に精通した研究者及び年代ユ

ーザーが委員に加わるべきであろう．委員は絶えず互いに連絡する

情報交換システムを確立し意見の交換を行うことが必要である．情

報交換システムの窓口として当面は岡山理科大学自然科学研究所が

中心となって申請し採択された私立大学高度化推進事業オープン・

リサーチ・センター（地球型惑星の物質科学と歴史探究：平成17年

４月～平成22年３月）を考える．年代学の重要性を示す客観的指標

を確立するために上記のような調査はいろいろな場面で今後実施す

る必要があろう．そのような窓口としての利用も考えられる．
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SOG（Subcommission on Geochronology）と
地質年代小委員会

兼岡一郎
元IUGS-SOG， Vice-chairman

日本学術会議地質学研究連絡委員会，
地質年代小委員会・前委員長

地質年代小委員会は，板谷氏（2005：地質ニュース誌８月号）の

解説にあるとおり，国際地質学連合（IUGS: International Union of

Geological Sciences）の下部組織である国際地質年代学委員会

（CG: Commission on Geochronology）に対する国内対応組織とし

て，日本学術会議の中に地質年代委員会（National Committee of

Geochronology）が組織され1965年に第１回会合が開催されたが，

それを引き継いでいる．その後，CGはIUGS傘下の国際層位学委員

会（ICS: International Commission on Stratigraphy）の

subcommissionに組み入れられ，1970年代以降はSubcommission

on Geochronology（SOG）として活動してきた．一方，地質年代

委員会は地質学研究連絡委員会に属する小委員会となり，３年毎の

学術会議会員改選に合わせて新たに組織される地質学研究連絡委員

会を通じて第４部会にその設置の継続申請を行い，その承認を受け

て現在まで存続してきた．しかしSOGは2002年６月に消滅し，日本

学術会議も2005年10月から全く新しい形態で運営されることにな

り，地質年代小委員会存続の保証は得られていない．このような状

況を踏まえ，数年前まで地質年代小委員会委員長を務め，1989年以

来SOGにおける日本代表としてのvoting memberを，また1996年か

らSOGが解散する時点まではvice-chairmanを務めた立場から，私

の在任期間中におけるSOGの活動と地質年代小委員会との関連や

SOGが解散した前後の状況の一端を紹介し，それらの組織の必要性

を強調したい．

1989年以降のSOGの活動と地質年代小委員会

私が地質年代小委員会の委員長を山口勝氏（九大）から引き継い

だのは1988年である．それまで地質年代小委員会委員長がSOGにお

けるわが国の代表委員としてのvoting memberを引き継ぐのが慣例

となっており，私もそのような立場でSOGのvoting memberを務め

ることになった．当時，SOGのchairmanは英国のDr. N. J. Snelling

であった．しかし1988年Parisで開催された第28回国際地質会議

（IGC: International Geological Congress）の際に行われたICSの委



員会で，新しいSOGの執行部としてProf. G. S. Odin（chairman,

Univ. Paris VI），Prof. H. J. Lippolt（vice-chairman, Univ.

Heidelberg），Prof. A. J. Hurford（secretary, Univ. College,

London）が承認され，1989年から1995年まではその体制で運営さ

れた．OdinはそれまでもIGCP Project 196“Calibration of the

Phanerozoic Timescale”のプロジェクトリーダーを務めてきてお

り，1982年に編者として出版した“Numerical Dating in

Stratigraphy”によって，その精力的な活動は多くの研究者に知ら

れていた．

OdinはSOGの重点活動項目として，１．顕生代の年代表の較正，

２．年代測定用標準試料，３．フィッション・トラック年代測定，

４．年代結果の表示法，５．年代測定法の信頼性，を掲げてそれぞ

れワーキング・グループ（WG）をつくり，voting memberはいず

れかのWGに属し，WGのリーダーはvoting memberから選ばれる

とした．またSOG自体の対象分野を，s t r a t i g r a p h i c a l

geochronologyとgeneral geochronologyの両者においた．上記の重

点項目はその後一部追加・再編されたが，主要項目は変わっていな

い．1989年の時点で執行部以外のvoting memberは８人で，その他

の課題を担当あるいは情報交換のために10数人のcorresponding

memberがおかれた．Voting memberに対しては，さらに各出身国

における年代学に関する活動の年次報告をまとめることが要請され

た．地質年代小委員会は，それに応える形で毎年わが国における上

記の各項目の活動の要約とわが国の研究者による年代学関係の発表

論文リストをまとめて，“Recent activities of geochronological

studies in Japan”を作成した．これはOdinが毎年ICSへ提出する

SOGの活動報告の一部として利用され，国内では年代測定に関連す

る固体地球科学関係の研究連絡委員会委員等に配布することによっ

て，地質年代小委員会の存在をアピールすることに役立てられた．

SOGの活動報告はWGの活動報告，地質年代の年代数値確定のため

に行われた年代測定結果，放射性核種の壊変定数に関する問題，標

準試料，年代に関係した国際会議やシンポジウム・ワークショップ

などの情報や報告などきわめて多彩な内容を含み，50から70ページ

にも及んだ．それは，Odin自身がほとんど独力で編集・発行を行

っていた．

ICS傘下の各subcommissionの執行部は，４年毎に行われるIGC

の際に開催されるICSの委員会で承認される必要がある．Odinから，

1996年度からは私がLippoltの後を継いでvice-chairmanに就任する

ようにとの招請を受け，主としてgeneral geochronologyに関する

方面に関与するという条件をつけてそれを引き受けた．その期では，

Odin自身がsecretaryを兼務するという形になった．一方，

Mioceneにおける年代層序の国際比較という観点から，それに関連

した高橋雅紀氏（産総研）を中心とするわが国の活動にOdinは大

きな関心を寄せ，国際共同研究などを通じてSOGの活動のひとつと

してOdin自身が深く関与する課題となった．そうした経緯を通じ

て高橋氏は1996年からcorresponding memberに，さらに2000年か

らは日本のMioceneの層位に関する研究のWGのリーダーとして

voting memberに加えられた．

1992年，京都で開催された第29回IGCでは，地質年代小委員会委

員が中心となり，SOGのmemberの協力を得て４つの年代学関連の

シンポジウムを実施した．このようにSOGの活動に対してわが国も

多くの貢献をしてきたが，以下のような経緯でSOGは2002年６月に

ICS内のsubcommissionとしては消滅することになった．

IUGS-SOG解散の経緯

SOGの解散案が具体的な問題として表面化したのは，2000年度か

らIUGSやICSの執行部が新しくなり，同年夏Rio de Janeiroで開催

された第31回IGCの際に行われたIUGS執行部の会議で，ICSの

subcommission数が多過ぎるので減らすことを検討するようにとの

勧告を受けて以後のことである．ICSはテーマや地質年代ごとに

subcommissionを設置し，その総数は15を超えていた．ICSの新執

行部である Prof. F. Gradstein（chairman: Univ. Oslo）らは，勧告

を受けてsubcommissionの再編などを含んだICSの新規約を提案し，

2001年６月に各subcommissionのchairmanなどにそれを送って意見

を求めた．新規約では，活動度が低い，あるいは当初の目的を達成

したsubcommissionは解散することとした．またICS執行部が要請

した活動報告の提出やその他の件に関してきちんと応じていない

subcommissionに対しても，解散の対象となるとした．その上で再

編されたICS傘下のsubcommissionを提案し，そこでSOGが解散の

対象となっていたのである．しかし少なくとも上記の理由では，

SOGを解散の対象とすることは困難だったはずである．2000年度の

活動報告の提出がなかったということも当初解散の理由のひとつと

して挙げられていたようだが，これは当時Odinがほかの編集業務

の締め切りに追われてSOG活動報告の提出が遅れたためで，実際に

は１ヶ月遅れで活動報告を提出したということを当人から聞いた．

また新しい年代測定法などに関係したmemberがいないことが不十

分とされていたが，これに対してはOdinが適切に対応する旨回答

をしていた．

最大の問題点は，OdinがSOGのchairmanとして長期にわたって

務めていたことにあったようだ．Subcommissionのchairmanの任

期は各IGC開催の間の４年を１期の在任期間とし，原則として２期

８年間までは務められるとしている．しかし彼の場合には，

chairmanとしてほかに代わる適当な人がいなかったという理由も

あって，3期目についてはそのまま承認されてきた．私が条件をつ

けてvice-chairmanを引き受けたのは，その時期にあたる．しかし

2000年度から新たな４年間のSOGのchairmanについては，彼もそ

の１年ほど前から後任者を探すことを模索してきた．最初はvice-

chairmanである私を次期のchairmanとして推薦したいという，彼

からの申し出があった．しかし私自身はs t r a t i g r a p h i c a l

geochronologyに関しては専門外であり，ICS傘下のSOGとしては

それに深く関与せざるを得ない状況ではその任を果たすことができ

ないという理由で，その申し出を断った．その後彼はいろいろな可

能性を探ったようだが，結局後任者を探すことはできなかった．そ

のため，そのような理由をつけて2000年度から2004年までのSOGの

役員としては，chairman，vice-chairmanはそのままとし，voting

member，corresponding memberの一部を変更した役員構成案を

ICSのsecretaryに提出した．2000年３月末の時点の前ICS執行部に

おいては，その案がそのまま受け入れられるようにも思われた．し

かし2000年夏以降における新しい展開が，SOGそのものを解散させ

るまでに状況を変えてしまった．

SOGそのものをICSの中のsubcommissionとして解散するという

ICS新執行部の提案に対しては，IUGS執行部からも再考を促す意見

が寄せられていた．しかしICS執行部は，SOGとしての役割をなく

すわけではなく，年代数値を与える年代測定の役割はそれぞれの地

質年代に相当するsubcommissionで行い，現在のSOGのmemberが

それぞれ適当なsubcommissionにはいれば従来通りの役割を果たす

ことができるとして，IUGS執行部からの要請を受け入れなかった．

このような体制では，壊変定数や年代標準試料などの検討を行う場

は当然失われることになる．一方で2000年から2004年の期間を区切

って，IUGSの中に Dr. P.R.Renne（Berkeley Geochronology

Center），Prof. I. Villa（Univ. Bern）をリーダーとする放射性核種

の壊変定数の検討を行うWGがつくられた．しかしこのようなWG

は，本来SOG内に設置されるべきものである．実際，年代学分野に

おける目覚しい成功例としてよく挙げられる，放射年代測定に用い

る放射性核種の統一された壊変定数の使用は，SOGからの勧告とし

て行われたものである（Steiger and Jaeger，1977）．Renneらは，

現在年代測定に用いられている40Kの壊変定数が物理学などで用い

られているものと差があり，それを含めた壊変定数を再検討する

WGの設置をOdinに要請したが，Odinはその必要がないとして設置

することをしなかった．そのことに不満を抱いたRenneらがIUGS

執行部にWGの設置を申請し，それが承認されて非常に複雑な状況

をつくりだしたようである．このような事態になる前，私はOdin

からSOG内に壊変定数に関したWGを設置することに対して意見を
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問われ，私としてはWGをもった方がよいという意見を述べた．し

かし，結果としてそれは実現されなかった．

こうしたOdinのSOGの運営に対しては，年代測定関係者からも

時折不協和音が聞かれることがあった．1992年の京都での第29回

IGC，1994年Berkeleyで行われた第８回ICOG（国際地質年代学・

宇宙年代学・同位体地学会議）などにおけるSOGの集会では，主と

してアメリカ合衆国からの研究者から厳しい質問がでて，彼が怒っ

て途中で席を外してしまうことがあったほどである．その際には，

member選任の基準やSOGの運営が問題にされたような記憶があ

る．SOGはこれまでヨーロッパの研究者が主導的な役割を果たして

きており，執行部にはアメリカ人は入っていなかった．一方，ICS

新執行部の４人のうち３人はアメリカ人が占め，chairmanである

Gradsteinにしてもアメリカをベースとして研究してきているとい

うことで，Odinとしてはそうした背景もSOG解散の件に関連があ

ると感じていたようだ．

このような状況下で，2002年６月，イタリア，Urbinoで開催さ

れたICSの委員会で新規約が承認され，その時点でSOGは正式に解

散となった．その委員会には，Odinは出席しなかったとのことで

ある．

その後の年代関連国際組織立ち上げの試みと地質年代小委員会

SOGが解散したことは，年代学分野を総合的に扱う国際組織が全

くなくなったことを意味しており，年代学分野に携わる研究者にと

っては極めて重大な問題である．今回の事態に至った大きな原因の

ひとつとしては，本来ICS傘下のSOGの枠内ではおさまりきれなく

なった年代学分野を，なおそのままの形態でSOGの活動として行お

うとしてきたことに無理があったと，個人的には考えている．現在

の I C S執行部は，年代学としての活動をs t r a t i g r a p h i c

geochronologyの枠内におさめようとし，年代数値を与えるための

道具としてしか年代学への役割を与えていないようにみえる．しか

し現在の学問としての年代学ははるかに広い分野にまたがり，

general geochronologyとしてのさまざまな発展と研究者の広がり

を有している．そうした状況下でのSOGのchairmanとしては，

Odinは非常に頑張ったとも言えよう．一方，strat igraphic

geochronologyを主としたSOGをICS執行部から要請されるような

状況では，彼の後を継いでそのchairmanを引き受け，彼と同程度

のSOGとしての活動を維持しようとする意欲をもつ人が現れなかっ

たというのも止むを得なかったかもしれない．またSOGがICS傘下

のsubcommissionであるということから，現在geochronologyの分

野で活躍している人々をSOGのmemberとしては必ずしもきちんと

カバーしきれているとは言えず，中途半端な状態であったことも否

めない．

SOGの存続がICSの内部では困難であることが明らかになってき

た2002年になると，Odinはそれに代わる新しい方策を検討し始め

た．私も意見を求められたので，むしろIUGSの中で年代学全体を

カバーするようなCommission on Geochronologyを実現させる方向

に向かうことを勧めた．彼はSOGの旧chairmanやmemberにも質問

表を送って意見を求めたが，やはり年代学自体の国際組織がなくな

ることに対しての危惧を抱く研究者は多く，独立したcommission

の設立を求める声が少なくなかった．それを受けてOdinはIUGS執

行部の人たちにもその希望を伝えたが，新しいcommissionを立ち

上げるためにはそれに応じた多方面からの要望や実績などが必要

で，時間のかかることを知らされた．私自身も，当時IUGSのvice-

presidentであった佐藤　正氏に事情を記したメールを送り，そう

した際における協力をお願いした．佐藤氏からは好意的な返答をい

ただいたが，肝心のcommissionを立ち上げるための具体的な体制

が整わないまま，現在に至っている．この件について，Odinはこ

れまでの状況への対応で疲れ果てて，新しいcommissionの体制造

りまで長期間にわたって関与する意欲はもてないと言明していた．

また私自身としても，当時は東京大学での定年を２年後に控えてい

たこともあり，いくつかの理由から私自身がそうした体制造りに関

与することは困難であることを認識していた．そのため，SOG解散

後IUGSの中で年代学関係の組織として唯一残っていた壊変定数を

検討するWGの２人のリーダーのうちの１人であるIgor Villaと，

2002年８月，スイスのDavosで行われたGoldschmidt Conferenceの

際にこの件について話し合った．その際，私は周囲の状況を話した

上で，彼の関与しているWGを土台としてさらに年代学関係の

commissionを立ち上げる努力をしてくれるよう，彼に働きかけて

みた．しかし彼はそのような組織の必要性は認めたものの，彼が中

心となってそうした努力をすることにはやや腰が引けた感じを受け

た．結局2004年のIGCをもって，そのWGは放射年代測定に用いる

放射性核種の壊変定数に対して新しい統一的な値を勧告するまでに

至らず，その活動を終了した．このようにして，現時点ではSOGが

果たした役割を担う国際組織は存在していない．しかし，年代学分

野として独立した何らかの国際組織の必要性は言うまでもない．そ

のような組織を再び設立するためには，各国からの強い要望とそれ

を取りまとめて新しい体制をつくるための粘り強い努力が必要であ

り，それらに対するわが国の研究者たちの貢献がおおいに期待され

る．

そのためには，まず国内の組織としての地質年代小委員会の存続

が必要不可欠となる．地質年代小委員会は，その組織や検討対象な

どはSOGというよりもむしろ将来設置されるべきCommission on

Geochronologyの内容を先取りしており，それらをきちんと維持・

発展させていけば，さらにそれを土台として国際組織としての

Commission on Geochronologyの設立のために貢献していくことが

可能となろう．わが国の研究者がこうした視点に立って，新たな年

代学関連の国際組織の設立に是非とも関与・貢献して欲しいと強く

願うものである．
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■日本学術会議の新しい体制の在り方に関する懇談会（報告）

７月13日（水）に第10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，「日本学術会議の新しい体制の在り

方～新体制の円滑な発足のための提案～（案）」について議論さ

れ，最終報告書として取りまとめられました．

懇談会の資料等は，日本学術会議ホームページをご覧ください．

【問い合わせ先】

日本学術会議事

務局企画課（総

括担当）

Tel:03-3403-1250，

houan@scj.go.jp

日本
学術会議
ニュース
＜平成17年8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



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）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フ

ァックスにてお知らせ下さい．

申し込み先：産業技術総合研究所 地質標本館

担当：谷田部（Tel:029-861-3845）

E-mail：gm-junken@m.aist.go.jp

Fax：029-861-3569

締切：10月５日（水）締切が間近です．大至急お申し込みください．

シンポジウム
「地球から読み取る未来
－かけがえのない地質遺産からみえもの－」
の開催のお知らせ

関東支部では下記の要領にてシンポジウムを開催いたします．変

動帯に位置するわが国は，多様な地学現象の記録が大地に残されて

います．これらの記録は地球の歴史を正しく理解する上でも，人類

の未来を考える上でも貴重な資料です．今シンポジウムでは，これ

らの記録を“地質遺産”と位置づけ，現在国際的に展開されつつあ

るジオパーク運動の紹介を含め，開発とのからみや観光資源，地質

学の普及・発展への活用などについて考えて行きたいと思います．

多数の皆様の参加をお待ちしております．

日時　10月16日（日）13：00～17：00

場所　国立科学博物館 上野本館講堂（JR上野駅下車 徒歩約５分）

対象　学会員および一般の方

参加費無料（事前申し込み不要）

講演者及び演題（各50分）

・岩松　暉（地質情報整備・活用機構）

次世代のために地質遺産を守る

―日本のジオパークのとりくみ―（仮題）

・高橋正樹（日本大学）

観光資源としての地質遺産（富士・箱根地域を例に）

・府川宗雄（元都立千歳高等学校）

地学教育からみた地質遺産

・平田大二（神奈川県博）

“地質遺産”博物館における普及活動（仮題）

※各演者による講演終了後に総合討議の時間をとる予定です．

問合せ先：関東支部幹事　笠間友博（神奈川県博）

E-mail：kasama@nh.kanagawa-museum.jp
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支部コーナー

☆関東支部
案内

待望！！
学会オリジナルフィールドノートが
出来ました．

サイズ：12×19cm．ハードカバー，ビニールレザー加工，金箔押し．

カラー：チョコレートブラウン．

用紙は野外調査に最適な，雨に濡れても丈夫な高級紙・レインガー

ドを使用しています．是非ご活用下さい．

ご購入を希望の方は，学会事務局まで． 会員頒価　500円／冊．



＜背景と参加目的＞

近年，水深1000mに達する深海環境に，数多くのサンゴにより作

られた炭酸塩マウンドが発見されています．これら深海サンゴ礁と

も呼ぶべき炭酸塩マウンドの研究は，ヨーロッパ諸国を中心に盛ん

に行われており，海底での堆積物や生態系についての研究成果が多

数報告されているのが現状です．しかし，深海サンゴ礁の成立時期

や条件については，良く理解されておらず，掘削調査による地質学

的検討が必要であるとされていました．そこで，IODP（Integrated

Ocean Drilling Program; 統合国際深海掘削計画）は，Exp.307の調

査対象として，アイルランド沖のポーキュパイン海盆の深海サンゴ

礁（チャレンジャーマウンドと呼ばれる）を2005年４～５月に３週

間にわたり掘削することになりました．

ポーキュパイン海盆は，北東大西洋陸棚縁辺，アイルランドの西

南沖約100kmに位置しています．南北方向の長さ約150km，東西方

向の幅は約100kmと広範囲で，水深600～900mの海底に2000体にも

及ぶ，深海サンゴ礁が発達しています．チャレンジャーマウンドは

その１つであり，水深約800mに発達した，幅１km，厚さ150mの

堆積物です．深海サンゴ礁は，水深約800m付近に分布しています．

チャレンジャーマウンドを含めた深海サンゴ礁は，主に冷水サンゴ

であるLopheria pertusaで構成されていると考えられています．こ

の種は，冷水サンゴの中で最も一般的な種であり，動物プランクト

ンを食べ，硬い底質を好みます．そこで，深海サンゴ礁の成立には

海洋学的条件とともに，メタン湧水と関連した微生物鉱化作用が重

要であると予想されていました．さらに，L. pertusaは成長速度が

２cm/年に達するこものあるので，高解像度で深海での環境変化を

知る重要な手がかりを提供すると期待されています．また，深海サ

ンゴ礁は，サンゴは熱帯～亜熱帯に生息するという常識を覆し，地

質時代における類似した堆積体のアナログなる可能性があり，とて

も興味深い研究対象です．

私の本来の研究テーマは，温泉性炭酸塩堆積物（トラバーチン）

であり，深海サンゴ礁とは直接的に関係しません．しかし，トラバ

ーチン形成に重要に関係する微生物鉱化作用は，今回の調査で見ら

れると期待されるので，Exp.307に参加することになりました．

＜調査内容について＞

今回の調査に使用された掘削船は，Joides Resolution号でした．

乗船研究員は総勢29名で，大きく６つのグループに分かれます．1）

Sedimentologist ― 主に堆積物の岩相の記載・color reflectance・

顕微鏡観察などを行う，2）Paleomagnetist ― 堆積物の古地磁気の

測定，3）Physical Property Specialist ― 堆積物の物性の測定，4）

Paleontologist ―　有孔虫や石灰質ナノ化石の特定，及び時代決定，

5）Microbiologist ― 地下微生物の観察とカウント， 6）

Geochemist ― 堆積物中の間隙水の分析などで，これらは得られた

結果をもとに議論を進めていきます．日本からの乗船研究員は，共

同主席研究員で私の指導教官でもある狩野彰宏先生（広島大学），

田中明子さん（産業技術総合研究所：Physical Property

Specialist），佐々木圭一さん（金沢学院大学：Sedimentologist），

坂井三郎さん（JAMSTEC：Geochemist），阿部恒平さん（筑波大

学：Paleontologist），不破裕司さん（富山大学：Paleomagnetist），

高島千鶴（筆者，Sedimentologist）の７名でした．

本航海は，IODPの航海としては約３週間と非常に短く，かつ３

つのサイトの11ヶ所で多数のコアを採集したので，船上での研究は

忙しいものになりました．研究の流れを紹介すると，まず，キャッ

トウォークと呼ばれる場所にホールのコアが上がってきます．１本

のコアは長さ約９mで，1.5m間隔で切断されます．そこで，

PaleontologistやGeochemistやMicrobiologistは必要なサンプルを採

集し，各々の作業を進めます．残りは，コアラボに運ばれPhysical

Property Specialistが帯磁率や地震波速度などの測定を行います．

その後，コアはスプリットされます．その１つを用いて，

Sedimentologistは岩相や堆積構造を記載します．記載が終わると，

古地磁気の測定に移ります．サンプルの扱いにより，多少順番が変

更しますが，おおよそこの順で進んでいきます．各ラボでは，音楽

を流しながら作業し，和やかな雰囲気で行われました．

６つのグループは自分達の研究成果をまとめ，サイトごとに行わ

れたミーティングで発表し，議論した後に，レポートを提出します．

この作業は，時間が少なかったため，とても大変な作業でした．し

かし，各グループのデータに整合性が見出されたときなどは，とて

も充実感がありました．深海サンゴ礁の発達時期や堆積速度などに

ついては，すでに新知見も得られています．

＜感想＞

私は，この航海に参加すると決まってから，調査に対する期待と

ともに不安を感じていました．不安の原因は私の語学力です．他の

研究員の人とコミュニケーションがうまくとれなければ，仕事も円

滑に進まないと思ったからです．しかし，ダブリンで行われたプレ

ミーティングで，気さくな欧米乗船員の方と打ち解け，少々安心し

ました．また，ダブリン港に停泊していたJoides Resolution号を見

たとき，感動したとともに，調査に対する期待がさらに膨らみまし

た．

いざ乗船し，作業が開始すると，やはり，始めのうちは，周囲の

英会話についていくのが精一杯という感じで，ましてや話すことは

できませんでした．しかし，こんな様子の私に，欧米研究員の方々

はゆっくりと話してくれ，私のつたない英語を辛抱強く，理解しよ

うとしてくれました．また，キュレータースタッフとして乗船して

いた藤根和穂さん（CDEX），同じSedimentologistだった佐々木さ

んには，重要な場面では，通訳をしていただきました．みなさんの

おかげで，時間が経つにつれ，私の仕事の効率は上がり，英語力も

向上してきました．船内の雰囲気がとても和やかだったのは，狩野

先生をはじめとしたリーダーの方々が明るいキャラの持ち主だった

おかげです．ただし，狩野先生は，掘削場所・深度・ドリルビット

の選択や研究テーマの割り当てなどの重要な決定やサイトレポート

のまとめを任されていたので，とても大変そうでした．

そうこうしているうちに，日程も終わり，船が最終目的地である

アゾレス諸島のポンタデルガータ港に向かいました．それまで，
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写真１　コアラボで堆積物を記載している様子

高島千鶴
（広島大学理学研究科博士課程後期2年）

IODP Expedition 307, 
ポーキュパイン海盆の炭酸塩マウンドの参加報告

院生コーナー



360°海だった状況で，島が見えたときはとても嬉しかったのを覚え

ています．上陸した時は，喜び半分，寂しさ半分でした．３週間が

長く思えたときもありましたが，今は思えば，短く感じられます．

短期間に，数えきれないくらいの貴重な体験をしました．たくさん

の欧米研究員と接し，欧米諸国の文化・習慣や院生・研究生として

の生活について知ることができました．また，くじらを目撃したり，

水平線からの朝日を見たりと，普段では経験できないこともたくさ

んありました．これから，この貴重な経験を活かして，私の研究生

活を充実させていきたいと思っています．

IODP掘削調査の目的の1つは院生層の若い研究者を育成すること

です．語学力に自信の無い人も，自分のテーマと多少ずれている人

も，何とかなります．是非航海に参加してみてください．
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写真２　ミーティング風景 写真３　アゾレス諸島での打ち上げの様子

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）

愛媛県八幡浜大島のシュードタキライト

写真・文　宮下由香里

（産業技術総合研究所・活断層研究センター）

四国西部に位置する八幡浜大島には，南から真穴層，大島変成

岩，三波川南縁帯片岩および三波川変成岩がスラストで接して分

布している．これらは転倒背斜や断層により，複雑な地質構造を

呈する．

大島変成岩は主として火成岩起源の変成岩から構成され，少量

の堆積岩起源の変成岩を挟む．これらは下部地殻（地震学的にも

地質学的にも）からの上昇過程において，運動方向の異なる４回

のマイロナイト化作用を受けている．

シュードタキライトを含む断層帯は，大島変成岩中に３帯認め

られる．面構造の切断関係の解析から，シュードタキライトはマ

イロナイト化作用III（角閃岩相～緑色片岩相）後，同IV（緑色

片岩相）の前に形成されたことが明らかとなった．なお，八幡浜

大島西岸に分布する変成岩類（シュードタキライトを含む）は，

2004年に国の天然記念物に指定されました．

写真１．剪断面に高角な割れ目に注入するシュードタキライト．

主剪断面よりも，二次剪断面沿いの注入脈が目立つ．

写真２．シュードタキライト脈の周縁にはより濃い黒色の急冷相

が見られる．

写真３．幅５cmに達するシュードタキライト脈．複数条のシュ

ードタキライト脈がステップし，プルアパート状に開いた部分と

考えられる．

写真４．シュードタキライト形成後にマイロナイト化作用を受け

た部分．互層状の片状岩に見える．このマイロナイト化作用IV

は，三波川南縁帯との境界付近にのみ見られる．

参考文献

小松正幸，宮下由香里，米虫　聡，1997，四国西部，八幡浜大島

のシュードタキライト．地質雑，Vol.103, No.8, XXV-XXVI

小松正幸，宮下由香里，米虫　聡，1998，八幡浜大島シュードタ

キライト見学案内書，pp.37.
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写真２ 
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2001年より会費の院生割引制度が設けられています．定収のない院生（研究生）については，本人の申請により院生割引会費が適用されま
す．つきましては，次年度（2006年度）の会費について申請受付を開始致しますので，該当される会員は下記の書式にて申請書を提出して下
さい（郵送）．会費請求書発行の都合もありますので，請求書発行前の受付〆切は11月24日（水）と致します．最終〆切は２月28日（火）ま
でとし，最終〆切までに申請のない場合は，通常の正会員価格の請求となりますのでご注意下さい．なお，これまで（～2005年度）の会費に
ついての申請受付は終了していますので，2006年度分からの申請のみ適用となります．

送付先：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6階

日本地質学会

2006年度日本地質学会会費院生割引申請書 

院生（研究生）の方へ「院生割引申請」について

2006年度（2006.4～2007.3）院生割引会費の受付開始

注意！！

毎年更新となりますので，今年度の割引を受けている方で，次年度も該当する方

は改めて申請して下さい（来年３月まで院生（研究生）の方も申請すれば適用）．

請求書発行前受付〆切

2005年11月24日（木）
最終〆切

2006年2月28日（火）



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

蕁03-5362-2856

SMBCファイナンスサービス株式会社 

日 本 地 質 学 会 会 費 等 

1 8 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0



1
0
1_
0
0
3
2

80
円
 

切
手
 

貼
付
 

住 所  

氏 名  

裏
面
の
り
し
ろ
①
 

裏
面
の
り
し
ろ
②
 

裏 面 の り し ろ ③  

東 京 都 千 代 田 区 岩 本 町  

　 二 丁 目 八 ＿ 一 五 　 井 桁 ビ ル 内  
 

　 日 本 地 質 学 会 　
御 中  

 

オ 　 　 リ 　 　 線  

オ 　 　 リ 　 　 線  

キ
　
　
リ
　
　
ト
　
　
リ
　
　
線
 

キ
　
　
リ
　
　
ト
　
　
リ
　
　
線
 





狡日本地質学会　〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F 電話03-5823-1150
Fax 03-5823-1156   E-mail：main@geosociety.jp  ホームページ http://www.geosociety.jp


