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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．
第 59 号　沖積層研究の新展開　井内美郎ほか編，212pp.，2006年５月刊，会員頒価2,400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）
第112年見学旅行案内書（2005年９月刊，京都） 会員頒価2,000円，〒350円

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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日本地質学会では，学会員相互の交流と親睦を図る目的で，２年ごとに会員名簿を発行することを会則にうたっております．2006年

はその発行年にあたり，本年12月末日発行の予定で準備を行いたいと思います．

名簿の発行様式は前回と同様で，全会員を収録します．本会としては，個人情報保護法の制約はあるとしても，会員の皆様が上記の

目的に沿って利用できるような，従来規模の名簿を作成したいと考えておりますので，調査の実施にご理解とご協力をお願いいたしま

す．

なお，会員名簿は評議員会でも議論されましたが，前回規模の名簿発行が望ましいとのご意見が多数でした．また，名簿作成時の会

員以外は配布対象とはせず，会員も含めて発行後の販売は一切行わないことはこれまでどおりです．

アンケートの返送のない会員については，個人情報保護法の元で，名簿にお名前以外の情報を掲載することは難しい状況です．した

がって，アンケート返送数によっては，名簿の発行を取りやめることも検討しなければなりませんので，会員の皆様におかれましては

名簿発行の趣旨をご理解のうえ，アンケートにご回答下さるようお願いいたします．

名簿作成までの手続きを次のように行います．

１．「名簿掲載アンケート：会員名簿訂正・変更カード」を，全会員に提出していただきます．
掲載承諾のため，訂正，変更の有無に関わらず，会員氏名を記入して必ず返送して下さい．返送のない場合には承諾の有無が確認で

きず，お名前以外の情報は掲載できないことになります．カードの書き方の詳細は後段を参照して下さい．

２．提出締切日：2006年９月末日とします．
2006年６月

運営財政部会会員担当　中山俊雄

「名簿掲載アンケート：会員名簿訂正・変更カード」記載について

本カードは，全会員に提出していただきます．カードには，会員として登録されている（登録できる）基本項目を，すべて挙げてあ

ります．各項目に修正や変更がありましたら，名簿掲載項目に関わらず，記入してお出しください．なお，会員名簿にはこれらの項目

のうち，下記の名簿掲載項目(必須,選択)を載せます．選択項目については，個人の希望によりますので，必ず項目ごとに掲載の諾否を

お示しください．

本用紙の裏面にFAX送信用のカードが印刷されておりますのでご利用ください．

１．名簿に掲載できる項目：※氏名（ふりがなつき），出身校，卒年，※所属先，所属部課名，所属先電話，FAX番号，連絡先住
所＝自宅住所または所属先住所，自宅の場合は自宅の電話，FAX番号，メールアドレス（所属先または個人のどちらか一方）

２．名簿に必ず掲載する項目：上記の※印つき項目，氏名，所属（ない場合は掲載しない）
３．名簿掲載を選択できる項目：上記の※印のない項目すべて
４．選択項目の掲載承諾の場合：選択項目の□欄に を入れてください． 印がない項目は掲載しません．

５．名簿に掲載されない項目：会員番号，生年月日，専門
６．掲載様式例

日本地質学会会員名簿作成アンケートの実施について

氏　　名 出身校 卒業年 勤務先 〒 連絡先住所<e-mail>

地
チ

質
シツ

学
マナブ

地質大（環境） 71 地質調査（株）地質部　T 03-5823-1150 101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15

F 03-5823-1156 <main@geososiety.jp>
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＜名簿掲載アンケート＞

◎ 誤記・変更・追加などありましたら，楷書ではっきりと，アパート・下宿等は忘れずに書いてください．

団地名など省略できる場合は省略形でお願いいたします．会員番号は雑誌の宛名ラベル左下の7桁の数字です．

◎ 名簿に必ず掲載する項目は※印つきの項目（氏名，所属〔ない場合は掲載しない〕）です．

◎ 名簿掲載を選択できる項目は※印のない項目全部についてです．掲載承諾をいただける場合には，選択項目の□欄にチェ

ックを付けてください．チェック印がない項目は今回の会員名簿には掲載しません．

◎ 基本的に郵便物の受け取り先が名簿に掲載されている住所です．受け取り先を変更する場合は，欄外の受け取り先のいず

れかに○をつけてください．

◎ 地質学会のHPにも同様のフォーマットがありますので，それをご利用になって，E-mailで送信でも結構です．

日本地質学会事務局　御中 FAX：03－5823－1156
E-mail ： main@geosociety.jp

※印の項目は掲載必須項目です．掲載承諾の項目には□に　を入れて下さい．�

会員番号� （２００６年　　月　　　日届）�

名簿掲載アンケート：会員名簿訂正・変更カード�

ローマ字表記� 生年月日�

専門�

学校　　　　　　　□　　　　　　　　　年卒・在学�

大学　　　　　　　　　　　学部　　　　　　　□　　　　　　　　　年卒・在学�

大学　　　　　　　　　　　　□　修士課程　　　　　　　　　　　　年修・在学�

大学　　　　　　　　　　　　□　博士課程　　　　　　　　　　　　年修・在学�

大学　　　　　　　研究生・聴講生・その他（　　　　　　　　　　　　）　　　�

※　氏　　名�

※　所　　属�

□　出　身　校�

□　所属先住所�

□　所属先部課名�

〒　　　　　　　　　□（TEL　　－　　－　　　　． FAX　　－　　－　　　　）�

　　　　　　　　　　代表・ダイヤルイン�

自宅・所属先のどちらかを登録してください．�

□　所属先住所�

□　E-mail Address

〒　　　　　　　　　□（TEL　　－　　－　　　　． FAX　　－　　－　　　　）�

　　　　　　　　　　代表・ダイヤルイン�

19　年　　月　　日�

郵便物の受け取り先（いずれかに○）　　　　自宅　・　所属先�

提出締切日：９月末日



り下さい．

問い合わせ，講演・懇親会申込先，講演要旨

送付先：〒288-0025 銚子市潮見町３番地

千葉科学大学危機管理学部　

環境安全システム学科内

第50回粘土科学討論会実行委員会

安藤生大（アンドウタカオ）

Tel. & Fax. 0479-30-4642

e-mail：tando@cis.ac.jp

地理関連学会連合は，上記国際シンポジウ

ムを後援します．とくに30代，40代前半の若

手研究者の積極的な参加を御願いします．

日時　2006年９月15-19日

日程　９月15日受付，16，17日会議，

18日北京郊外巡検，19日解散

場所　北京師範大学（中国北京市），

主催　中国地理学会

共催　日本地理学会，韓国地理学会

シンポジウムの趣旨　アジア各国地理学界

の学術交流を促進するために，「地理学とア

ジア発展」をテーマに国際会議を開催する．

とくに次世代の地理学を担う多くの若手地

理学者に参加を求め，理論的研究，実証的研

究の成果を発表するとともに，アジアの地域

発展のために地理学はどのような貢献をなし

得るか,国を越えていかなる連携が可能かな

どを含め，広範な議論を展開する．

会議言語　英語

費用　300ドル（会議登録費，会議中の食事

費と４泊の宿泊費，巡検費用を含む）

問い合わせ先

日本側：杜　国慶

〒352-8558埼玉県新座市北野1-2-26

立教大学観光学部Tel: 048-471-7399

E-mail: guoqingd@rikkyo.ne.jp

中国側：柴　彦威

Department of Urban and Regional

Planning College of Environmental

Sciences Peking University Beijing

100871, China

Tel: 86-10-62757980 Fax:86-10-62751187

Mobile Phone: 86-13701160823

E-mail: chyw@pku.edu.cn，ywchai@263.

net

「東アジアの大気環境汚染と健康・生態系へ

の影響」

Atmospheric pollution of East Asia and its

effects on ecosystem and human health

日時：2006年９月23日（土）

金沢大21世紀COEシンポジウム

国際シンポジウム「地理学とア
ジア発展」

主　催：日本粘土学会

共　催：資源・日本地質学会ほか

会　期：2006年９月７日（木）～９日（土）

会　場：千葉科学大学マリーナキャンパス講

義棟（千葉県銚子市潮見町３番地）

日　程：

９月７日（木）

13：00－16：00 口頭発表

16：00－18：00 ポスター

９月８日（金）

９：00－11：00 口頭発表

11：00－12：00 日本粘土学会総会

13：00－14：00 会長講演

14：00－18：00 シンポジウム

18：00－　　　　懇親会

９月９日（土）

９：00－12：00 口頭発表

13：00－15：00 公開市民講座

講　演：

A．一般講演（口頭発表，ポスター発表）/B．

会長講演/C.シンポジウム

一般講演の申込方法：

日本粘土学会ホームページ（http://www

soc.nii.ac.jp/cssj2/index.html）からお申込み

ください．講演ごとに１通の参加申し込みフ

ォームをお送りください．講演概要はプログ

ラム編成に使用いたしますが，合わせて日本

粘土学会ホームページに討論会プログラムと

ともに公表しますこと，ご了承ください．な

お，発表者の内１名は本学会会員であること

が必要です．Webページが使えない場合は，

下記あてお問い合わせ下さい．

申込開始：2006年５月23日（火）12：00～

申込締切：2006年6月20日（火）必着です．

Webページからの申込の場合は確認のため

の返信をいたしますので，返信がない場合は

再度ご連絡をお願いいたします．

参加登録料：

会員（共催学会員を含む）3,000円，

学生会員　1,000円，非会員　5,000円

講演要旨集代：3,000円

講演要旨締切：７月21日（金）必着

懇親会：９月８日（金）18：30～

銚子プラザホテル（JR銚子駅前）

会費：一般　6,000円，学生　3,000円

「粘土科学　第45巻第３号」に添付する参加

申込みフォーム，または官製はが きに参加

者氏名・所属を記入して，下記申込先にお送

場所：東京大学弥生講堂

http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/chronology/

Air/homeJ.html

問い合わせ先：担当者　長谷部徳子，

hasebe@kenroku.kanazawa- u.ac.jp

日程：2007年３月19～23日

場所：Cairo University

Correspondence: Prof. El Sayed Abd El

Aziz Aly Youssef

Geology Department, Faculty of Science,

Cairo University, Giza, Egypt

Fax: 002-02-5728843

Tel.: 002-02-5676887，002-012 2926034

E-mail：

elsayedyoussef2005@yahoo.com

elsayedyoussef@hotmail.com

elsayedyoussef@internetmisr.net

詳しくは，http://geosociety.jp/calendar/

2007.html

各賞とも学会推薦形式となります．推薦を

希望される方は，９月15日までに学会事務局

までお申し込み下さい．

○東レ科学技術賞

１．候補者の対象

（1）学術上の業績が顕著なもの

（2）学術上重要な発見をしたもの

（3）重要な発明をして，その効果が大きい

もの

（4）技術上重要な問題を解決して，技術の

進歩に大きく貢献したもの

２．科学技術賞　１件につき，賞状，金メダ

ルおよび賞金500万円（２件前後の予定）

３．候補者推薦件数　１学協会から２件以内

Second International Con-
ference on the Geology of
the Tethys
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第50回粘土科学討論会

ご案内

本会以外の学会およ

び研究会・委員会よ

りの催し物のご案内

を掲載します．

各賞・
研究助成

日本地質学会に寄せられ

た候補者の推薦依頼をご

案内いたします．推薦ご

希望の方は締切日半月前

までに，理事会までお申

し込み下さい．

平成18年度東レ科学技術賞およ
び東レ科学技術研究助成の候補
者募集

訂正
５月号案内欄で，誤りがありました．お

詫びし，訂正いたします．

（ニュース誌編集委員会）

p.4 右段９行目

（誤）斉藤文紀→（正）斎藤文紀



１．募集人員

地球惑星科学専攻　助教授　１名

専門分野：地質学

本専攻に属する他の教員と協力して研究を

行う方を希望します．また，学生の教育にも

熱意をもって取り組んでいただける方を求め

ます．

２．応募資格：博士の学位を有する者

３．着任時期：採用決定後，できるだけ早い

時期を希望します．

４．提出書類

（1）履歴書（市販のもので可）

（2）これまでの研究・教育の実績（2,000字

程度）

４．推薦締切期日　東レ科学振興会への締切

は，平成18年10月10日（火）必着

○東レ科学技術研究助成

１．候補者の対象

国内の研究機関において自らのアイディ

アで萌芽的基礎研究に従事しており，今後

の研究の成果が科学技術の進歩，発展に貢

献するところが大きいと考えられる若手研

究者（原則として推薦時45才以下） 従来

の研究の多くが海外で行われていても差し

支えありません．

２．研究助成金　総額１億３千万円．１件３

千万円程度まで10件程度とします．

３．候補者推薦件数　１学協会から２件以内

４．推薦締切期日　東レ科学振興会への締切

は，平成18年10月10日（火）必着

各推薦要旨は，ホームページからもダウンロ

ードできます（平成18年６月中旬から可）．

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

財団法人東レ科学振興会

〒279-8555 千葉県浦安市美浜一丁目

８番１号（東レビル）

TEL 047-350-6103・6104

FAX 047-350-6082

E-mail JDP00117@nifty.ne.jp

（3）研究業績リスト

Ａ．査読付き原著論文

Ｂ．プロシーディングス，総説など

Ｃ．著書，その他特記すべき出版物

（いずれも和文のものは和文で表記

すること）

（4）主な原著論文の別刷（コピー可） ３篇

以内

（5）今後の研究・教育の計画・抱負（2,000

字程度）

（6）応募者について参考意見をうかがえる方

（２名）の氏名および連絡先（所属，住所，

E-mail）

５．応募締め切り：2006年７月21日（金）必

着

封筒の表に「助教授公募書類」と朱書して，

できるだけ宅配便で送付してください．

６．提出書類の送付先及び問い合わせ先

〒152-8551 東京都目黒区大岡山2-12-1 I-13

東京工業大学大学院理工学研究科

地球惑星科学専攻　廣瀬　敬

E-mail：kei@geo.titech.ac.jp

Tel: 03-5734-2333

URL：http://www.geo.t i tech.ac . jp/

koubo/koubo.html
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東京工業大学大学院理工学研究
科地球惑星科学専公募

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
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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―」が発売中です．

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―』

（編集委員：井内美郎・稲崎富士・岡孝雄・木村克己・斎藤文紀・高安克巳・立石雅昭・卜部厚志・中山俊

雄・新妻信明・長谷義隆・三田村宗樹，2006年５月発行，212ページ，会員頒価2,400円　送料340円）

＜目次＞

まえがき

口　絵

東京低地と中川低地の沖積層にみられる堆積相 ………………………………………………田辺　晋・中嶋　礼・石原与四郎・宮地良典・木村克己

東京低地と中川低地の沖積層にみられる貝化石相 ……………………………………………田辺　晋・中嶋　礼・石原与四郎・宮地良典・木村克己

新潟平野沖積層に見られるラグーン環境の地域的変化 ……………………………………………………………………………………………吉田真見子

浜堤平野における沖積層の堆積相 …………………………………………………………………………………………田村　亨・斎藤文紀・増田富士雄

論　説

東京低地から中川低地に分布する沖積層のシーケンス層序と層序の再検討

…………………………………………………………木村克己・石原与四郎・田辺晋・中西利典・中島礼・宮地良典・中山俊雄・八戸昭一　1-18

沖積層ボーリングコアにみられる貝化石群集変遷－埼玉県草加市柿木と東京都江戸川区小松川の例－

……………………………………………………………………………………………中島　礼・田辺　晋・宮地良典・石原与四郎・木村克己　19-33

東京低地南部下に分布する“中部砂層”の形成機構 ………………………田辺　晋・中島　礼・石原園子・宮地良典・木村克巳・中山俊雄　35-52

北海道沿岸域の沖積層研究の現状 ………………………………………………………………………………………………………………岡　孝雄　53-72

北海道東部の釧路臨海低地下の沖積層 ………………………………………………………………………………………………………嵯峨山　積　73-81

浜堤平野における沖積層の層序と堆積学的解釈：仙台平野と九十九里浜平野の例 …………………………田村　亨・斎藤文紀・増田富士雄　83-92

堆積相と全有機炭素・窒素･イオウ濃度を用いた堆積環境の復元－新潟平野上部更新統～完新統の例－

………………………………………………………………………吉田真見子・保柳康一・卜部厚志・山崎　梓・山岸美由紀・大村亜希子　93-109

越後平野の沖積層におけるバリアー-ラグーンシステムの発達様式…………………………………………卜部厚志・吉田真見子・高濱信行　111-127

濃尾平野における第一礫層（BG）の層位と形成過程………………………………………………牧野内　猛・森　忍・檀原　徹・竹村恵二　129-140

堆積物，花粉・珪藻化石解析および14C年代測定に基づく熊本平野および有明海南東海域の後期更新世－完新世環境変遷

………………………………………………………………長谷義隆・平城兼寿・中原功一朗・岩内明子・松島義章・奥野　充・中村俊夫　141-155

アジアの大河川にみられる沖積層 …………………………………………………………………………………堀　和明・斎藤文紀・田辺　晋　157-168

海域“沖積層”のシーケンス層序学的検討－大阪湾の例－ ………………………………………井内美郎・井上卓彦・岩本直哉・天野敦子　169-178

沖積地盤における工学的諸問題とその評価法について ……………………………………………………………………………………三村　衛　179-190

環境変遷から見た沖積層の圧密特性 ………………………………………………………………………………田中勝法・竹村貴人・木村克己　191-204

沖積層研究の魅力と残された課題 …………………………………………………………………………………………………………・斎藤文紀　205-212

☆地質学論集　新刊案内
地質学論集59号が発行されました．ご希望の方は学会事務局までお申し込み下さい．

地質学論集　第59号「沖積層研究の新展開」



論文の標題と著者名は次のとおりである．

東京低地から中川低地に分布する沖積層のシ

ーケンス層序と層序の再検討（木村克己・

石原与四郎・宮地良典・中島　礼・中西利

典・中山俊雄・八戸昭一）

沖積層ボーリングコアにみられる貝化石群集

変遷－埼玉県草加市柿木と東京都江戸川区

小松川の例－（中島　礼・田辺　晋・宮地

良典・石原与四郎・木村克己）

東京低地中央部における沖積層の中間砂層の

形成機構（田辺　晋・石原園子・中島

礼・宮地良典・木村克己）

北海道沿岸域の沖積層研究の現状（岡　孝雄）

北海道東部の釧路臨海低地下の沖積層（嵯峨

山　積）

浜堤平野における沖積層の層序と堆積学的解

釈・仙台平野と九十久里浜平野の例（田村

享・斎藤文紀・増田富士雄）

堆積相と全有機炭素・窒素・イオウ濃度を用

いた堆積環境の復元－新潟平野上部更新統

～完新統の例－（吉田真見子・保柳康一・

卜部厚志・山崎　梓・山岸美由紀・大村亜

希子）

越後平野の沖積層におけるバリアーラグーン

システムの発達様式（卜部厚志・吉田真見

子・高濱信行）

濃尾平野における第一礫層（BG）の層位と

形成過程（牧野内　猛・森　忍・壇原

徹・竹村恵二）

堆積物，花粉・珪藻化石解析および14C年代

に基づく熊本平野および有明海南東部海域

の後期更新世～完新世環境変遷（長谷義

隆・平城兼寿・中原功一郎・岩内明子・松

島義章・奥野充・中村俊夫）

アジアの大河川にみられる沖積層（堀　和

明・斉藤文紀・田辺　晋）

海域“沖積層”のシーケンス層序学的検討―

大阪湾の例―（井内美郎・井上卓彦・岩本

直哉・天野敦子）

沖積地盤における工学的諸問題とその評価法

について（三村　衛）

堆積環境の変遷から見た沖積層の圧密特性

（田中勝法・竹村貴人・木村克己）

沖積層研究の魅力と残された課題（斎藤文紀）

これら多くの論文のうち，若干のものにつ

いてコメントする．

木村克己ほかの論文は，東京低地と中川低

地を結ぶ南北23km区間の埋没谷を埋積する

沖積層に着目して，４地点のオールコア堆積

物について79試料に及ぶAMS14-C年代分析

結果と，シーケンス層序学を駆使した堆積相

解析によって，既存の層序を再検討している．

堆積曲線と堆積相断面図に1000年単位の同時

間線を描き，「七号地層と有楽町層は整合関

係で重なっていて，両層の境界は，海進期の

ラビーンメント面である」とした．

地点ごとの豊富なデータと詳しい解析に基

づく新しい提案は注目に値する．しかし,堆

積相断面図に同一時間面としてテフラ表示が

全くないのはどうしたことなのだろう．また，

東京低地・中川低地の陸側からの堆積物供給

は，古荒川，古中川など広域に及んでおり，

本論集は，「沖積層層序区分に関する新展

開」として，2003年の地質学会第110年学術

大会（静岡大学）以降，地質学会年会と地球

惑星科学連合合同大会で継続的に開催された

セッションでの取り組みのうち，沖積層の層

序の見直しに関係する研究成果を編集したも

のである．多くの論文がシーケンス層序学の

観点から，沖積層を再評価し，層序区分の問

題点について議論している．多彩な手法と解

釈による新知見を随所に読むことができる．

地質学論集７「日本の海岸平野」以来の，沖

積層に関する新しい専門書である．本論集に

かける編者や著者の並々ならぬ意欲を感じさ

せる大作である．また，執筆者は，産業技術

総合研究所，大学諸機関および地方自治体研

究機関に属する40名であり，若年層の多数参

加が特徴となっている．

論文の構成は，最も研究が進展している東

京低地・中川低地の地域を筆頭に，釧路平野

を含めた北海道沿岸域，仙台平野と九十九里

平野，新潟平野，越後平野，濃尾平野，熊本

平野と有明海，大阪湾さらにアジアの大河川

地域へと対象を広げた沖積層序の12編のあと

に，沖積層を地盤としてみた課題２編と総括

的な報告１編，計15編からなっている．

口絵は東京低地と中川低地，新潟平野，仙

台平野と九十九里浜平野のコア堆積物の微細

構造や産出した貝化石のカラー写真に簡潔な

記述が挿入されていて，堆積相の解析手法の

進歩を印象づけている．

古流域ごとの地域特性を含めてさらなる検討

を期待する．

吉田真見子ほかの論文は，詳細な堆積相解

析に全有機炭素・窒素・イオウ（CNS元素）

の濃度分析を加えた総合的な観点から，新潟

平野の沖積層の堆積環境の復元とその変遷を

考察している．新潟平野では縄文海進高頂期

に相当する6800年以降でも6000，4000，2000

年前にラグーン地域への海水進入を確認して

いる．ラグーン閉鎖度と底層環境の酸化還元

性の関係から，堆積相とCNS元素濃度には良

好な相関性があると述べている．

水域環境復元手法としてCNS元素分析が広

く活用されることを望む．

堀　和明ほかの論文は，長江，紅河，ガン

ジス・ブラマプトラ河，メコン河などアジアの

河川デルタ地域で，各地区数本のオールコア

試料を用い，多数の14-C年代測定，堆積相の解

析を行っている．その結果として地層断面図

に多数の同時間線を描き，当時の陸域や海底

の地形の経時変化を推定することで，1000年

オーダーの堆積物累重様式の把握を可能にし

ている．堆積相は河川域・河口域の潮汐・波浪

条件に影響されるが，その程度によって層相

変化を生じ，海水準変動とその速度変化に応

じて地層の重なりが支配されると述べている．

長江の過去15000年間のシーケンスモデル

（第９図）は，海進堆積システムの累重様式

と海水準変動の対応関係が理解しやすく描か

れている．

田中勝法ほかの論文は，東京低地の沖積層

粘性土を対象に微視的構造を考慮した化学的

性質からアプローチした土質工学的研究であ

る．有楽町層と七号地層の圧密降伏応力の差

異を生じる過圧密状態の発生の過程を，堆積

環境の変遷と続成作用(遅延圧密，セメント

化作用)等による地質学的裏付けとKo三軸圧

密試験の圧密過程におけるKo値の変化など

土質工学特性から説明している．

沖積層の堆積環境の影響に関わる工学的な

理解の進展，さらに土の強度・変形特性の発

現メカニズムの解明に繋がる新たな展開が拓

ける基礎になると考えられ，今後の研究の展

開が注目される．

沖積層の形成過程は，堆積相の解析，テフ

ラなどの基礎資料の蓄積，年代測定値の暦年

化が進むにつれ，数100年単位で把握できる

ようになる．本論集は最新の見地から，沖積

層がいつどこからどのように形成してきたか

を究めようとしている．地質の調査・研究に

携わる者は勿論のこと，土木構造物や地下環

境に関係する技術者・研究者に一読をお薦め

する．

論集で提案されている整合・不整合，圧密

過程の問題のほかに，沖積層には堆積場がど

のようにできたか，埋没平坦面の場と時期，

そして機構などの解明が課題として残ってい

る．これらを解決するには，沖積層の調査研

究に携わる方の拡大を図ることが重要であ

る．そのためにも多くの方々にこの論集を読

んで沖積層に興味を持ってもらうことから始

めなければなるまい． （籾倉克幹）
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１章　地質図の基礎知識

1-1 現実の自然をモデルとして表現する地

質図

1-2 研究成果としての地質図

1-3 さまざまな種類の地質図

1-4 これからの時代のデジタル地質図

２章　建設

2-1 道路

2-2 橋

2-3 トンネル

2-4 ダム

2-5 建築物

３章　防災

3-1 宅地と盛土

3-2 地すべり－メカニズム編

3-3 地すべり－地域編

3-4 岩盤崩壊

3-5 活構造

3-6 強震動と液状化

3-7 ハザードマップ－土砂災害・地震災害

3-8 ハザードマップ－火山災害

４章　環境

4-1 自然環境

4-2 土壌・地下水汚染

4-3 地盤沈下

4-4 地下水と温泉

4-5 建設工事と環境汚染

4-6 鉱山と鉱山跡地

4-7 産業廃棄物処分場

4-8 放射性廃棄物

５章　観光

5-1 天然記念物

5-2 ジオパークとジオツァー

5-3 トレッキングマップ－ 上高地を例とし

て

６章　地質図の利用と普及

6-1 地質調査総合センターの試み

6-2 全国地質調査業協会連合会の試み

6-3 地質図の利用と普及に向けて

文献および索引

本書の先頭には８ページのカラーグラビア

が掲載されている．研究論文を除けばカラー

印刷されることが多くなった地質図の実態は

このカラーグラビアでイメージすることがで

きる．なお，本文中の図はすべて白黒印刷で

ある．

以下，各章について簡単なコメントを述べ

ていく．

１章は地質図の変遷と種類についての簡単

な解説である．1-3節では地質図の書き方と

読み方について簡単に触れられてはいるが，

地質図学の基礎についての解説はない．本章

に先立つ「はじめに」に書かれた「地質を専

門としない方々」がこの本の２章以下をある

程度読みこなすには，地質図についてのイメ

ージが実感できていなければならず，そのた

めには地質図学の基礎を学び，実際のフィー

ルドでの地質調査の経験があったほうが良

い．頻繁に引用されている産総研の20万分の

１地質図幅および同５万分の１図幅（地域地

質研究報告）の実物に触れておく必要もあろ

本書の「はじめに」には，この本は「実際

に地質図を利用するプロフェッショナルな若

手ユーザーを中心としつつ，地質を専門とし

ない方々も対象として地質図に記載されてい

る内容と利用の方法について実務の現場と事

例を用いて編集したものである」，と述べら

れている．地質図にかかわる地質図学・地質

調査法の教科書はいくつかあるが，実際の地

質図が学問研究以外の世界で，どのように使

われ，役だっているのか，をまとめた本はな

かったように思う．

評者は大学の理学部・教育学部の地球科学

系学科において地質調査法・地質図学に関す

る教育にたずさわり，地質図作成を含む研究

を行ってきた．実務担当者から何度か地質に

ついてのアドバイスを求められたことはあっ

たか，表層地質図作成をのぞけば，いわゆる

実務経験はほとんどない．ここでは実務とは

別の立場にたって，学生，院生，若手研究者

にこの本を紹介したい．なお以下では地質断

面図，地球化学図，等を含めて，地質図に関

連する図を一括して地質図と呼ぶことにす

る．

この本は豊富な実務経験をもつ地質コンサ

ルタントの技術者と，公的な立場から地質図

等の地球科学情報を扱っている産業技術総合

研究所地質調査総合センター（以下，産総研

と略す）の技術者・研究者を中心とする22

名の分担執筆である．大学関係者は３名だが，

そのうち２名は京都大学防災研究所に所属す

る実務畑に近い研究者である．この著者陣と

内容で，本書は実務書に分類されるかもしれ

ないが，見方を変えれば「地質図を軸とした

応用地質学概論」の教科書的性格を持ってい

るともいえる．

本書の内容は，以下に示す目次から容易に

推察することができる．

う．そういう点では，この本の読者は地球科

学とその関連分野の方々に限られてくる．1-

4ではデジタル地質図の現状が紹介されたが，

地質図の今後の発展のために本内容は必要不

可欠である．

地質図は当初は資源開発と密接に関連して

作成されてきたが，炭鉱，金属鉱山等の閉鎖

が示すように，そのための重要性は急速に薄

れてきた．資源開発にとって変わってきたの

が，２および３章で紹介される建設と防災に

かかわる地質図の作成・利用である．ここで

は建設・防災工事に関わるために，その予備

調査における既存地質図の利用法，本調査お

よび工事に関わる各種地質図の作成・活用し

た事例が豊富に提示されている．まさに，地

質の実務を紹介するための２章といって良

い．3-7および3-8節ではハザードマップが紹

介されている．これは実務担当者ばかりでな

く，研究者および行政側も密接に関わってい

かなければならない問題で，今後さらに重要

性が増すであろうことが伝わってくる．

建設・防災関係とともに近年重要になって

きたのが，４章で解説される地質環境問題で

ある．ここでは地質環境が生活環境におよぼ

す影響，恩恵，危険性，対策等についてが，

4-1，4-3，4-4節で扱われている．一方，人間

活動が地質環境・生活環境に与える悪影響に

ついては，4-2，4-5，4-6節で扱われている．

これらを通じて，環境問題に対しての地質情

報の重要性が良く理解できる．1990年代に入

って重要な課題となったのは，産業廃棄物お

よび放射性廃棄物の地層内処理であり，これ

らは4-7および4-8節で解説されている．ここ

でも地質情報を如何に活用し処理場を選定し

ていくかに関しての基本的なプロセスが述べ

られている．しかしながら，この２節では周

辺への影響を考慮してか，実務事例としての

地質図等は提示されていない．

５章については，今までに実務担当者より

は我々のような教育関係者が携わってきてお

り，主として県別にまとめられた出版物はか

なりの数にのぼる．「日曜の地学」，「○○県

の自然を巡る」，「○○の地学案内」などであ

る．専門家向けの巡検案内書もこの類の出版

物といって良い．この中で5-2では国際プロ

ジェクトとしてのジオパーク・ジオツァー構

想が紹介されている．この構想については本

NEWS誌でも何度か紹介されたが，是非とも

実現させたいものである．5-3ではトレッキ

ングマップの一例として，上高地が示された

が，この中で案内者の重要性が強調されてい

る．ところが地学教育関係では，後継者が育

たず世代交代は進んでいない．その点も含め

て，これから定年を迎える団塊世代（私もそ

の一人だが）のパワーを期待したい．

６章は産総研と全国地質調査業協会連合会

が行ってきたこれまでの地質情報整備の試み

と今後の課題が簡単にまとめられている．6-

3節は本書の後書きに相当する．

この本では実務関係者にはあたりまえかも

しれない応用地質，地盤工学関係の用語が，
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ったことが知られている．

顕生累代における大量絶滅は，今や高校地

学の教科書にもその内容が取り上げられるほ

どポピュラーになったが，その一方で絶滅と

いうテーマを包括的に扱った日本語による本

格的な専門書，いわば決定版ともいうべきテ

キストがこれまで見あたらなかった．こうし

た中，斯学の権威でもある早稲田大学教授平

野弘道氏による「絶滅古生物学」というタイ

トルの本が今年初めに出版されたので，ここ

に紹介したい．

まずは本書の目次をながめてみよう．

はじめに，Ａ　地質年代表，Ｂ　地質年代区

分，Ｃ　分類群について，Ｄ　安定同位体

比からわかること

第Ⅰ部　絶滅とは．１　絶滅の定義，２　顕

生累代の絶滅事変，３　絶滅の認識とその

歴史，４　大量絶滅の原因論，５　進化論

における絶滅

第Ⅱ部　大量絶滅．０　顕生累代の生物の誕

生，１　オルドビス紀末の絶滅，２　デボ

ン紀後期の絶滅，３　ペルム紀末の絶滅，

４　三畳紀末の絶滅，５　白亜紀末の絶滅

第Ⅲ部　絶滅と進化．１　隕石衝突仮説の波

及効果，２　絶滅とは確率的事象なのか，

３　原因説の検証，４　大量絶滅がなかっ

たならば，５　進化論における絶滅－再び，

６　絶滅古生物学へ

引用文献，索引

次に本書の内容を簡単に紹介する．「はじ

めに」に続く10ページには，本書を通読する

上での基礎となる４項目が解説されている．

第Ⅰ部では絶滅とは何かを学ぶ．１では，

生物の絶滅が実際の化石記録ではどのように

認識し得るのかを，問題点と共に解説してい

る．２では，顕生累代の絶滅における背景絶

滅と大量絶滅の違いが示されている．３では，

地質学・古生物学史上，科学者がどのように

絶滅現象を認識してきたかを振り返る．４で

は，大量絶滅の原因論として最初に登場した

海退説と，それを具体化した種面積説，そし

て後に原因論に加わった隕石衝突仮説，気温

低下説，海洋無酸素事変について概説してい

る．第Ⅰ部最後の５ではまず，絶滅古生物学

の要諦が大量絶滅という現象の進化学的意義

を明らかにする点にあると述べ，その理解に

は斉一的進化論の枠組みを超えて考える必要

があると論を進める．

第Ⅱ部は本書全体の半分強のページを占め

る．ここでは顕生累代の５大絶滅（第１～５

項），及びそれに先立つ先カンブリア時代末

の絶滅（第０項！）について，各事変の時代

的背景，絶滅の様相，絶滅の原因が最新の研

究と共に紹介されている．最初の０では，先

カンブリア時代末に繁栄したエディアカラ化

石群の絶滅とその直後のカンブリア爆発の問

題を取りあげている．次の１では，オルドビ

ス紀末の大量絶滅を扱っている．この絶滅は

Ashgill世後半の２つの絶滅イベントからな

り，各種造礁生物と共に筆石，コノドント等

が大打撃を受けた．原因としては，氷河の発

特に説明もなく使用されている箇所が頻出

し，読んでいてとまどうことが多い．これら

の用語については，表と裏表紙の裏側に分か

れて用語解説が「あいう」順で掲載されてい

るが，これは使いにくい．用語解説は巻末に

一括して，もう少し内容を充実させたほうが

良かったように感じる．用語解説の意味を含

めて3-5と4-3節では末尾にそれぞれ約１ペー

ジのColummがおかれている．これはこれで

親切ではあるが，全体から見ればこの２節だ

けにあるのも中途半端である．

全体を通読してみて，この用語問題を含め

て「地質を専門としない方々」には，この本

はややむずかしいと感じる．しかしながら，

地質学の基礎教育を受けた方々にとっては，

実務経験がなく用語に引っかかったとして

も，本書は比較的楽に読みこなすことができ

るであろう．各節の記述の程度はバランスが

とれており，特に難解な，あるいは簡単すぎ

る節は見あたらない．これは編者の努力のた

まものであろう．

実務関係に就職を希望している学部学生，

修士課程院生にとって本書は必読書になるか

もしれない．そうでなくても，地質図を含め

た地質情報が如何に重要であるかを地球科学

関係者に知らしめるにはうってつけの本であ

る．是非一読をおすすめしたい．

（狩野謙一）

過去５億4200万年間にわたる顕生累代の生

命史は，別な言い方をすれば生物と地球環境

との相互作用の歴史でもある．そこには，生

命の発展と多様性の増大だけでなく，環境変

化によりたびたび引き起こされた絶滅も数多

く記録されている．中でも，５回の大規模な

生命の危機，即ち地質学的に見て極めて短期

間に生物の多様性が著しく減少する時期があ

達と衰退に関連して発生した無酸素水塊の消

滅と形成が考えられることを紹介している．

２はデボン紀後期のF/F境界における絶滅で

ある．この絶滅では，特に低緯度域の礁生態

系を構成する生物が選択的に絶滅しているこ

と，及び絶滅の近因としては温度低下と貧酸

素～無酸素事変である可能性が最も高いが，

遠因は未だ確定していない点が紹介されてい

る．３ではペルム紀末の絶滅が扱われている．

最近の研究によると，この絶滅は約940万年

の期間で隔てられた２つの絶滅事変であった

らしい．このうち，ペルム紀最末期（すなわ

ちP/T境界）の絶滅の原因としては海退をは

じめ様々な説がこれまで提案されているが，

最近のデータではペルム紀最後の約16万年間

に天変地異的に軽い炭素のインプットがあっ

たという．同時に無酸素水塊の拡大や顕生累

代で最大規模のトラップ玄武岩の噴出も起こ

った時期であり，これらがかなり込み入った

因果関係を持ちながら顕生累代最大の絶滅を

引き起こしたらしい．本書ではこれに立脚し

た幾つかの仮説が紹介されている．４の三畳

紀末の絶滅事変ではまず，絶滅した海生生物

の詳細と共に陸生生物における同時的絶滅の

問題が議論されている．この絶滅は，海退に

よる陸棚域の減少と貧酸素～無酸素水塊を底

層水に持つ急速な海進を原因とする説が提示

されている．第Ⅱ部最後の５では白亜紀末の

絶滅事変について論じている．この項は白亜

紀の地球表層環境についての詳しい解説に始

まり，次に様々な分類群における絶滅の様相

が克明に記されている．続いて，今ではあま

りに有名になったL. Alvarezらによる隕石衝

突仮説が，改めて詳しく紹介されている．さ

らに，隕石衝突仮説の提唱が起爆剤となり発

展した高分解能生層序学的研究が提起した新

たな問題へと，議論は続く．

第Ⅲ部では，白亜紀末の隕石衝突の解明が

もたらした新しい認識を踏まえ，絶滅古生物

学を深めるための議論が展開されている．１

では，絶滅の周期性の検討，白亜紀末以外の

絶滅事変における隕石衝突の可能性とイリジ

ウムの起源，周期的絶滅の天文学的モデル，

の３点が隕石衝突仮説の波及効果として解説

されている．２では，大量絶滅時には生存に

対して偶然が強く影響する可能性が論じられ

ている．３では大量絶滅の原因に迫る研究の

方法論として，学際的な国際共同研究プログ

ラムを活用する一方で，地道な系統発生の研

究や古生物地理研究の重要性が説かれてい

る．続く４及び５では，生物進化と絶滅との

関わりが再び議論されている．特に５では，

絶滅の古生物学が進化の総合説の中核をなす

「適者生存」と「自然選択」に対して適用限

界を示すことになるという興味深いアイデア

が続く．最後の６では，絶滅古生物学が今後

進むべき方向性について著者の希望も交え展

望されている．

巻末には452編の引用文献が26ページにわ

たり掲載され，続いて索引がある．引用文献

には本書出版直前のものまで収録されている
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絶滅古生物学

平野弘道　著

岩波書店，2006年２月24日発行，

A５判，255（＋vvii）ページ，

定価3,800円＋税，ISBN4-00-006273-5



中央ヒマラヤの核心部を南北に横断して流

れるカリガンダキ河谷の両岸は，ヒマラヤの

地質を見学するには最適なフィールドであ

る．8000ｍ級のダウラギリ山塊とアンナプル

ナ山塊に挟まれたカリガンダキ河沿いのトレ

ッキングルートは，ネパール人の居住地域に

ある古くからの交易路でもあり，そのアクセ

スのし易さと宿泊施設が比較的良く整備され

ていることから，ネパール東部のエベレスト

地域と並ぶヒマラヤの代表的トレッキングル

ートとなっている．

このルートではヒマラヤの雄大さと美しさ

を堪能しながら，スペクタクルな褶曲構造や

氷河地形を間近に見ることができる．またヒ

マラヤ造山帯の核心部を成す変成岩・花崗岩

類やその上に積み重なるカンブリア紀から白

亜紀にわたる化石を豊富に含むテチス堆積物

を観察することができる．その上，変成帯の

下限を画す巨大な衝上断層Main Central

Thrust（MCT）と，上限を画す低角正断層

アンナプルナ・デタッチメントが作る断層地

形をも遠望することができる．従って，衝突

山脈ヒマラヤの核心部の地質と構造を知るに

は，ベストルートということができる．本書

はそのルート沿いの地質について書かれた，

初めての巡検案内書である．

本書を編集したのは，トリブバン大学理工

学部地質学科の科長であった（現在，学部長）

Bishal Nath Upreti（ビシャール・ナート・

ウプレティ）教授と，同教室に国際協力機構

（JICA）からシニアボランティアとして派遣

されていた吉田勝氏（元大阪市立大学教授）

である．本書は，この２人の編著者と同教室

の６名の講師（T.N. Bhattarai, S.M. Rai, P.D.

Ulak, A.P. Gajurel, R.K. Dahal, S. Dhakal）

が行った文献調査と現地調査（2003・2004年

度）に基づき，共同執筆されたものである．

本書は本文127ページ，文献４ページ，附

録33ページ（用語解説，索引，編著者紹介，

段丘区分についての補遺）からなる．その最

大の魅力は165枚の図と写真である．地質図

や露頭，岩石薄片の顕微鏡写真などがカラー

写真がふんだんに掲載されており，その写真

を見ているだけでも現地で巡検しているよう

な臨場感を味わうことができる．なお本書で

紹介されている地質見学地点は64ヶ所，自然

災害見学地点は27ヶ所である．

巡検はヒマラヤ観光のメッカ，ポカラ（標

高820ｍ）を基点に，航空機でヒマラヤ北斜

面の山中にあるジョムソン（標高約2800ｍ）

に飛び，そこから１週間の日程でカリガンダ

キ河谷沿いに徒歩で行うことを想定して記述

されている．即ち最初の３日間はテチス帯を，

次の２日間は主に変成帯を，最後の４日間は

逆転変成作用を被ったレッサーヒマラヤ帯を

踏破する日程であり，これにポカラ盆地の案

内が加えられている．

巡検前の予備知識としてまず第１章では，

ヒマラヤの地質区分とネパールヒマラヤの地

形・地質，気候と植生，自然災害の概要が紹

介されている．このガイドブックでは取り扱

ので，さらに詳しく個々の絶滅事変について

学びたい読者にとっては良い手引となる．

以上紹介したように，本書は単に顕生累代

における５大絶滅事変を総合的に解説するだ

けにとどまらない．本書がユニークなのは，

絶滅が生物進化に対してどのような意味合い

を持つ現象なのかを常に念頭に置きながら，

絶滅古生物学という新しい学問領域の存在を

示すべく書かれた点である．

著者の平野弘道氏はこれまでにも，所謂カ

タい教科書の類だけでなく一般向けの普及書

も数多く執筆されている．本書は重厚な専門

的内容を著したものであるが，その中にも軽

妙な語り口が随所に見られ，これがさらに一

段と本書を読みやすくしている．また，本書

をより実用的にしている要素として，著者の

手により編集，改作され掲載された豊富な図

表類及び世界の重要セクションの露頭写真が

ある．

本書は地球科学を専攻する学部学生や大学

院生だけでなく専門の研究者にとってもかな

り読み応えのある内容となっている．また，

著者も「はじめに」の中で述べているように，

中学・高校の理科教員の方々にも本書を奨め

たい．いずれの対象読者にとっても，精読の

価値の高い一冊となろう．

（上野勝美）

われていないシワリーク帯や非変成のレッサ

ーヒマラヤ帯についても記述されており，さ

らにヒマラヤを構成する岩石の20億年前から

の地史と主要イベントが紹介されており，読

者は巡検出発前にヒマラヤの全体像をイメー

ジできるような構成になっている．ネパール

ヒマラヤについては，地質帯区分や気候帯，

最大日降水量分布，植生区分などのカラー地

図が掲載されており，ヒマラヤのことを知ら

ない読者にとってはありがたい．

第２章では，実際に巡検を行うカリガンダ

キ河谷沿いの地質・地形および自然災害の概

要が，地質帯ごとに解説されている．各地質

帯の岩相，層序と構造が容易につかめるよう

に，地質図，断面図，柱状図などが代表的な

文献から転載されており，さらに著者等の調

査による最新のルート地質図が付け加えられ

ている．

第３章では，トレッキングの基点となるア

ンナプルナ南麓のポカラ盆地の地形と第四紀

層の見所，および国際山岳博物館が紹介され

ている．

第４章では，標高2800mのジョムソンから

3800mのムクチナートに至るトレッキングル

ート沿いに分布する，ジュラ系と白亜系およ

び氷河性の湖成・河成堆積物の見所が紹介さ

れている．残念なのは，氷河性の堆積物や湖

成堆積物については，岩田修二氏や吉田充夫

氏などの日本人研究者による先駆的研究（ネ

パール地質学会誌２・４巻の特集号ほか）が

あり，地層名も命名されているのに全く引用

されていない点である．

第５章では，三畳系からオルドビス系（～

カンブリア系）にわたるテチス堆積物下半部

の見所と高ヒマラヤ変成岩類との境界の露頭

が紹介されている．フランスの研究者の長年

にわたる地質調査の成果であるカラー地質図

と柱状図（Colchen & others（1986）から転

載），および見学地点を記したこの地域の５

万分の１の地形図が掲載されている．残念な

がら執筆者の中に古生物学や層序学の専門家

がいないために，豊富に産出する化石につい

ての記述がきわめて少ない．

テチス堆積物と変成帯の境界にあるとされ

ていた断層，アンナプルナ・デタッチメント

については，このルートでは断層関係が認め

られないことを明確に示しており（眼球片麻

岩と石灰質変堆積岩は貫入関係にある），新

しい知見として評価に値する．

第６章では，ヒマラヤ山脈のコアを成す高

ヒマラヤ変成岩類と，大規模な斜面崩壊の例

が紹介されている．片麻岩類と花崗岩類は巨

大なスラブを成し，近づいて観察できる露頭

は限られているが，Fm I, Fm II, Fm III（フ

ランスの研究者による区分）の代表的岩石を

網羅するように，主要な露頭が紹介されてい

る．また変成帯の基底を画すMCTとそれに

伴う幅広い剪断帯MCT zoneについても，マ

イロナイトが発達した４つの露頭が紹介され

ている．

第７章と第８章では，MCT zoneに湧き出
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Geology and Natural
Hazards along the

Kaligandaki Valley, Nepal.
Guidebook for Himalayan
Trekkers Series No.1

Edited by Bishal Nath Upreti
and Masaru Yoshida

「ネパール，カリガンダキ
河谷の地質と自然災害」

B. N. ウプレティ・吉田勝　編

Published from Department of Geology,

Tri-Chandra Campus, Tribhuvan

University, Kathmandu, Nepal, 165pp

including appendixes, 2005年３月出版，

A５変形，ISBN 99933-52-70-5，NRs. 850

（Nepal）/ US$ 40 / ￥4000（送料込み）



地質学や地球科学を学んでいる方，研究し

ている方，そして自然災害に関係する仕事に

従事されている方には，是非このガイドブッ

クを手にカリガンダキ河谷に沿うトレッキン

グルートを訪れ，ヒマラヤの自然と地質を直

に見ていただきたい．

ただ残念なことに，この10年の間にネパー

ルの政治・社会情勢は悪化の一途を辿ってお

り，マオイスト（ネパール共産党毛沢東主義

派）と武装警察や軍隊との衝突が各地で頻発

している．このガイドブックで紹介されてい

るカリガンダキ河谷も例外ではなく，執筆者

等が現地調査中にもトレッキングルート南端

に位置する郡庁所在地のBeni（ベニ）の政

府・軍関係の施設が襲撃され，多くの死傷者

がでた．以前ルート沿いに設置されていたト

レッキングの許可証を照合するチェックポス

トも襲撃され，代わりにマオイストが外国人

トレッカーから寄付金を徴収している（2000

している温泉のある村，タトパニ（1240m）

から下の弱く変成したレッサーヒマラヤ堆積

物（主にクンチャ層）とそれに伴う巨大な斜

面崩壊について記述されている．第７章はカ

リガンダキ河谷に沿う見学地点が紹介されて

おり，第８章ではアンナプルナ南麓の山を越

えるルート沿いの露頭が紹介されている．後

者では，3000m前後の峠や稜線を越えるので，

美しいアンナプルナやマチャプチャレの姿を

間近に見ることができる．またMCT zoneの

南縁を画すウレリ（Ulleri）眼球片麻岩を観

察することができる．

本書は2004年10月にカトマンズで開催され

た，JICAの自然災害科学・地質学フィール

ドワークショップのために準備された巡検案

内書を補充・改訂したものである．そのため

地質学用語になじみのない土木技術者や初学

者のために，18ページもの用語解説と脚注が

ついている．

～4000円前後）．これまで外国人トレッカー

が襲撃され死傷したことはないが，充分に注

意が必要である．トレッキングに際しては，

事前に外務省の海外情報を調べたり，カトマ

ンズで現地情報を確認することが肝要であ

る．

なお本書はカトマンズの書店，あるいはト

リチャンドラ・キャンパスの地質学教室で

850ルピー（約1360円）で購入することがで

きる．日本では編者の一人，吉田勝氏に連絡

すれば（e-mail: gondwana@oregano.ocn.

ne.jp，電話/FAX：0736-36-7789），航空郵送

料・手数料込み特別価格4000円で購入するこ

とができる．なお本書の売り上げは，執筆者

らの今後の研究・教育資金として使われると

のことである．

（酒井治孝）
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７月28日～８月４日

Vilnius, Lithuania. Sponsored by the

International Commission on the History of

Geological Sciences.

http://www.iugs.org/

○ZMPC200 6（ I n t e r n a t i o n a l
Symposium on Zeolites and
Microporous Crystals）
７月30日（日）～８月２日（水）

場所：米子コンベンションセンター（鳥取県）

http://www.zmpc.org/

月　August
○2006年地学団体研究会総会
８月18日（金）～21日（月）

会場：つくば市・産業技術総合研究所

http://wwwsoc.nii.ac.jp/agcj/tsukuba06.html

○第17回国際堆積学会議ISC2006
FUKUOKA
８月27日～９月１日

場所：福岡国際会議場

http://www.isc2006.com/index.html７

○第14回ゼオライト夏の学校
８月31日（木）～９月２日（土）

会場：鈴鹿サーキットフラワーガーデンホテ

ル

問い合わせ先：西山憲和（大阪大学）

TEL/FAX 06-6850-6256

E-mail: nisiyama@cheng.es.osaka-u.ac.jp

月　September
○第50回粘土科学討論会
９月７日（木）～９日（土）

会場：千葉科学大学マリーナキャンパス講義

棟

問い合わせ：

9

8

2006.7～

地球科学分野に関する研究会，学会，国

際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開

催場所をご案内致します．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

☆印は，日本地質学会行事．

月　July
○第43回アイソトープ研究発表会
７月５日（水）～７日（金）

場所：日本青年館（新宿区霞ヶ丘町7-1）

http://www.jrias.or.jp

○国際鉱物学連合第19回総会学術講
演会（IMA2006-Kobe）のお知らせ
７月23日（日）～28日（金）

場所：神戸国際会議場

http://www.congre.co.jp/ima2006/

○2006 Western Pacific Geophysics
Meeting
７月24日（月）～27日（木）

場所：北京（中国）

http://www.agu.org/meetings/wp06/

○国際鉱物学連合第19回総会学術講
演会（IMA2006-Kobe）
７月23日（日）～28日（金）

場所：神戸国際会議場

http://www.congre.co.jp/ima2006/

○ INHIGEO, "The History of
Quaternary Geology and
Geomorpholgy,"

7

第50回粘土科学討論会実行委員会　安藤生大

Tel. & Fax. 0479-30-4642 

e-mail：tando@cis.ac.jp

☆日本地質学会第113年学術大会
９月16日（土）～18日（月・祝）

場所：高知大学

○金沢大21世紀COEシンポジウム
「東アジアの大気環境汚染と健康・生
態系への影響」
Atmospheric pollution of East Asia and its

effects on ecosystem and human health

９月23日（土）

場所：東京大学弥生講堂

http://earth.s.kanazawa-u.ac.jp/chronology/

Air/homeJ.html

月　October
○日本火山学会秋季大会
10月23日～25日

場所：阿蘇・いこいの村

http://hakone.eri.u-tokyo.ac.jp/kazan/

VSJ1E.html

○日本地震学会2006年度秋季大会
10月31～11月２日

場所：名古屋市

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

月　November
○第２回国際シンポジウム“東およ
び南アジアの地質学的解剖”（IGCP
516）
11月14日（火）～19日（日）

場所：フィリピン・ケソン市PASAGAサイ

エンスガーデン

http://staff.aist.go.jp/hara-hide/igcp516
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４）Modern Biofacies Monitoringでは現生

の放散虫群集の水温や深度変化に依存した変

化が１件講演された．５）C e n o z o i c

Volcanismでは，ロシア極東地域や日本海周

辺域での第三紀火成活動の岩石学的特徴やマ

グマの成因，火山地質学的観点からのアプロ

ーチなどからみた，日本海形成前後の火成活

動についての４件の講演が行われた．６）

Recent Achievement of IODP/MOHOLE

Perspectiveでは，最近のIODP研究航海にお

ける韓国研究者の貢献や，マントルかんらん

岩やガブロなどの掘削による知見，フィリピ

ン海南部における海洋調査の現状，インド洋

における「しんかい6500」による最新成果の

紹介，海洋モホールに関連した国際ワークシ

ョップ，海洋モホール計画の意義と進め方，

オフィオライト研究の意義など，多彩な話題

に関して10件もの講演が行われた．このセッ

ションでは本シンポのもう一つのキーワード

であったモホールに関しても多くの講演がな

された．

ポスター講演では上記のテーマに関連した

17件が講演会場前の広いロビーに２日間にわ

たって掲示された．口頭による各２分間の紹

介が１日目の午前に行なわれ，昼休みをコア

タイムとして活発に議論が行われた．

１日目の夜には懇親会が行われたが，新潟

大学学長や副学長（超域研究機構長）なども

参加され，盛大なパーティーとなった．また，

新潟大学自然科学系長や副学長などはシンポ

ジウムの一部にも参加された．

シンポジウム翌日の５月１日には帝国石油

株式会社のご厚

意による南長岡

ガス田の深部天

然ガス坑井掘削

現場見学や新第

三紀層の巡検が

藤林紀枝・栗田

裕司氏の案内で

行われ，韓国か

らの参加者には

大変好評であっ

た．

韓国では韓国

IODPを今年度

に正式にスター

トさせ，IODP

アジアコンソー

シアムを発足・

標記のシンポジウムが４月29-30日の２日

間にわたって新潟大学にて開催された．海洋

調査や日本海の呼称などを巡って日韓の政

治・外交関係が極めて微妙な時期の直後であ

ったため，開催そのものも一時は心配された

が，韓国からは９名の参加があり，日本に滞

在している方を合わせて10名，参加者は両国

合わせて18機関の74名，発表数は口頭29件・

ポスター17件の計46件と大盛況で，今後の日

本・韓国の協力関係発展への巨大な一歩とな

った．

本シンポジウムは2004年11月27-28日に新

潟大学において開催されたシンポジウム「日

本海超深度掘削実現をめざして」の成果を引

き継ぎ，発展させるものとして企画された．

新潟大学では大学独自の研究機構として，超

域研究機構を３年前から立ち上げているが，

地質関係者を中心に「日本地球掘削科学コン

ソーシアムの拠点形成：海洋底地球科学分野

の強化と新領域の創成」プロジェクトとして

採択され活動している．その重要な一環とし

て前回に引き続く今回のシンポジウムが企画

された．また，金沢大学では地質関係者も加

わっている21世紀COEプログラム「環日本

海域の環境計測と長期・短期変動予測」が活

動しており，前回と同様にこの両機関が共催

し，日本地球掘削科学コンソーシアム（J-

DESC）後援，インターリッジジャパン協賛

として本シンポジウムが準備された．韓国

IODPとの折衝は，独立行政法人・海洋研究

開発機構の援助のもとに進められた．

２日間にわたるシンポジウムでは，１）

Keynote Addressとして２件の講演がなさ

れ，本シンポジウムの意義と目的や韓国

IODPの紹介がなされた．２）Curren t

Issues and Ongoing/Potential Proposalsでは

５件の講演がなされ，日本海域を中心とした

日韓両国における最新の研究成果や掘削プロ

ポーザルにおける科学目的などが紹介され

た．モンスーンの影響による環境変動解析や

最近話題となっているメタンガスハイドレー

トに関する最新の成果なども紹介され，幅広

い分野からの講演がなされた．３）Backarc

Opening and Crustal Structuresでは，日本

海形成モデルやテクトニクスに関わる話題や

日本海北東部と南西部との違いの成因，地震

波探査などによる地殻構造モデル，日本海沿

岸地域における堆積盆の形成プロセスとテク

トニクス，南海トラフにおける３次元地殻構

造解析の紹介など，７件の講演がなされた．

強化させていく方針で取り組んでいる．日本

海での掘削を実現していく上で隣国である韓

国との協力関係を発展させていく事は大変重

要と思われるが，今回の集会の最後の総合討

論では同様の集会を継続することの意義の確

認，今回の集会のproceedingsを印刷物・電

子ファイルで早晩出版することの２点につい

てが満場一致で合意された．次回は韓国にお

いて第２回合同シンポジウムを開催する事が

韓国側から提案され，そうした成果の積み重

ねをIsland Arcの特集号などとして企画して

いく事を検討する事も確認された．今回のシ

ンポジウムは今後の日韓間の協力・発展への

巨大な一歩を印した事は間違いない．このよ

うに，日本海を舞台とした掘削とともに，今

回のシンポジウムのもう一つのキーワードと

なった「21世紀モホール」へも重要な一歩と

なった．

今回のシンポジウムは，直前に日韓関係に

おいて日本海の呼称問題や海洋調査問題など

を巡って深刻な問題が発生したこともあっ

て，直前の宣伝を抑制せざるを得なかったこ

とは残念であった．また，本集会の開催は１

年以上前から企画されていたが，広く呼びか

ける時期が遅れてしまい，短期間で準備せざ

るを得ない情況となってしまったが，それに

も関わらず大変盛況となったのは，日本各地

から駆けつけてくれた参加者の熱意のおかげ

であった．ここにお礼を申し上げます．また，

本シンポの準備に当たられたシンポジウム事

務局（栗田裕司事務局長，藤林紀枝）の労力

は多大であった．

なお，今回のシンポジウムのプログラムや

概要は下記web pageに会場写真などととも

に載せてありますので，ご覧下さい．

http://geo.sc.niigata-u.ac.jp/̃kurita/JKOD

2006/

日本地質学会News ９（６）12

日韓合同海洋掘削シンポジウム（JKOD Niigata 2006）

シンポジウム世話人会（宮下，阿部なつ江，荒井章司）を代表して

宮下純夫（新潟大学）

学協会・研究会報告
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引用の場合は，著作者の承諾を得なくても著作物を利用でき

ます．このこと自体は，広く知られていると思います．もっと

も，どのような場合に「引用」と言えるのかは，必ずしも一義

的に明確ではありません．

引用については，著作権法第32条が定めています．そのうち

１項は「公表された著作物は，引用して利用することができる．

この場合において，その引用は，公正な慣行に合致するもので

あり，かつ，報道，批評，研究その他の引用の目的上正当な範

囲内で行なわれるものでなければならない．」と定めています．

因みに２項は，「国若しくは地方公共団体の機関，独立行政法

人又は地方独立行政法人が一般に周知させることを目的として

作成し，その著作の名義の下に公表する広報資料，調査統計資

料，報告書その他これらに類する著作物は，説明の材料として

新聞紙，雑誌その他の刊行物に転載することができる．ただし，

これを禁止する旨の表示がある場合は，この限りでない．」と

して，国などが作成した文書の引用，転載を原則自由としてい

ます．

引用の意義について，最高裁昭和55年３月28日は，次のよう

に判示しています．「ここにいう引用とは，紹介，参照，論評

その他の目的で自己の著作物中に他人の著作物の原則として一

部を採録することをいうと解するのが相当であるから，右引用

にあたるというためには，引用を含む著作物の表現形式上，引

用して利用する側の著作物と，引用されて利用される側の著作

物とを明瞭に区別して認識することができ，かつ，右両著作物

の間に前者が主，後者が従の関係があると認められる場合でな

ければならないというべきであり，」（中略）「引用される側の

著作物の著作者人格権を侵害するような態様でする引用は許さ

れないことが明らかである．」

つまり，引用に該当するためには，（1）報道，批評，研究，

紹介，参照，論評その他の目的があること，（2）明瞭区分性，

（3）主従関係（附従性），（4）公正な慣行に合致，（5）正当な

範囲内であること，（6）著作者人格権を侵害しないこと，が必

要です．加えて，（7）出所を明示する必要があります（著作権

法第43条２号）．

（1）については，厳格にこれらの目的が個別に存在しなければ

ならないのではなく，自己の論述を補強するために同様の見解

を紹介するような場合も含まれます．

（2）は，引用される著作物が，自己の著作物の表現と明瞭に区

別されることが必要であることを意味しています．「 」で括

る，ポイントを変える，インデントを変える，など方法は問い

ませんが，明瞭に区別できなければなりません．

（3）は，あくまでも自分の著作物が主であり，引用するものが

従であると客観的に認められなければならないことを意味して

います．紹介目的だからといって，１つの著作物のほとんどが

引用で占められているようなものは主従関係が逆転していると

言わざるを得ず，もやは適法な引用にはなりません．

（4）の公正な慣行に合致するとは，抽象的な要件ですので，著

作物の種類や利用態様，分量などの観点から総合的に評価する

ほかないと言われています（作花文雄『詳解著作権法』第３版，

335頁）．

出所を明示しない場合には，同時に公正な慣行に合致しない

ことになることが多いでしょう．

（5）の正当な範囲内といえるには，引用の範囲が引用の目的に

照らして必要最小限である必要があります．言語の著作物につ

いては，必要な一部分の引用で足りることが多いと思われます

が，写真や美実の著作物については，全部の引用が許されるこ

とが多いでしょう．

（6）の要件は，人格権として，同一性保持権，氏名表示権，公

表権を侵害しないことが求められます．

（7）は，出典・出所を明示することを求めるものです．出典や

出所を明示する方法は，ケースバイケースですが，慣行に合致

した方法が求められます．法律学では，法律編集者懇話会が

「法律文献等の出典の表示方法」を発表しており，これになら

う場合が多いといえます．地質学会にも一応の指針はあるとい

うべきで，これに著しく違反した出典の記載は不適切となりま

す．

次回は，これらの要件を踏まえて，具体的な裁判例を紹介す

ることにします．

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　嘱託

弁護士　高木宏行

著作権譲渡等同意書の解説（16）

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．



2005年度Island Arc編集委員会報告
日本地質学会Island Arc編集委員会

日本地質学会の公式英文誌であるIsland Arc（IAR）は，1992年

の発行から今年で15年目を迎えました．ご存知のように2006年に雑

誌名をThe Island Arcから Island Arcへ変更し，表紙のデザイン

を一新しました．また編集事務局長の渡部芳夫が2005年９月から角

替敏昭に交代しました．ここでは出版社であるBlackwell社が毎年

発行している出版報告をもとに，IARの現状を会員の皆様にご紹介

します．

第14巻に49編の論文を掲載

2005年に発行された第14巻には49編の論文が掲載され，全ページ

数は716ページ（訂正文，編集ノート，索引を含む）でした．2004

年（35編，552ページ），2003年（33編，442ページ）と比較すると，

過去３年間で最高の掲載論文数およびページ数となりました．これ

は，第14巻１号の特集「1999年Chi-Chi地震とChelungpu断層の活

動」に５編，４号の特集「ヒマラヤ―チベット地域の上昇とアジア

モンスーン：地質学的，地形学的，環境学的重要性」に12編，特集

「プレート収束・発散境界におけるオフィオライトの起源」に12編

の論文が掲載されているためです．なお，第14巻４号は旧雑誌名と

しての最後の号となりましたが，過去最大のページ数（422ページ）

となりました．2005年掲載論文の第一著者の所属をみてみますと，

日本が30件で最も多く，中国（4），イタリア（4），アメリカ（3），

フランス（2），ドイツ（2）と続きます．

オンライン講読数が80％増加

2005年のIARの講読状況は，会員講読186名（2004年は189名），

オンライン講読3,418機関（同1,892機関），機関講読99機関（同107

機関）でした．前年度に比べて会員講読および機関講読がやや減少

しているのに対し，オンライン講読が飛躍的に増加しています．特

にインドでは70件の新規オンライン契約が結ばれ，さらに50件が試

験的に講読中です．その他にも，パキスタン40件，中国21件，ベト

ナム29件，オランダ14件，クロアチア14件，イラン14件など，新規

にオンライン講読を開始した研究機関が増加しました．2005年に

IARのサイトにアクセスした機関の第１位は日本地質学会ですが，

第２位が中国科学院，第３位が中国地質大学と中国からのアクセス

が急増しています．

オンライン講読の増加にともない，Blackwell Synergyサイトか

らの論文のダウンロード数も多く，2005年は16,989件でした．この

数は2004年に比べて６％減少しましたが，今後も多くの読者がオン

ライン経由で論文を閲覧することが予想されます．Blackwell社は

2005年内の各論文のダウンロード数を集計しており，上位10編を報

告しています．昨年と同様に，編集委員会では，ダウンロードによ

るIAR論文利用への関心を高めていただくことを目的として，ダウ

ンロード数の多い論文を紹介することにします（表１）．一般的に

論文のダウンロード数は出版直後から増加して数ヶ月後に最大とな

り，その後徐々に減少すると思われます．したがって，表１では

2004，2005年出版の論文が10編中8編を占めています．なお，ダウ

ンロード数は実際の読者数と必ずしも比例しているとは限りませ

ん．例えば著者が自分の論文を何度もダウンロードすればこの数値

は大きくなりますので，あくまでも目安とお考え下さい．

2005年インパクトファクターは1.167（前年比38％増）

IARのインパクトファクター（IF）は，統計を開始した1999年の

1.000から2000年0.948，2001年0.732，2002年0.831，2003年0.641，

2004年0.843と１以下で推移してきましたが，2005年のインパクト

ファクターは大幅に増加してついに１を越え，1.167と過去最高に

なりました．これは前年の0.843に比べて38％増です．なお，2005

年のIFの算出方法は，2003年と2004年の２年間の雑誌に掲載され

た論文の被引用回数をもとに算出されています．つまり，この２年

間のIAR出版論文数（Ｘ）を分母とし，ISI登録全雑誌2005年出版

論文数における2003，2004年IAR論文の引用回数（Ｙ）を分母とす

る比（Ｙ/Ｘ）です．したがって，2005年のIFは77/66＝1.167とな

りました．ただし，地球科学関係の論文には10年以上経過しても引

用される論文がありますが，このような論文の価値は残念ながら

IFには反映されません．

なお，Blackwell社の報告によりますと，2004年IAR掲載の論文

のうち，2004年末時点で引用数が２以上のものは表２の通りでした．

この表を見ますと，第13巻１号の特集「海洋掘削計画Leg 186：そ

の後の成果」に掲載された論文が多数みられ，この特集が国際的に

もインパクトのあるものであったことが分かります．ただし，この

引用数は2004年末までの数値ですので，必然的に12月発行の４号掲

載論文の引用数は３月発行の１号に比べて少なくなると予想される

ことをご了解ください．表３にはIAR掲載論文を2004年に引用した

雑誌のリストを示します．

今後のIARの展望

地球科学分野におけるIARの位置づけを確立し，国際的により競
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Islands Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 15 Issue２が2006年６月に発行されました．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．

（Island Arc連絡調整委員会）

Vol.15, Issue 2 要旨

表１．2005年内にBlackwell Synergyサイトからダウンロードされ
たIAR論文のうち，上位10編．

ダウンロード数 ［巻-号，ページ］，著者（年）

239件 ［13-4，475-483］ Banno（2004）
205件 ［14-1，55-68］ Zhang et al.（2005）
179件 ［14-2，69-90］ Guo et al.（2005）
177件 ［14-3，215-235］ Miyagi and Takasu（2005）
165件 ［13-4，520-532］ Okudaira and Yoshitake（2004）
153件 ［13-4，484-505］ Zhang et al.（2004）
151件 ［14-2，150-164］ Takahashi et al.（2005）
140件 ［8-3，393-403］ Kamata and Kodama（1999）
138件 ［13-4，506-519］ Zamoras and Matsuoka（2004）
137件 ［8-2，125-153］ Ernst（1999）

表２．2004年出版のIAR論文のうち，2004年末時点で引用数２件以
上のもの．

引用数 ［巻-号，ページ］，著者（年）

６件 ［13-2，387-402］Oh et al.
４件 ［13-1，258-270］Deyhle et al.
４件 ［13-1，289-305］Motoyama et al.
３件 ［13-1，180-190］Kanamatsu and Niitsuma
２件 ［13-1，191-226］Kamikuri et al.
２件 ［13-1，306-317］Niitsuma



争力のある雑誌にするためには，何が必要でしょうか？　編集委員

会ではIARの将来を見据えた様々な検討を行っています．まず最近

のIARは，積極的に特集を組む方向にあります．タイムリーで質の

高い特集を掲載することはIARの国際的な知名度を上げるだけでな

く，インパクトファクターの増加や投稿者・講読者の増加にも貢献

できるでしょう．前述のように，第14巻には３件の特集が組まれま

した．また2006年の第15巻１号には，オフィオライト特集の後半11

編の論文が掲載されました．さらに年内に２件の特集が掲載予定で

あり，１件が現在も進行中です．

また，受理された論文をいかに迅速に掲載するかという点が，今

後IARが生き残っていく上で大きな課題となります．まず，本年度

から実施したオンライン投稿により，投稿から査読までの時間を短

縮することが可能となります．さらに，受理から掲載までの時間を

いかに短縮するか，編集委員会では年６号化を視野に入れて議論を

続けています．年６号の実現には昨年並みのページ数を今後も維持

していくことが必要となりますので，会員の皆様方の積極的なご投

稿をよろしくお願いいたします．
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1. Major and trace element provenance signatures in stream

sediments from the Kando River, San’in district, southwest

Japan

Edwin Ortiz and Barry P. Roser

島根県神戸川の河川堆積物における主成分元素・微量元素の起源特

性

島根県神戸川流域における基盤岩は２つに大別される．白亜紀－

古第三紀の花崗岩類・珪長質火山岩類が上流地域に卓越し，より苦

鉄質な主に中新世の火山岩・火山砕屑岩が下流域に分布する．また

地球化学的に特徴のある三瓶山アダカイト質火山噴出物が西方に分

布する．流域の河川堆積物86試料の２つの粒度区分（180μm以下

と180-2000μm）について，主成分元素と14微量元素の蛍光Ｘ線分

析を行い，淘汰と起源岩種の変化による粒度区分間の組成の差異を

調べた．＜180μm粒度区分では180-2000μm粒度に比べ，SiO2が減

少し大部分の他の主要元素および微量元素が増している．Na2O・

K2O・Ba・Rb・Srは180-2000μm粒度に比べ乏しいかまたは小さな

差異を示す．花崗岩類が卓越する流域からの堆積物は，K2O・

Th・Rb・Ba・Nbにより富むことで中新世火山岩類からの堆積物

と識別される．花崗岩類起源の＜180μm粒度区分もまたZr・Ce・

Yに富む．一般に中新世火山岩類起源の堆積物は，その苦鉄質な起

源を反映してより多くのTiO2・Fe2O3＊・Sc・V・MgO・P2O5を含

む．起源に三瓶火山を含む堆積物は，アダカイトの特徴を反映して

高いSr・CaO・Na2Oと低いYで特徴づけられ，この特徴は掃流物

質が均質化されるにつれ組成がより変化しなくなる下流の主流路ま

で持続する．起源岩の平均に対して規格化すると，＜180μm粒度

がいくつかの元素で富化されているのに比べ，180-2000μm粒度の

組成がその起源からあまり分別されていないことが示される．粒度

区分間の差異は花崗岩類起源の堆積物で最も大きい．堆積物の風化

指数は比較的低く，起源岩の風化は中程度で温和な気候であったこ

とを示す．いくつかの花崗岩類起源の＜180μm粒度では180-2000

μm粒度に比べジルコンの濃集が生じているものの，Th/Sc・

Zr/Sc比は全体として下流域における起源岩と均質化の両方を密接

に反映している．

Key words : stream sediments, geochemistry, major elements,

trace elements, provenance, sorting, weathering, Kando River,

Japan

2. Geomorphic characteristics of the Minjiang drainage basin

（eastern Tibetan Plateau）and its tectonic implications: new

insights from a DEM study

Hui-ping Zhang, Shao-feng Liu, Nong Yang, Yue-qiao Zhang and

Guo-wei Zhang

チベット高原東部の岷江（Minjiang）流域の地形学的特徴とそのテ

クトニックな意義：DEM研究からの新しい見解

張　会平, 劉　少峰, 楊　農, 張　岳橋, 張　国偉

岷山（Minshan）山脈とその周辺地域はチベット高原の東縁辺に

おける主要な大陸斜面をなす．岷江流域は四川盆地に隣接するこの

チベット高原の東縁辺に位置する．Shuttle Radar Topography

Mission（SRTM）で得られた数値標高モデル（DEM）の解析に基

づき，岷江流域の中で異なる特徴を有する領域に分けることができ

る．北から南への単調な起伏度の増加は，高原における第四紀堆積

物の形成および四川盆地に対するチベット高原東縁辺の広域的隆起

に起因する．またDEM解析によって明らかになった岷江流域の二

次的な流域の形及びそれらに分布する河川水路のプロフィールは，

東西方向に非対称である．岷江主流域においては，東部の二次流域

の輪郭長さおよび面積は西部のものより小さい値を示す．これらの

違いは岷山山脈における第四紀の隆起の空間的な変化に起因すると

考える．また西部より東部における河川長さと分岐比が小さい値を

示すことは，東部の河川系が発達途上であることとその若さを示唆

する．

Key words : geomorphology, Minjiang drainage basin, Tibetan

Plateau, SRTM-DEM

3. Middle Miocene to Quaternary primary basalt and high

magnesian andesite magmas of north Hokkaido, Japan:

Source mantle characteristics and degrees of partial melting

Hiroyuki Ishimoto, Kenji Shuto and Yoshihiko Goto

北部北海道における中期中新世～第四紀の初生玄武岩及び高マグネ

シア安山岩質マグマ：起源マントルの特徴と部分溶融度

石本博之，周藤賢治，後藤芳彦

北部北海道における中期中新世～第四紀の未分化玄武岩及び高マ

グネシア安山岩は３つの時期からなる大規模な火山活動により生じ

たものであり，これらは初期（12-10Ma），中期（9-7Ma），後期ス

テージ（3-0Ma）のものに区分される．本研究は，これら３期にわ
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表３．2004年１年間にIARに掲載された論文を引用した雑誌．

雑誌名 引用回数 インパクトファクター

Island Arc 57 0.843
Tectonophysics 54 1.383
J. Metamorph. Geol. 21 2.746
Lithos 20 2.567
Int. Geol. Rev. 19 0.817
その他 31 －



たって産する未分化岩類に含まれるカンラン石及びスピネルの化学

組成及び全岩化学組成などから，初生マグマの分離深度や起源マン

トルにおける部分溶融度の時空変遷を考察した．その結果，初期と

中期を境に溶け残りマントル中のスピネルのCr/（Cr+Al）が低下

していることや初生マグマの分離深度が浅くなったことが推定でき

た．すなわち起源マントル物質の改変やそれに伴うウェッジマント

ル内の温度構造の変化が示唆され，これは中期中新世における二つ

の背弧海盆（日本海盆及び千島海盆）拡大に関連する可能性が高い．

Key words : degrees of partial melting, North Hokkaido, olivine

fractionation, primary magma, segregation depth, Tertiary

volcanism

4. Characteristics of subcontinental lithospheric mantle

beneath Baegryeong Island, Korea: spinel peridotite xenoliths

Young-Woo Kil

朝鮮，白 島下の大陸下リソスフェア・マントルの特徴：スピネル

かんらん岩捕獲岩

白 島の中新世アルカリ玄武岩中に見出されるスピネルかんらん

岩についての地球化学的データは，リソスフェアの組成，化学的プ

ロセス，平衡温度圧力条件に関する情報を提供する．スピネルかん

らん岩捕獲岩はプロトグラニュラー組織とポーフィロクラスチック

組織の中間的な組織を呈し，上昇するアルカリ玄武岩マグマによっ

て偶然に捕獲されたものである．捕獲岩は深さ50～70km，温度

800－1100℃の場所に由来する．スピネルかんらん岩捕獲岩のモー

ド組成と鉱物化学組成の変化は，捕獲岩が１～10％の分別溶融を被

ったことを示す．白 島のスピネルかんらん岩は部分溶融によるメ

ルト抽出後に潜在的なマントル交代作用を被った．スピネルカンラ

ン岩を肥沃化した交代作用の媒体はカーボナタイト・メルトであっ

た．

Key words : Baegryeong Island, lithospheric mantle, spinel

peridotite, metasomatism.
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日程：９月18日（日帰り）

見学コース：７：30はりまや橋出発→日沖→室戸岬→行当岬→大山

岬→手結→17：30高知龍馬空港→18：30JR高知駅

主要見学対象：

（１）中新世の枕状溶岩

（２）室戸岬の完新世隆起の証拠

（３）中新世付加コンプレックスの層相と構造

（４）室戸岬ハンレイ岩体

（５）古第三系タービダイト相の堆積構造と砂岩岩脈

（６）結晶片岩礫を含む礫岩相

（７）上部白亜系のメランジ相

定員：15名

案内者（＊リーダー）：吉倉紳一＊（高知大学）・波田重煕（神戸女

子大学）

費用概算：5,000円（バス代・保険代・資料代）

地形図：必要箇所は案内者がコピー配布

備考：

（１）マイクロバスを使用

（２）当日の状況により見学地点を変更することがあ

ります

（３）昼食は各自持参ください

（４）小雨決行します

（５）高知龍馬空港で次の便に搭乗できます（ただし、５月現在の

時刻）

東京行18：40（最終便）・大阪行18：10と19：10（最終便）・福岡行

17：50（最終便）

申込締切：７月31日（月）

申込先：下記宛にFAXまたは，メールで，氏名・連絡先を明記の

うえ，お申し込み下さい．

日本地質学会地学教育委員会　府川宗雄

電話 03-5823-1150 FAX 03-5823-1156

e-mail: main@geosociety.jp

地学教育のページ

地
学
教
育

日本地質学会第113年学術大会（高知大会）関連行事

教員対象見学旅行「室戸半島の四万十帯」



2000年三宅島火山噴火と砂防施設

三宅島避難島民の帰島から１年経過した2006年４月21日から23

日，関東支部主催の「2000年三宅島噴火と火山災害についての現地

見学会」を開催できました．参加者は案内の津久井先生（千葉大）

を含め総勢11人．出発前は危険区域への立入り許可申請の事務手続

きや当日の条件付き就航など前途不安なものがありましたが，結果

的には火口近くまで登れるなど，時折の雨模様の中無事予定どおり

の日程をこなすことができました．参加者の中で最も若い杉内さん

に参加の感想文をいただきました．

杉内由佳（立正大学地球環境科学研究科修士２年）

「三宅島地質見学会に参加させて頂きました．私は，卒論の時に

神津島天上山838年テフラと新島向山886年テフラを化学組成で識別

することをテーマとしていました．その時の試料には，三宅島で採

取された試料も含まれていましたが，それは実際に自分が現地で採

取した試料ではなく，今回の巡検の案内者であった千葉大の津久井

先生提供の試料でした．津久井先生の案内で三宅島をまわると言う

のであれば，自分の試料の故郷である露頭も見られるかもしれない

と思ったのです．そのような経緯があり「露頭を見よう！」とその

一心で巡検に行く事にしました．もちろん，三宅島の2000年噴火や，

過去の三宅島の火山活動にも興味がありました．

４月22日朝５時過ぎ，竹芝桟橋を出港してから約７時間後に三宅

島に到着．三宅島は，2000年９月に雄山が噴火を起こし，三宅島の

全島民は，噴火以来約４年半以上に亘って島外で避難生活を送って

いました．火口からは現在も二酸化硫黄などの火山ガスが出続けて

いるため，島内ではガスマスクの携行が義務付けられています．そ

のために，巡検開始前に参加者全員にガスマスクが提供されました．

この日はバスで島内を移動しながら，数箇所の露頭を見学しまし

た．その主な見学場所は以下の通りです．

Stop１：村営レストハウス（跡）周辺では，2000年の噴出物を見

ることができました．また，旧登山道のアスファルトには，数

10cm大の火山岩塊がいくつもめり込んでいました．

Stop２：佐久間工務店資材置場は，私が見たいと思っていた露頭

で，神津島天上山838年テフラと新島向山886年テフラに挟まれた雄

山スコリアがみられました．

Stop３：旧阿古小・中学校跡では，校舎に流れ込んだ1983年熔岩

流を見学しました．校舎の屋上には2000年噴火のテフラが積もって

いました．

Stop４：阿古鉄砲場では，1983年の熔岩流により埋まった自動車

を，バスの車内より見学しました．

Stop５：伊ヶ谷漁港そばの露頭では，三宅島の古い地層が露出し

ており，AT火山灰や，白色流紋岩質火山灰がみられました．

Stop６：伊豆岬では，道路下と道路上の２ヶ所の露頭を見学しま

した．道路下では，足元に約7000年前の大船渡爆発角礫岩が広がっ

ていました．それ以降の堆積物が，ここStop６で見られたわけです．

道路上の露頭では，八丁平テフラや，Stop２にもみられたような，

神津島天上山838年テフラと新島向山886年テフラに挟まれた雄山起

源のスコリアもみられました．

Stop９：椎取神社では，2000年噴火の火山灰に雨が降ったことで

生じた泥流により神社の鳥居が埋められた現場を見学しました．

バスで島内を移動しているときや，旧登山道を歩いているときに

印象的だったのは，周辺に見える木々が火山ガスの影響で立ち枯れ

を起こし，幹が白く変色していたことです．また，人工物が火山噴

出物により破壊されていたり，埋められていたりしているのを見て，

火山は人間の力ではとうてい及ばないような大きな力を持っている

ことを改めて感じさせられました．

宿に戻り，夕食後は学習会がありました．三宅島の噴火史につい

ての講義や，2000年噴火の際の映像資料をいくつか鑑賞しました．

４月23日は，朝からあいにくの雨でした．昨日同様にバスで島内

を移動しつつ，傘をさしながら，いくつかの砂防施設や露頭を見て

まわりました．2000年噴火以後，噴火災害に対応するために，島内

にはいくつもの砂防施設が建設されました．本来の自然環境ならば

このような砂防施設はないものです．私は，土石流や泥流が発生す

るのも自然現象の一部であると考えます．しかし，土石流や泥流が

発生した時，そこに人間活動があると災害になってしまいます．そ

こに人間活動がある以上，被害を出さないようにする防災が必要で

あり，そのためにたくさんの砂防施設を建設しているのだろうと思

いました．地獄谷の砂防えん堤を見学した時には，三七山の植生が

ここ数年で急に戻ってきているという事について面白い議論があり

ました．議論の結果，三七山周辺に2000年の噴火で白いテフラが降

ったが，そのテフラがスコリアの下に染み込み不透水層を形成し，

それで三七山周辺に植生が急に戻ってきたのではないかということ

に落ち着きました．

三池浜周辺（Stop10）では，９世紀に起きたマグマ水蒸気爆発の

噴出物，三池浜爆発角礫岩が堆積しており，インパクト構造も見ら

れました．大路池（Stop11）は，マグマ水蒸気爆発でできたマール

に水が溜まったもので，島の最大の水源となっているそうです．

今回の巡検では，三宅島の過去の火山活動や，噴火災害に対応す

る施設などについて勉強することができ，大きな収穫を得る事がで

きました．また，私以外の学生や女性はいませんでしたが，巡検を

楽しむことができました．最後に，巡検の案内をして下さった津久

井先生と，幹事の中山さん，そしてご一緒された参加者のみなさん

に心からお礼申し上げます．」
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雄山南西側斜面にて　散在する岩塊は2000年８月18日噴火のもの．

後段中央が案内者の津久井雅志先生

支部コーナー

☆関東支部
地質見学会報告



2005年３月４日から７日にかけて鹿児島県甑島において，第７回

プロジェクトA（リーダー九州大学　清川昌一）が「地球4D解析」
―Dr孤島に残された太古の歴史―というテーマで開催された．
毎年各地を転々としながら開催されるこのプロジェクトAには日本

各地から地球科学に属する様々な若手研究者・学生が集まり，巡検

やそれぞれの研究報告を行っている．今回は，数年前から鹿児島県

甑島で地質調査を行っている藤内智士（東大海洋研）・大岩根尚

（九州大）両名が先頭に立って準備を進め，薩摩川内市教育委員会

里教育所の岸広徳さんの多大なるご尽力により，参加者42人（７大

学・２研究所）という離島でのプロジェクトA開催をやってのけた

（写真１）．

３月４日，準備のため1日早く甑島に到着していた我々は港で参

加者たちの乗るフェリーを待っていた．どこまでも続きそうな水平

線の向こうからフェリーがゆっくりと近づいてきたとき，これから

始まるプロジェクトAに胸は高鳴っていた．甑島に到着した参加者

たちはバスに乗り込み，まずはプレ巡検として上甑島の北部に位置

する貝池に向かった．貝池は「二重底の池」として知られ，海水と

淡水が入り混じり密度成層をなしている．そのため酸化還元境界が

水深５ｍ付近にでき，その境界に紅色硫黄細菌や緑色硫黄細菌など

の細菌が高密度で生息している．この層が湖底面のように見えるた

め，二重底といわれている．今回は，小栗一将（IFREE・

JAMSTEC）氏を特別に招いて案内していただき最新の成果を聞く

ことができた．また，実際にコアラーによる堆積物のサンプリング

も行った．実際の堆積物はふわふわして非常になめらかであり，普

通の粘土とは違っていた．最近はやりの泥パックにすると効果があ

るのではと感じた．

プレ巡検後，どたばたと班分して夕食準備・風呂を経て，シンポ

ジウム会場である「里町中央公民館内の体育館」に向かった．初日

はまず，清川昌一・藤内智士・大岩根尚・小栗一将（IFREE・

JAMSTEC）氏の４名が地元住民を対象に講演会が行われた（写真

２）．発表会場は舞台のある体育館で，なんと地元住民の方々が100

人近く集まった．普段絶対に興味を持ちそうにない海やけしたおじ

さんなどが，皆真剣に聞いて下さり，普段何気なく見ている断崖絶

壁の謎を真剣に聞いていた．かな

り密なスケジュールで進むの

がこのプロジェクトA

の特徴である．９

時半ごろに講演

会が終わり，すぐに参加者によるシンポジウムを開始した．長旅で

やっとたどり着いた甑島の一日は，無事日付の変わる前に初日のシ

ンポジウムを終えた．

２日目は，天候を読んで巡検を行うことになった．まず２班に別

れて船上からの露頭観察と上甑島南部の江石地域の巡検を行った

（写真３，４）．今回のメインイベントである船上巡検は，観光船

「かのこ」に乗船させていただき行われた．東シナ海の荒波にもま

れている甑島は，まるでグランドキャニオンを思わせるような水平

な縞々の地層の大露頭が広がっていた．日本でもこのようなダイナ

ミックな地層が広がっているのだと，改めて感動した．船酔いも忘

れて，地層に見入った．陸上での江石地域では古第三系上甑島層群

の赤色泥岩層と白色砂岩層からなる河川堆積物を観察した．特に２

枚の赤い地層が正断層によってあたかも３層の地層に見えるところ

が，興味深かった．その後，２班は合流して今回の巡検の目玉であ

る「鹿の子断層」の観察を行った．中甑島北西に位置する鹿の子断

層は変位量約1000mで厚い破砕帯を持っている．破砕帯を挟み北側

に上甑層群の白色砂岩層，南側に後期白亜系姫浦層群の砂岩泥岩互

層が接している．甑島の地質に詳しい藤内智士・大岩根尚両名の案

内の下，日本のグランドキャニオンこと甑島の地層を堪能した．夜

は若手中心の，毎度おなじみの慌しいが中身のある発表が行われた．

特に，同じ世代のほかの大学の人たちや，学部生も多く参加し，彼

らの地球科学への意気込みに圧倒された．

３日目は丸一日夜遅くまで発表会が続いた．大雨だったが，発表

ごとに雨の音よりも大きな拍手が響いた．プロジェクトAでは様々

な分野の研究者が集まるために，層序学・地球化学・古海洋学・古

環境学・構造地質学・岩石学など様々な分野の話を聞くことができ
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写真１．到着直後の面々．まだ緊張感が漂う．上甑島長目の浜にて．

写真２．一般講演で壇上に立つ講演者：左から大岩根さん，小栗博

士，藤内さん．

長谷川孝宗
（九州大学地球惑星科学部門　修士2年）

第7回プロジェクトA in Koshiki JIMA

写真３．船上からみた，始新統河川堆積物の上甑層群（レインボー

クリフ）．赤，白，緑，黒，オレンジ色と非常に色鮮やかな互層で，

藤内さんが命名．



た．地球科学は様々な分野が複雑に関連したシステムをなしている

ことを痛感し，それらを分かりやすく勉強できる，このプロジェク

トAは非常に勉強になった．しかし，他分野のお話は聞いたことも

ないような専門用語が飛び交い，まったく理解できないような話も

多く，自分自身の勉強不足を痛感することにもなった．また，逆に

他分野の方に自分の研究発表を行うことの難しさも知った．特に今

回のシンポジウムには多くの学部生の方が参加していたため，自分

の研究内容を理解してもらえるように努力したつもりだが，なかな

かうまくいかなかった．研究者の方々は，研究もさることながら発

表の仕方がとてもうまく，研究内容のほうは理解できなかったが，

自分の考えを他人に伝えるコツなどを学ぶことができた．この夜は

星空を見ながら，甑島館の露天風呂に入り疲れをいやした後，岸さ

ん宅に全員招かれ，夜中まで地質学からはじまり，大学とはなんぞ

や，人生とはなんぞやとつい数日前に初めてあった人々と語り明か

した．

４日日（最終日）は，再び春の穏やかな陽気になり，中甑島で白

亜系姫浦層群の巡検であった．ここでは全面露頭を地質初めてとい

う初心者も含めて，起伏のある海岸線を歩き，真っ黒な地層の姫浦

層群が異常巻きアンモナイトや貝化石などを見つけるごとに歓声を

上げた．すこし汗ばむ陽気のなか，甑島を見渡せる展望台で仲良く

昼食をとり，離島に残された太古の歴史を語り合った（写真５）．

最後に，今回のプロジェクトAには多くの学部生が参加しており，

同年代の学生が多かったので話しかけやすくいろんな大学の人と知

り合うことができた．夜には寝る間も惜しんで語り合い，親交を深

めた．また，甑島の方たちには宿泊場所を提供していただき，食事

の準備を手伝っていただくなど非常に多くの援助をしていただい

た．きらきら輝くキビナゴの刺身は，言葉にならないおいしさであ

った．今回は，薩摩川内市教育委員会里教育所方々の多大なるご尽

力と甑島の人々のご協力により開催できたと思われる．この成果は

南日本新聞にも取り上げられ，地質学も村おこしに一役買うことが

できるのだと思った．我々フィールドを基礎にした地質屋（卵）は，

地元の人とともに地球の謎を解き明かして行くのだと，痛感した．

来年のプロジェクトAではより成長した姿を皆さんに見せたい．

参加者，清川昌一，伊藤　孝，池原　実，北島富美雄，山口耕生，

金原富子，橋本善孝，小栗一将，岡崎裕典，尾上哲治，境　雅夫，

黒田　怜，中村裕輔，宍戸美由紀，高橋利明，井上博之，渡邊みづ

き，内藤和也，藤内智士，松本さやか，荻野慎太郎，安田知佳，山

口真理子，吉田麻美，大岩根尚，狩俣薫，有馬和宏，安永　雅，長

谷川孝宗，高下将一郎，稲本雄介，二宮知美，久保公央，中野貴之，

米村和紘，安藤高太郎，向吉秀樹，飯田亮子，梶　海彦，大場裕史，

川村明加，荒川洋平
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写真４．下甑島の最

も有名なナポレオン

岩（キン肉マンにも

登場する）．上部白

亜系姫浦層群が侵食

作用によって残され

たもので，下位の泥

岩が削られその上

の，厚い砂岩が鼻に

写真５．Project Aの巡検も無事おわり，うち解けた参加者．中甑

島東海岸にて．

みえる．砂岩は上方細粒化しており，目のあたりが泥になり，再び

上方の砂の層が頭をつくる．海岸線は数百ｍの断崖連続露頭が広が

る．

院生コーナー

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．
f04j003d@mail.cc.niigata-u.ac.jo 梅津慶太（新潟大）
tksmcdr@hiroshima-u.ac.jp 高島千鶴（広島大）
iba@eps.s.u-tokyo.ac.jp 伊庭靖弘（東京大）
s059702@matsu.shimane-u.ac.jp 河野重範（島根大）

訃　報

名誉会員 棚井敏雅（２月25日） 正会員 浅山　哲二（2002年10月９日） 宮村　　学（４月15日）
今井　功（３月25日） 白石　秀一（2005年８月） 川上　　廣（５月22日）
氏家　宏（４月26日） 岡本　和夫（１月１日） 阿久津　純（６月４日）
小島丈兒（６月１日） 清水大吉郎（２月８日）
羽田　忍（６月２日） 三浦　　亮（３月４日）



名誉会員　棚井敏雅先生のご逝去を悼む

本会名誉会員の棚井敏雅先生は本年２月25日早，内臓疾患のため

亡くなられました．享年83歳でした．

棚井先生は，第一高等学校理科甲類を経て，昭和21年９月に東京

帝国大学理学部地質学科を卒業されました．同年10月から東京帝国

大学理学部大学院に進学されましたが，昭和22年９月には東京帝国

大学理学部副手となりました．昭和26年10月からは通商産業省工業

技術院地質調査所技官になり，地質調査の現場を経験されましたが，

昭和31年４月には助教授として，北海道大学理学部地質学鉱物学教

室の教員となられました．昭和36年２月には「本邦の新第三紀植物

群の変遷（英文）」により，東京大学より理学博士の学位を授与さ

れておられます．その後47年８月には教授に昇任されましたが，昭

和62年３月に停年退職して名誉教授になられるまで，31年の長きに

わたって燃料地質学講座を主宰して，石炭地質学と古植物学の教育，

研究に務め，多数の優秀な地質学者・地質技術者を育て上げられま

した．定年退職後も，静岡大学と横浜国立大学の非常勤講師や国立

科学博物館客員研究員をつとめるなど，教育と研究に対する情熱は

定年退職後も衰えることがありませんでした．

先生の主要な研究テーマは，白亜紀および新生代古植物群の研究

でしたが，特に，被子植物化石について多数の論文・報文を発表さ

れ，トータルで293種にもおよぶ新種を提唱されました．また，東

アジアおよび北アメリカのカエデ属化石について，葉微細脈の比較

形態学的手法を用いた分類学的検討を行い，カエデ属の系統進化を

明らかにするとともに，分布変遷との関連を抽出することに成功さ

れました．同様に，南北両半球のブナ科植物化石などを取上げて，

東アジアにおける現世温帯森林の起源と発達を考究されました．こ

れらの成果は系統進化と植物地理を融合させた研究として注目さ

れ，国の内外で高く評価されています．さらに，我が国の植物群が，

第三紀，特に新第三紀においてどのような変遷をとげたかを詳細に

研究されました． この研究成果は，日本列島の古気候変動の証拠

となるもので，極めて重要な貢献であることが高く評価され，昭和

41年1月東宮御所にて，皇太子殿下（現，平成天皇）に「第三紀植

物群の変遷史」についてご進講されるという名誉に繋がりました．

また，先生は石炭を挟在する新第三紀の地層群についても広汎に

研究し，日本の炭田の開発に貢献されました．この関係で先生は，

炭田探査審議会，石炭鉱業審議会，鉱業審議会，石油審議会の各専

門委員をつとめられました．また，夕張新鉱の事故に際しては，事

故調査委員会委員となられましたが，新エネルギー開発機構の石炭

資源開発基礎調査委員会にも参加されました．昭和61年５月には，

新エネルギー開発機構の日中石炭共同探査調査団の団長として，中

華人民共和国中部地域において炭田開発適格地域の調査選定にも貢

献されました．さらに，北海道開発庁の地下資源調査員や北海道の

鉱業振興委員会，総合開発委員会の委員でもありました．このよう

に，先生は，国内石炭鉱業の振興と北海道経済の進展に大きく貢献

し，地質学者として地域社会の発展に大きく寄与されました．国立

大学の法人化後とみに重視されている地域社会への貢献と連携とい

う点で，模範的な先例といえましょう．

北海道大学においては，大学院委員会委員をはじめ，各種の委員

を歴任し，大学の発展に尽くされました．また，非常勤講師として，

東京大学・京都大学・東北大学・九州大学・筑波大学・熊本大学・

北海道大学工学部等に出講して，新生代の古植物学に関する学問の

普及に努められました．

学会にあっては，文部省学術審議会専門委員，日本学術会議の古

生物学研究連絡委員会委員，日本古生物学会・日本鉱山地質学会・

東京地学協会の評議員を歴任し，昭和60年２月からの日本古生物学

会の会長を２年間つとめられました．また，昭和54年１月から61年

１月まで，ユネスコ，国際生物科学連合（IUBS）傘下の組織であ

る，国際古植物学研究機構（IOP）の日本代表をつとめられ，昭和

43年６月から平成８年５月までの28年間にわたって，オランダの

Elsevierから出版されている国際学術誌「古植物学・花粉学評論

（Review of Paleobotany and Palynology）」の編集委員もつとめら

れました．先生は，古植物学の発展に尽くした功績を認められて昭

和54年１月には日本古生物学会より学術賞をうけ，昭和44年の第11

回国際植物会議（米国，シアトル），昭和56年の第13回国際植物会

議（オーストラリア，アデレード），昭和62年７月の第14回国際植物

会議（ドイツ，ベルリン）において，招待講演も行っておられます．

先生は風貌が優しく物腰も柔らかでしたが，事の本質をズバリと

言い当てる辛辣とも言える辛口コメントがお得意でした．これはい

い加減な妥協を嫌う先生の厳しい研究態度に由来するものでしょ

う． 先生は研究者としての厳しさと教育者としての優しさを合わ

せ持っておられ，学生には厳しくかつ優しく接されていました．卒

論学生のフィールド指導にあっては，露頭観察の時はもちろん，宿

舎での調査成果をまとめにあたっても，観察の甘さや非論理的思考

をビシビシ指摘されました．指導は学生が本質を理解するまで続き，

それが深夜におよび就寝させてもらえなかった学生もいたようで

す．他方，卒論修士論文等の発表会間近には，先生が深夜まで学生

に付き合い指導されることもありました．

エネルギー産業への就職者が多かった燃料講座は，主要エネルギ

ー源の変転に伴う就職先企業の盛衰が激しく，少なからぬ卒業生が

専門と異なる部署への異動，転職さらには失職と翻弄されました．

先生は，上京の折，そのような卒業生を訪ねて励まし相談に乗られ

る教え子思いの方でした．

謹厳な研究者として近づき難さを感じる事も多い先生でしたが，

学生からみて思いも寄らぬ一面も持ち合わせておられ，それを知っ

た時は皆ほっとしたものです．実は助教授時代の先生はパチンコが

大変お好きでした．内地や道内での巡検指導に際して，鉄道移動の

折に列車の待ちの時間があると，先生の姿がいつのまにか消えてい

ることがありました．そういうときはよく駅前パチンコ店で遊んで

おられました．電動式はもちろん連発式も出現していない頃でした

が，ご自分でも自慢されるほどお上手で，戦利品のチョコレート，

クッキー等を学生に配られニコニコされている姿も見うけられまし

た．学問に関することは厳格でも，人間味のある暖かいお人柄であ

ったと思い出される次第です．

なお，ご家族の要望によりご家族の住所の公表は控えさせて頂き

ます．

（岡田尚武・三木昭夫）

日本地質学会News ９（６）20

追　悼



３）新旧理事の交代と役割分担について

総会前であるが，本理事会は新旧合同理事

会として，先に開かれた新旧４役会議（4/29）

で話し合われた2006年度理事会の構成と役割

分担案について，齊藤会長から説明があり，

了承された．

2005年度　第７回

定例評議員会議事録

2006年６月10日

日本地質学会　評議員会

議長　石渡　明

副議長　三宅康幸

日時：2006年５月13日（土）14：00～18：15

場所：北とぴあ　901会議室（東京都北区王

子1-1）

出席者：齊藤靖二会長　加藤碵一副会長　木

村　学副会長

（評議員　21名） ＜1.5年任期＞　石渡　明

梅田美由紀　加藤　進　小嶋　智　酒井治

孝　嶋本利彦　高橋雅紀　滝田良基　新井

田清信　松岡　篤　丸山茂徳　三次徳二

＜2.5年任期＞　安間　恵　永広昌之　田近

淳　新妻信明　楡井　久　保柳康一　三宅

康幸　矢島道子　横山俊治

（理事　11名）渡部芳夫常務理事　上砂正一

大友幸子　狩野謙一　公文富士夫　倉本真

一　高橋正樹　中井睦美　久田健一郎　宮

下純夫　向山　栄　（事務局）橋辺菊恵

欠席者　評議員（委任状　16名）：会田信行

赤羽久忠　足立　守　荒戸裕之　磯闢行雄

板谷徹丸　国安　稔　紺谷吉弘　榊原正幸

佐々木和彦　柴　正博　田崎和江　巽　好

幸　山路　敦　脇田浩二　八尾　昭

欠席者　評議員（委任状なし）：阿部国広 鳥

海光弘　納谷友規

理事（３名）：天野一男副常務理事　徐　垣

増田富士雄　

オブザーバー　Simon WALLIS 中山俊雄

＊高橋雅紀・松岡　篤の両評議員を書記に選

出．

＊成立員数（21/40）に対し，出席21名，委

任状16名で，評議員会は成立.

○報告事項

Ⅰ　理事会報告

１　運営財政部会

１）総務委員会

庶務関係（担当理事-公文）

・横浜国大21世紀COEプログラム，生

物・生態環境リスクマネジメントによる

シンポジウム「生態環境リスクマネジメ

2005年度　第21回理事会

議事録

2006年６月５日

日本地質学会会長　齊藤靖二

期　日：2006年５月13日（土）

10：30～12：50

場　所：北とぴあ　901会議室

出席者：齊藤会長，加藤副会長，木村副会長，

渡部常務理事・天野副常務理事・上砂・大

友・狩野・倉本・公文・高橋・中井・久

田・宮下・向山の各理事，橋辺（事務局）

伊藤・佃新副会長，中山・Wallis新理事,

石渡議長，三宅副議長，

欠席理事：徐・増田

１）報告，その他

会員関係（担当理事-倉本）

１）入会

正会員（1）石川孝織

正（院生割引）（8）矢野　健，山家慎之助，

田村芳隆，船越郁生，窪島光志，ムハンマ

ド・シャフィウル・ハミド，上塘　斎，高

橋　聡

２）退会：正会員（3）宇都宮秀幸，吉田

弘安，小林一恵

３）逝去者： 宮村　学（4/15），氏家　宏

名誉会員（4/26）

会計委員会

・地質基準委員会より，委員会参加の旅費

補助について要請があった．

予算枠に沿って会計委員会において検

討，処理することとした．

地球惑星連合

・脇田氏より運営委員を総会終了後から中

江訓氏（産総研）と交代の申し出があり，

メール審議で了承した．

・次次期プログラム委員長の要請の件

セッション設置の比較的多い学会が持ち

回りで委員長を交代することになり，今

年度は地震学会から委員長を，地質学会

からは来年度の委員長となるべく人を副

委員長としてだすこととなった．中江氏

に対し，運営委員と共にプログラム副委

員長も兼務していただくよう,打診する

こととした．

・中井理事より，地球惑星連合ならびに同

教育検討委員会が中教審に対する提言案

（義務教育段階での理科のあり方に関す

る提言）を検討していることが報告され

た．５月中に提出予定．

２）評議員会議事進行について

報告事項および報告者，評議事項および提

案者の確認と時間進行について検討した．

ントへのアプローチ―丹沢山系から相模

湾まで―」（３月22日）の共催を承諾し

た．

・東大地震研究所より「国際シンポジウム

SEISMIX2006」（JAMSTEC,防災科学技

術研究所共催）（９月24-29日，巡検30-10

月２日）の協賛を承諾した．

・「Techno-Ocean 2006/19th Ocean

Engineering Symposium」（10月18日-20

日）の協賛依頼を承諾した

・科学教育研究協議会第53回全国研究大会

（主催：同　運営委員会，８月２日～４

日，慶応義塾高校および関東学院高校）

の後援依頼があり，例年どおり了承した．

・GUPI GEOFORUM2006「国土と地質

と観光と」（主催：NPO法人地質情報・

整備活用機構，４月７日，日本財団ビル

２階会議室）の後援依頼およびCPDプ

ログラム認定依頼があり，了承予定．

・第44回原子力総合シンポジウム（主催：

日本原子力学会，５月末）の共催依頼が

あり，例年どおり了承した．運営委員と

して高橋理事の了承を得て，推薦した

JABEE委員会（委員長-天野）

・2006年度より福沢仁之会員に委員長を交

代し，同時に分野別委員も同氏に交代し

た．

技術者継続教育委員会（委員長-担当理事-

公文）

関連学会連合（担当理事-天野）

自然史学会連合（運営委員-森田利仁）

・2006年度より斎木健一会員に委員を交代

することとなった．

地質科学関連学協会連合

地理学関連学会連合

会員関係（担当理事-倉本）

前回から今回までの入退会ほか

①入会

正会員（10）：寺田暁彦，川村　淳，山田

耕三，安　瑾鎬，杉本恭一，横山隆雄，高

橋裕司，篠原巧吉，倉地亮宜，石川孝織

正会員割引（15）：川島真季，大川直樹，

青木一勝，寺部和伸，菅沼優介，中田健太

郎，田淵裕司，矢野　健，山家慎之助，田

村芳隆，船越郁生，窪島光志，ムハンマ

ド・シャフィウル・ハミド，上塘　斎，高

橋　聡

準会員（1）：半田さつき

②退会146名（正　129名，院生割引会員17

名）

③逝去９名

名誉会員［３名］：棚井敏雅（06/2/25），

今井　功（06/3/25），氏家　宏（06/4/26）
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②　2005年度の活動報告

・第46次（2004.12-2005.2）観測の調査

報告と今後の問題点の抽出

・第47次（2005.12-2006.2）観測の概要

・国際研究集会等の報告

・将来計画，とくに2007年～2010年にお

けるセールロンダーネ山地調査計画の

立案と策定

・国際極年（IPY2007-08）への対応

（2）地質環境の長期安定性に関する研究委員

会　（委員長-高橋正樹）

① 2006年度も委員会活動を継続する．現

在の委員は次のとおりである．

委員長：高橋正樹（日大），副委員長：

増田俊明（静大），事務局：吉田英一

（名大）

金折裕司（山口大）石橋克彦（神戸大）

楡井久（NPO地質汚染機構）岩松　暉

（GUPI）鹿園直建（慶応大）玉生志郎

（産総研）宇井啓高（富山大）梅田浩司

（原研機構）吉田鎮男（東電設計）

②　2005年度活動報告

地質環境長期安定性委員会は，放射性

廃棄物の地層処分に関する地質学的テー

マの検討や，将来重要と考えられる研究

テーマについての検討を行っている委員

会である．今年度の活動としては，地質

学会における夜間小集会をメインに，地

層処分に 関する現状や地球科学的問題

点についての意見交換，議論を主体に行

ってきた．とくに意見交換では，委員会

メンバーに加え，外部からの情報提供者

として，原子力研究開発機構（JAEA），

原子力環境整備機構（NUMO）等から

も研究者 を招待し，忌憚のない情報交

換を行った．また，技術的観点のみなら

ず，将来 における若い研究者の育成

（当該問題への関心）の必要性や，今後

も議論や普及活動を継続していくことに

ついての委員会の役割などについても継

続的議論を行ってきている．

３　編集出版部会

１）地質学雑誌編集委員会 （担当理事，編

集委員長-狩野，副委員長-久田，宮下：企

画部会担当）

・編集状況（５月11日現在）

４月号まで刊行済み，５月号近日刊行予

定，６月号近日入稿予定

本年度投稿論文数45編［論説29編（和文

27・欧文２），総説３（和文３），短報10

（和文10），ノート２（和文２），討論１

（和文１）］

口絵３（和文２　欧文１）

投稿数昨年比　５，査読中　54編

・特集号「関東平野下に伏在する東西日本

の境界（世話人：高木秀雄ほか）」112巻

１号として刊行．

・特集号「日高衝突帯研究の最近の進歩-

その深部過程と上昇過程（仮）」（世話

人：在田一則ほか）「紀伊半島における

正会員［６名］：白石秀一（05/8/？），浅

山哲二（05/10/9），岡本和夫（06/01/01），

清水大吉郎（06/2/18），三浦　（広島県，

06/3/4），宮村　学（06/4/15）

④除籍者：99名（02年から05年までの会費

滞納者）

⑤会員の動静（2006年４月30日現在）

会計関係（会計委員長-佐々木和彦，担当

理事-向山）

・2005年度第２期決算について，４月６日

に会計委員会を開き，４月21日に会計監

査を実施した．

・2005年度第２期決算案

・2006年度予算案

・その他

２）広報委員会（担当理事-大友）

News誌編集小委員会（担当理事，委員長-

大友）

インターネット運営小委員会（委員長-榎

並正樹，担当理事-大友）

とくになし

２　学術研究部会

１）行事委員会（担当理事-久田）

・高知大会について

シンポジウム＝９件，定番セッション＝

24件，トピックセッション＝３件

一般公開シンポジウム１件　などが準備

されている．

・高知大会組織，実行委員長　岡村眞，事

務局長　横山俊治，総務　近藤康生

・参加登録費について，学部学生は非会員

も含め無料とする（中期ビジョン委員会

の答申などによる）．ただし，講演要旨

は有料．

２）専門部会連絡委員会（担当理事-天野）

とくになし

３）国際交流委員会（担当理事-徐，脇田浩

二委員）

とくになし

４）研究委員会

（1）南極地質研究委員会（委員長-廣井美邦）

① 2006年度も委員会活動を継続する．現

在の委員は次のとおりである．

委員長：廣井美邦（千葉大），田切美智

雄（茨城大），久保和也（産総研），土屋

範芳（東北大），有馬　真（横浜国大），

鈴木和博（名古屋大），豊島剛志（新潟

大），石塚英男（高知大），小山内康人

（九州大），宮本知治（九州大），松枝大

治（北海道大），白石和行（極地研），小

島秀康（極地研），幹事：本吉洋一（極

地研）

中新世火成作用とテクトニクス」（世話

人：星博幸ほか）の２件が現在投稿中．

・J-STAGE査読システムの運用について

は基本システムを決定し．本年５月より

の試行（5/14：幕張にてデモ）．試行は

編集委員が著者に入った論文で行う．秋

頃からの本運用を目指す．９月高知大会

で会員向けデモを予定．

＜企画部会＞

・特集号企画に関して，理科教育や年会シ

ンポジウムの内容など多様な企画につい

て具体的意見交換を行っている．

２）企画出版委員会（担当理事-高橋）

・「箱根火山」のリーフレット作成準備は

進行している．

・地質学論集59号「沖積層研究の新展開」

（編集代表井内美郎，連絡責任者木村克

己）について，合見積書および，最終計

画書が出された．連合大会を目指し，５

月10日に刊行された．

・地学読本（仮称）刊行の企画書が提出さ

れ，地学読本刊行小委員会（代表者原田

憲一，愛智出版）が発足した．

・地方地質誌の中部地方は刊行済み，関東

地方は今年から来年にかけて最終段階，

近畿・中国と北海道・九州等とつづく予

定であることが加藤委員長より報告され

た．

３）Island Arc 連絡調整委員会（委員長-会

田信行）（渡部代理説明）

・科研費に関して，学術振興会による実地

検査（３月13日）をうけた．とくに印刷

費の支払い時期と当該年度科研費との整

合について改善を求められた．

・2006年度の科研費は450万円の交付内定

があった．（昨年比-50万）

４）Island Arc 編集委員会（事務局　竹内

圭史・角替敏昭）（石渡代理報告）

・2006年発行15巻より誌名の変更（Island

Arcに）および表紙のデザインを一新し

た．

・14巻の契約ページ超過による負担金の発

生については，BP社と交渉のうえ

985,600円を支払うこととなり，理事会

の了承を得た．今後は不測の事柄につい

ては，契約書に明記すべきこととされた．

・産総研内にある事務局の2006年度からの

新たな体制を整備した．

４　普及教育事業部会

１）地学教育委員会（委員長-阿部国広，担

当理事-中井）

・高知大会における地学教育関係行事の準

備状況が報告された．

① 地球惑星科学連合「教育問題検討委員会」

（委員-阿部国広，担当理事-中井）

・当委員会には地質学会から３名参加して

いる．

・中教審にたいし，“義務教育段階での理

科教育のあり方に関する提言”を提出す

る予定であることが報告された．

２）生涯教育委員会（委員長-柴　正博，担
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４月７日）にてプレゼンテーションをおこな

い，行政官の関心が大きいことを実感した．

他省庁との連携が必要であり，ジオパーク認

定とともに地域の地質関係の活動推進を図

る．今秋に第二回ジオパークコンフェレンス

が開催されるので，その準備中．

日本の活動は非常に遅れている．中国は非常

に積極的に推進しているとの発言があった．

Ⅱ　各種委員会報告（評議員会関係）

１　各賞選考委員会（委員長-保柳康一）

・地質学会賞，小沢儀明賞・柵山雅則賞の

選考を選考検討委員会に委嘱した．委員

は内規にそって下記の14名に委嘱し，委

員長は互選による．

選考検討委員会：齊藤靖二（委員長），

平　朝彦，伊藤谷生，巽　好幸，加々美

寛雄，鈴木和博，嶋本利彦，狩野謙一，

渡部芳夫，石渡　明，Wallis Simon，小

川勇二郎，水野篤行，坂　幸恭

・2006年度各賞の候補者を選出した．

日本地質学会賞（１件）

平　朝彦「地球進化とプレートの沈み込

みについての包括的な研究」

日本地質学会柵山雅則賞（１件）

辻森　樹「蛇紋岩メランジュ構成岩の総

合研究：地域地質学と超低地温勾配域の

直接解析」

日本地質学会論文賞（２件）

辻　隆司ほか：「房総半島に分布する下

部更新統上総層群大田代層と梅ヶ瀬層の

高精度堆積年代―石油公団研究井TR-3

コアの酸素同位体・古地磁気・石灰質ナ

ンノ化石に基づく年代層序―」

石原与四郎ほか：「房総半島安房層群最

上部安野層の堆積様式―前弧堆積盆を埋

積するタービダイト・システムの一例

―」

日本地質学会研究奨励賞（４件）

曽田祐介：「朝地変成岩類に伴われる超

マフィック岩類の鉱物化学組成とその意

義」

安江健一：「活断層の横ずれ変位によっ

て形成される変動地形と極浅部地質構造

との関係：雁行断層について」

河尻清和：「高山市北部の飛騨外縁帯に

産する斑れい岩類の岩石学的特徴」

山本和幸：「沖縄本島本部半島北部に分

布する琉球層群の層序」

日本地質学会小藤賞（１件）

内野隆之ほか「早池峰帯から発見された

前期石炭紀放散虫化石―付加体砕屑岩か

らの日本最古の化石年代―」

２ 名誉会員推薦委員会（担当理事-委員長-

加藤副会長）

名誉会員候補者として次の6名を選出した．

秋山雅彦，岡田博有，斎藤常正，志岐常正，

島津光夫，水谷伸治郎

３ 科学研究費委員会（委員長-酒井治孝,

当理事-高橋）

特になし．

３）地質基準委員会（委員長-新妻信明）

・地質基準委員会では，「地質学用語集」

のCD-ROM版「デジタル地質学用語集」

が完成し，ニュース誌３月号に広報した．

作成に当たり，「地質学用語集」として

出版した地質学用語の更なる検討を加え

改訂を加えるとともに，地質学用語辞典

の掲載用語選択についての検討も行っ

た．デジタル地質学用語集刊行は，地質

学用語辞典編集委員会の水野篤行委員長

と上砂正一委員の献身的な努力によって

完成したものである．これから地質学用

語辞典の編集を推進する．

・第二次地質基準策定委員会では，突発事

象・後続事象・定常事象に地質事象を区

分することと，完全な性能基準を目指し

て検討を行っている．基礎地盤コンサル

タントの石綿しげ子（沖積層）筑波大学

の安間　了（深成岩）・日鉱探開の上野

光（付加体）会員が新たに委員として加

わり，毎月一回の委員会にて検討を行っ

ている．本年度中の第二次地質基準策定

を目指している．

・第二次地質基準検討において，掘削船に

おける掘削試料研究についての「海の地

質基準」の策定の必要性が確認され，安

間委員が中心となって2007年の秋を目指

し，出版を行う計画を推進している．

・地質業界における地質学調査の重要性を

地質学会としてサポートする必要性が確

認され，理事会に「地質学実務賞」設立

を提案するとともに，「地質学実務」に

ついての報告を掲載するページを設ける

ことを提案した．

４）地層名委員会 （委員長-天野一男）

５　その他（理事会関係の委員会等の報告）

１）支部長連絡会議（担当理事-天野）

・各支部より2005年度支部活動報告があっ

た．

２）地質災害委員会（担当理事-天野）

３）日本地球惑星科学連合（木村副会長，久

田連絡委員）

・現在の加盟学会は40学会．

・AOGSとの共通セッションを設けた．

・セッションと総会・評議会の並行開催の

回避はできないか，との質問に対し，木

村副会長より，日程調整は現状が限界，

教育関係のセッションが合同大会初日で

あり，地質学会代議員のうち教育関係代

議員からの要望を反映すると，初日の日

曜日以外の開催は不可能であるとの答え

があった．

４）ジオパーク設立推進委員会（委員長-加

藤碵一）

ユネスコの公式プログラムであるが，世界

遺産との違いが不明瞭との認識もあり，日本

の 文 部 科 学 省 は 参 加 し て い な い ．

GEOFORUM2006「国土と地質と観光と」

（主催：NPO法人地質情報・整備活用機構，

担当理事-公文）

・理事会の諮問により，評議員会で審議の

結果，2005年度末で委員会を解散するこ

ととした．

・学会としての科研費委員推薦制度がなく

なり役割が終わった事が酒井委員長より

報告された．

・１月頃にあった候補者情報の提供との関

連で質問があり，渡部常務理事から，こ

の情報の提供においても，今後定常的要

請があるということではないとの説明が

された．

４　学術会議報告

木村副会長より，学術会議連携会員として

報告があった．

・地球科学分野は従来のような分野別の細

分は行わず，三つの分科会（地球惑星科

学，人間地球圏，地球科学系の国際対応）

に分けて議論を進める．

・学術会議および地球惑星科学連合におけ

る地質学会の地位と今後の展望について

議論があった．

IGCP専門委員会（田崎委員）

５ 女性地球科学者の未来を考える委員会

（委員長-田崎和江）

１）2006年度も委員会活動を継続する．年会

等で保育室を開設しているが，利用者が減

少傾向にあるので，男性会員も保育室の利

用を積極的にしていただきたい

２）2005年度活動報告

・地質学会，地球惑星合同学会などの学会

時に保育室の設置を要求し，実現してい

る．

保育室の状況をニュース誌に報告した．

・名古屋大学で行われた女性科学者の集い

に出席し，地質学会の現状について報告

した．

・男女共同参画の各大学，事業所における

実態の把握と取り組みについて，情報交

換をした．

・セクハラ・アカハラ・パワーハラの実状

と地質学会会員の女性相談員の活躍を報

告した（愛媛大，金沢大，山形大など）．

・大学におけるパート職員を正規化する運

動にとり組んだ．

・国立大学が法人化してますます女性研究

者の研究条件が悪化し，多量の任期制

PDの問題を取り上げた．

６　法人化実行委員会（委員長-齊藤靖二）

・斎藤会長より，簡単に現状報告があり，

公益法人改革の法改正が平成19年度以降

になされることが決まり，新法施行前の

実現を目標としている．文部科学省とし

ては，すでに相談を受けている学会につ

いては，順次手続きを進めており，地質

学会の場合，たとえればマラソンの第一

集団にいるという認識であるとの報告が
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員選挙は１月31日をもって滞りなく終了

した．

結果は，News誌１月号，２月号およびHP

上にて報告．

Ⅳ　その他

特になし．

Ⅴ　理事会審議事項（主なもの）報告

１．新設の賞，若手地質学会賞（仮称）の名

称については，評議員会へ諮問した．

諮問結果の報告をうけて「小沢儀明賞・柵

山雅則賞」とすることを承認した．

２．人文地理学会連携協議会への参加呼びか

けについて検討し，参加しないことを決め

た．

３．学会賞等の選考検討委員会委員のうち，

理事会推薦委員として，水野篤行名誉会員，

坂　幸恭会員を選出し各賞選考委員会に推

薦した．

・これに関し，名誉会員が委員になること

への質問があり，渡部常務理事より，選

考委員会委員長諮問の個人的委員会なの

で問題ないとの答えがあったが，実状に

あった規約の修正が必要ではないかとの

発言があった．

４．2005年度事業に予定されていた「総目録

および索引」の出版について，冊子として

印刷，作成し配布する必要が減少している

のではないか，との問題提起があり検討し，

評議員会に出版発行の必要性について意見

を求めたところ，「紙媒体での出版は不要」

という審議結果が報告された．

５．評議員会の審議結果をうけ，今年度事業

に計画していた総目録および索引の発行は

取りやめとし，その予算を繰り越した上で，

総目録発刊中止の場合の代替案および事業

費の転用等に関して検討した．理事会のも

とに「情報システム強化委員会（仮）」を

設立し，同委員会に中期目標に関連させた

アクションプランの検討，作成を依頼する．

６．NII（国立情報学研究所）のシステム

（CiNii）更新（2006年４月から）のため，

公開に関する契約条件の確認を行った．ブ

ラインド期間は雑誌，講演要旨共に，３ヶ

月，論集は最大１年間のブラインドおよび

１論文　500円の有料として公開する．

・地質学会とNIIの関係がよく分からない，

会員にわかりやすい説明が必要ではない

かとの発言があり，これまでも随時行っ

ているが，改めてNews誌に掲載，紹介

することとした．

７．国際堆積学会議2006の共催学会として，

ブース出展等（20万円）を行うこととした．

・これに関し，規約との整合性について質

問があり，渡部常務理事より，規約等の

文章化はしていないが，理事会で逐次判

断している，との答えがあった．

８．学術会議経由で，学術振興会から科学研

究費の審査委員候補者の情報提供要請があ

り，評議員会，専門部会ならびに理事会へ

された．

・法人化が停滞している現況と原因を会員

に説明する必要があるのではないかとの

発言があり，斎藤会長から，申請から法

人化されるまでのかなり長期の時間ギャ

ップは他学会の法人化でも生じているこ

と，文部科学省に対しても折々には様子

伺いをしているが，複数の近い分野の法

人化が平行して進められているという現

状もあり，詳細な事情報告は，むずかし

い状況でもあることが説明された．

木村副会長からも，地質学会は公益法人

の見直しの最中に申請したため，タイミ

ングが悪かった事情もあり，法人化の進

展が遅れた経緯があるとの説明があっ

た．

・募金委員会報告（委員長-加藤碵一）

2005年度末に，不足額を一般会計から繰

入し，基本財産2000万円は確保された．

寄付者名簿は別紙のとおり．

７ 法務委員会・倫理規定策定委員会（委員

長・担当理事-上砂）

・12月の評議員会での検討をうけて，「総

会の定足数等に関する細則」を完成させ

た．

同細則は１月27日の法務委員会にて最終

案を検討し，３月８日の理事会にて承認，

３月10日から施行となり，news誌にも

掲載したことが上砂法務委員長から報告

された．

８　オンライン化委員会（斎藤　眞　委員長）

・今大会より利用できるよう，オンライン

での年会参加申込登録システムの調整を

おこなった．

渡部常務理事から，年会のオンライン登

録の説明があった．

９．地質学史アーカイブス委員会（委員-会

田信行）

本委員会の設置等に多大な助言をいただい

た今井　功名誉会員が３月に逝去された．今

井氏所有の貴重な蔵書・資料等を保存するた

めに，４月29，30日に委員４名で遺品の整理

をおこなった．ご遺族の全面的なご協力もあ

り，地質学および地質学史に関する膨大な蔵

書・資料等はすべて下仁田自然史館に移送

し，そこでの保管・活用となった．今後，蔵

書・資料目録の作成をおこなう予定である．

また，矢島評議員（同委員会委員）より，緊

急搬送費20万円が個人負担となっていること

が報告された．

・今後このような問題（貴重な資料の保存，

保護管理）にどう取り組むか，アーカイ

ブス委員会で検討してはどうか，との意

見があった．

Ⅲ 選挙管理委員会（委員長-坂本正徳）（渡

部常務理事代理報告）

・2006年度会長，副会長その他役員，代議

の推薦依頼等を行い，下記の10名の会員を

選出した．選出手続き，経緯，結果等につ

いては，酒井科研費委員長との話し合い，

了承を経て，今回は理事会が取りまとめ，

日本学術振興会へ情報提供をした．

石渡　明，板谷徹丸，永広昌之，公文富士

夫，酒井治孝，丸山茂徳，松岡　篤，三宅

康幸，藤林紀枝，八尾　昭

９．総会議案および運営について検討した．

１）法務委員会からの「総会の定足数等に関

する細則」（最終案）を承認し，委任状，

議決権行使書，のフォーマットを確定をし

た．

２）議案の決定，議事運営の検討をおこなっ

た．

代議員の新旧交代は，５月14日の総会で選

挙結果の報告，承認がなされた直後，その

場からの交代とする．具体的には，2005年

度の事業報告，決算報告などは2005年度の

代議員が，2006年度事業計画案，予算案に

ついては2006年度の代議員が表決をする．

したがって，総会には，新旧の代議員，役

員の全員が出席することとした．

10．地質学論集59号「沖積層研究の新展開」

の出版について，最終計画案をうけて検討

し, 理事会からの編集委員としては保柳康

一会員を，印刷部数は1000部とした．論集

刊行規約により，最終承認を評議員会に求

めた．

11．科研費委員会の次年度の継続は行わない

こととし，今年度末で解散することを評議

員会に提案した．

12．2006年度の事業計画を検討した

13．会計委員会からの05年度決算案および06

年度予算案を検討し承認した

14．アイランドアークvol.14の契約ページ超

過についてBP社からの費用負担請求の件

15．14巻の176ページ超過分に対するオーバ

ーチャージについて，竹内，角替両編集事

務局長から経緯の説明を受け，検討した結

果，費用負担を一括支払いすることとした．

金額はこれまでの交渉でBS社から最終提

示されているが，再度編集事務局で交渉し

理事会に報告する．なお，今後のこととし

て，ページの増減等不測の事柄の対応につ

いては，契約内容に明記すべきこととされ

た．

16．産業技術総合研究所と「地質科学分野に

おけるオンライン化の将来動向に関する研

究」を共同で行うこととし，契約を交わし

た．

17．地質基準委員会から「地質学会実務賞

（仮）」の創設が提案されたことにつきその

趣旨の意義を認めたが，関連する問題点も

含め検討を要することとして，次回の評議

員会に諮問することとした（→議題へ）

18．次の10名の会員を50年会員として顕彰す

ることとした．

内野　哲，川澤啓三，鈴木尭士，鈴木尉元，

田中　収，寺岡易司，坂野昇平，藤本丑雄，

宮本　　昇，吉田　義
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に決算案の要点について説明があった．

雑誌販売収入が予想以上に伸びた．千葉大

会並みに予算立てをした年会の収支が会場

費，会場設備費等の節減で予想外に黒字とな

った．アイランドアーク出版費がゼロである

のは，当該年科研費により支払うべきとの原

則により，前払いとして計上していた予算を

使用しなかったためであり，未支出分は事業

準備引当預金繰り入れとした．人件費の支出

額オーバーは，当初の予算が過小見積もりで

あったためであり，予想外の支出理由が発生

したためではない．年会黒字分は年会開催補

助費引当預金に繰り入れとした．貸借対照表，

計算書類に対する注記，財産目録についても

説明をうけた．

会計上の今後の課題として，現状の預決算

は，事業費に比して管理費の割合が大きいと

の指摘があり，一般管理費においても事業に

関わる分については，事業費に入れるべきも

のとして区分が必要であると，会計士からも

改善を促されている．

以上について質疑応答を経て，決算案は承

認された．

２．2006年度事業計画および2006年度予算

案

渡部常務理事，木村副会長より事業計画に

ついて説明があり，向山会計担当理事より，

予算案の要点が説明された．事業収入は前年

度の実績にあわせた．年会雑収入の増額は，

高知県の補助金を予定．広告収入は代理契約

解消をうけて半減とした．名簿刊行費は刊行

の是非の議論を要するとしても,予定通り計

上．支出に関しては，年会，人件費等も含め

前年の決算を反映．

・事業計画および予算案のうち，「オフィ

オライトモノグラフの刊行」は，

Blackwell社の決定により刊行できない

こととなったことが，石渡アイランドア

ーク編集長より急遽報告された．

・学生会員の年会参加費無料について問題

提起があったが，久田行事担当理事は金

額的には500円程度で予算上の問題とは

ならず，学生が学会に興味を持つきっか

けとなることの期待があると発言した．

さらに，予算の問題ではなく教育として

いいか悪いか議論すべきではとの発言が

あったが，結果をみつつ議論を進めるこ

ととした．以上の質疑応答を経て，事業

計画および予算案は承認された．

３．名誉会員候補者の選出

加藤委員長より，名誉会員の選考について

は，明確に文章化された基準はなく，慣例と

過去の経験などを踏まえて選出したが，明確

に基準が必要かどうかは今後の検討課題．基

準の明確化，プロセスの厳格化については次

期委員会に検討を申し送るなど，選考の経過

が報告された．

名誉会員の会費を無料化せずに，名誉会員

の枠を広げたらいかがか，名誉会員の会員と

19．News誌の広告取り扱いについて，代理

店から契約とりやめの申し入れがあり，現

状では止むを得ないこととしてこれを受け

入れた．

20．今後，理事会は毎月第２土曜日に定期的

に開催する．なお，これに対応し，事務局

職員の休日確保のため，直近の非祝祭・休

日（おもに翌週の月曜日）は事務所を閉所

することとした．この措置は当分の間継続

するものとして，第２土曜日の開所と翌週

の閉所日を会員に周知することとした．

Ⅵ．評議員会メール審議の確認

前回の評議員会以後，３回のメール審議を

行った．（評議員総数40名）

○ １回目　12月21日発議，１月13日結審，

１月16日理事会に報告

議題１：中期ビジョン委員会答申につい

て．

５名の評議員から意見があり，ニュース誌

９巻１号18ページに掲載した．

議題２：若手学会賞（仮称）の正式名につ

いて．

（1）若手学会賞０人，（2）特別奨励賞１人，

（3）小沢儀明賞０人，（4）柵山雅則賞０人，

（5）小沢賞・柵山賞の両方36人，となり，

圧倒的多数の賛成により（5）案に決した．

この結果に基づき，ニュース誌9巻３号22

ページに理事会が説明文を掲載した．

○ ２回目　２月18日発議，３月１日結審，

３月１日理事会に報告，４月12日修正

議題：総目録・索引出版の要・不要．

（1）紙で出版すべき４名，（2）CDで出版

すべき２名，（3）HPで検索可能にすべき

28名，（4）不要０名．以上の結果に基づき，

過半数の賛成により，学会ホームページに

検索可能なデータベースを構築することと

した．また，余った予算の使途としては，

（5）総説集の出版に回すべき14名，（6）そ

の他の使途に回すべき14名，となり，いず

れも過半数に達せず，決定できなかった．

その後，理事会・事務局側から評議員会に

CiNii, J-STAGEなど公的データベースの紹

介があり，評議員の数人が実際に使用して

みて，「既にこういう便利なものができて

いるのなら，あえて学会独自のデータベー

スを作る必要はない」という結論になり，

上の審議結果の修正意見として４月12日に

報告した．余った予算の使途については，

理事会に検討を委ねることとした．

○ ３回目　３月24日発議，３月31日結審，

３月31日理事会に報告

議題１：地質学論集「沖積層研究の新展開」

の刊行について．

賛成33，反対1，により承認した．

議題２：科研費委員会の解散について．

賛成34，反対0，により承認した．

評議事項

1．2005年度第２期決算案

向山会計担当理事より会計監査報告ならび

しての権利が制約されている現状が問題であ

るなどの発言があったが，選出の６名を原案

通り総会に推挙することが承認された．

４．日本地質学会各賞候補者の選出

保柳各賞選考委員長から，選考の経過説明

があった.今年度から総会にあわせるため，

対象論文の区切りを９月までに繰り上げた．

１月末締め切り時点での推薦数は各１件程度

と少なめであった．論文賞，奨励賞，小藤賞

に関しては締め切りを２月13日まで延期した

ことで，論文賞６件，奨励賞３件，小藤賞１

件に増えた．地質学会賞等については延長を

せず，期日内の候補者で選考をした． なお，

今回から，初めての事として，地質学会賞等

については規約に従い，選考検討委員会に選

考を委ねた．１月から約３ヶ月の選考期間で

あるが，様々な状況からして非常に厳しく，

１月末の締め切りには問題があるとの感想も

述べられた．

審議に入り，地質学会賞ならびに柵山賞に

ついて，研究テーマと推薦内容が対応してい

ないので，合致したものに修正すべきとの意

見があった．両賞の推薦文として添付された

文章は，選考検討委員会から選考委員会への

報告文であり，推薦文章ではないことがわか

った．対応策を含めた意見と共に，若手賞の

位置づけが不鮮明なのが問題など，の意見も

出た．論文賞等については異議がなく，地質

学会賞，柵山賞の受賞者そのものについては

ここで承認するが，研究テーマおよび推薦文

については各賞選考委員会で再度検討して確

定させることとし，各賞の全受賞候補者を承

認した．

５．総会議案，議事運営について

渡部常務理事から議案ならびに議事運営に

ついて説明があり承認された．

６．その他

１）地質基準委員会提案：賞の新設について

新妻評議員（地質基準委員会委員長）から，

地質技術者のための「地質学会実務賞」の提

案説明があった．地質学雑誌に実務ノートを

創設し，会員または賛助会員を受賞対象とす

る

具体的対象者は想定されているかなどの質

問があり，議論の結果，主旨には賛同，やり

方は要検討という多数意見で，よく練ったう

えで再度提案をしていただくこととした．

２）06年度名簿の発行について

倉本会員担当理事より，名簿発行の年に当

たり，名簿の作成，掲載情報をどのように扱

っていくかの議論を求める，発言があった．

他学会の名簿事情などをみると，個人情報取

り扱いを厳密に行なった場合，名簿としての

機能が大きく損なわれる可能性もあり，その

ような名簿を発行する必要性などについても

質疑があった．地質学会としては個人情報開

示希望を確認して，従来通りの名簿配布を行
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松岡　篤　渡辺真人

（理事13名）渡部芳夫　天野一男　上砂正一

大友幸子　狩野謙一　公文富士夫　倉本真

一　Simon WALLIS 高橋正樹　中山俊

雄　久田健一郎　宮下純夫　向山　栄

（事務局）橋辺菊恵

欠席者　評議員（委任状５名）：荒戸裕之

石垣　忍　田崎和江　山路　敦　松田博貴

欠席者　評議員（委任状なし４名）：徐　垣

巽　好幸　丸山茂徳　横山俊治

理事（１名）：増田富士雄

・前年度評議員会，石渡議長の司会で開会し

た．

・成立員数（21/40）に対し，出席31名，委

任状５名で，評議員会は成立．

・はじめにあたり，会長・副会長・理事およ

び，評議員全員が自己紹介を行ったのち，

理事の担当，役職についての説明がなされ

た．

評議事項

１．2006年度評議員会議長及び副議長の選出，

任期１年

前年度副議長の三宅康幸氏を議長に，新任

の評議員から新井田清信氏を副議長に選出し

た．

＊これより，新旧議長は交代をして議事進行

をした．

２．各賞選考委員会委員の選出，任期２年，

うことがいいのではないか，というのが大方

の意見であった．

今後，名簿掲載に関する情報開示のアンケ

ートをとりながら，理事会としても検討を継

続することとなった．

2006年度　第１回

定例評議員会議事録

2006年６月５日

日本地質学会評議員会

議　長　三宅康幸

副議長　新井田清信

日時：2006年５月14日（日）15：15―16：00

会場：幕張メッセ　国際会議場　204会議室

（千葉市美浜区中瀬2-1）

出席者：木村　学会長　伊藤谷生副会長　佃

栄吉副会長

（評議員　31名）＜留任＞　阿部国広　安間

恵　磯闢行雄　板谷徹丸　永広昌之　国安

稔　柴　正博　田近　淳　納谷友規　新妻

信明　楡井　久　保柳康一　三宅康幸　矢

島道子　脇田浩二

＜新任＞会田信行　浅野俊雄　足立勝治　安

藤寿男　石渡　明　井内美郎　井龍康文

岡　孝雄　小山内康人　加藤　進　紺谷吉

弘　酒井治孝　新井田清信　針金由美子

2008年総会まで．

・分野（層位，構造・テクトニクス，岩石，

環境，分野指定なし）を考慮して，評議員

の互選により選出する．

・半数交代で，今回は新選出の評議員の中か

ら５名を選出．

・以下の方々は今年度も委員となる：

留任委員（07年総会まで）：保柳康一，山

路　敦，巽　好幸，横山俊治，田近　淳

現・前，地質学雑誌正副編集委員長および

アイランドアーク編集長：狩野謙一・宮下

純夫・久田健一郎・石渡　明・Simon

WALLIS

・保柳前年度委員長から委員構成について，

職責の委員も含めると岩石分野の委員が比

較的多く，層位古生物分野等の委員が少な

い状態であるので，選考の際に専門分野の

偏りによる影響が出ないよう，バランスに

配慮して選出をしてほしいとの発言があっ

た．

この発言を受けて，上記５分野に関わらず，

全体のバランスを考慮して選出することが

申し合わされた．

・投票の結果，下記の方々が新委員に選出さ

れた．

酒井治孝，井内美郎，安藤寿男，足立勝治，

井龍康文

＊評議員会終了直後，新旧委員の互選により

酒井治孝氏が委員長に選出された．
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7月の営業日�

お知らせ：事務局の営業日が一部変更になりました！

５月より毎月第２土曜日は，理事会開催に伴い事務局は通常業務を行って
います．そのため翌週月曜日はお休みとさせていただきますので，ご了解下
さい．
営業時間：９：30～18：00
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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

中国モウス沙漠お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, 岩手火山　￥2, 730

草津白根火山（1：2.5万）￥1, 575, 阿蘇火山（1：5万） ￥1, 155, 三宅島　￥1, 890

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, 熊本　￥2, 835, 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, 砥用　￥6, 195, 豊岡　￥2, 520, 十和田　￥3, 780, 

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, 富津　￥6, 615, 

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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　　　  年Year 　　月Mo 　　日Day 生born on　�

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

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

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

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

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

Sex：□ 男 Male　□ 女 Female　Country：�

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

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

　　　　　   学校 High school　　　　年卒業 Year completed

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

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

電話Phone :　　　　　　　　　　　 　　ファックスFax :

電子メールE-mail :

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

電話Phone :　　　　　　　　　　　 　　ファックスFax :

電子メールE-mail :

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

紹介者名（正・院生会員）       　　　　　　　　　　　　印�

Recommended by （name of member）　　　　　　　　　　Signature        　　　　　　　�

院生割引申請欄：運営細則に基づき会費の院生割引を申請いたします．�

指導教官（員）　所属：　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　印�

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

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

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

Application form for the Geological Society of Japan






