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日本地質学会会員の皆様へ　　特別割引販売のお知らせ

フィールドジオロジー（全９巻）

編集：日本地質学会フィールドジオロジー刊行委員会

秋山雅彦（委員長）・天野一男・高橋正樹（編集幹事）

B6判・約200頁・定価2,100円⇒会員特別割引価格1,900円（税込）

日本地質学会会員を対象に、特別割引価格での販売をいたします。

手続きは、共立出版に直接扱っていただきますので予約申込みは、下記用紙をご利用ください。

日本地質学会フィールドジオロジー刊行委員会

事務手続き代行：共立出版株式会社

［問い合せ先］〒112-8700 東京都文京区小日向4-6-19

共立出版株式会社　営業部　販売課　担当：藤本・櫻井・門間　　TEL 03-3947-2513

［お支払方法］書籍（請求書・振替用紙同封）到着後、ご送金ください。

＊お申込みはこのページをコピーのうえ、ＦＡＸまたは郵便にて共立出版へお送りください。

＊この申込み用紙は書店・生協ではご利用（注文）できませんのでご注意ください。

⇒ 共立出版株式会社　営業部　販売課 行　　FAX ０３－３９４７－２５３９申込書

＊日本地質学会　会員特別割引価格　各巻1,900円（税・送料込）

＊全巻セット・続刊のご注文は、刊行次第お送りいたします。

ご 芳 名

送 付 先 〒

□勤務先

□ご自宅

ＴＥＬ ＦＡＸ

E-mail

通 信 欄
□公費等の場合は、請求先・必要書類をご記入ください。

巻数 書　　名 著　　者 注　文

フィールドジオロジー　全９巻 フィールドジオロジー刊行委員会 全９巻 セット

① フィールドジオロジー入門 天野一男・秋山雅彦 発売中 冊

② 層序と年代 長谷川四郎・中島　隆・岡田　誠 発売中 冊

③ 堆積物と堆積岩 保柳康一・公文富士夫・松田博貴 発売中 冊

④ シーケンス層序と水中火山岩類 保柳康一・松田博貴・山岸宏光 7/22発売 冊

⑤ 付加体地質学 小川勇二郎・久田健一郎 発売中 冊

６ 構造地質学 天野一男・狩野謙一 続　刊 冊

⑦ 変成・変形作用 中島　隆・高木秀雄・石井和彦・竹下　徹 発売中 冊

８ 火成作用 高橋正樹・石渡　明 続　刊 冊

９ 第四紀 遠藤邦彦・小林哲夫 続　刊 冊
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お知らせ

2006年度第２回定例評議員会のお知らせ

標記評議員会を下記の通りに開催いたします．傍聴希望の方は

９月８日（金）までに理事会宛て，氏名・連絡先を記入した申請

書をご提出下さい．

2006年度第２回定例評議員会

日時　2006年９月15日（金）午後

会場　高知市文化プラザかるぽーと内　高知市立中央公民館

第３学習室



（2）２号議案　2005年度決算報告（本誌別掲

参照）

⑧　向山理事から，ほぼ予定通りの予算執

行がなされた旨報告があった．

⑨　石綿しげ子監事から適正な会計処理が

なされた旨，会計監査報告があった．

⑩　副議長から３号議案議決まで議場閉鎖

をする提案があり，承認された．

⑪　２号議案の承認（拍手）

採決結果

議決権行使書　42，賛成42，反対０

議場表決総数　95，賛成95，反対０，保留０

委任状　９，賛成９，反対０，保留０

賛否　合計　賛成146，反対０，保留０

（3）３号議案　選挙結果の報告（本誌９巻１

号及び２号参照）

⑫　坂本正徳選挙管理委員長から報告

⑬　３号議案の承認（拍手）

採決結果

議決権行使書　42，賛成42，反対０

議場表決総数　95，賛成95，反対０，保留０

委任状　８，賛成８，反対０，保留０

賛否　合計　賛成145，反対０，保留０

（4）新旧役員，代議員の交代

議長より，この時点での2005年度と2006年

度の新旧役員ならびに代議員の交代が告げら

れ，４号議案からの議決権は2006年度の役員

ならびに代議員に移ることの確認が行われ

た．

（5）４号議案　2006年度事業計画について

（本誌別掲参照）

⑭　渡部常務理事から報告

１．資料1-5）“オフィオライト”モノグ

ラフ発行は削除

⑮　４号議案の承認（拍手）

採決結果

議決権行使書　35，賛成35，反対０

議場表決総数　114，賛成114，反対０，保留０

委任状　８，賛成８，反対０，保留０

賛否　合計　賛成157，反対０，保留０

（6）５号議案　2006年度予算案について（本

誌別掲参照）

⑯　向山理事から報告

１．法人化後への会計システムの対応に

ついてどのようになっているか？との

質問があった．

２．事業費・管理費の割合が通常の法人

と比べて見かけ上管理費比率が大きす

ぎる等，まだ改善の余地はあり，今年

度対応予定である（向山）

（7）５号議案の承認（拍手）

採決結果

議事録
議　長　高木秀雄

副議長　小嶋　智

日時　2006年５月14日　13：00－15：00

会場　幕張メッセ　国際会議場　国際会議室

１．開会

（1）久田行事委員長により開会の宣言

２．議長選出（書記選出）

（1）議長：高木秀雄，副議長：小嶋　智，

書記：井龍康文・岡田　誠の各代議員が

選出された．

３．議案

（1）１号議案　2005年度事業経過報告（本誌

別掲参照）

①　渡部常務理事から以下の報告等が行わ

れた

１．昨年度事業経過報告

２．総会における新旧代議員による議決

方法や議案に関する説明

②　逝去者13名に黙祷

③　理事会議決事項に関する資料訂正の指

摘

１．９）のThe Island Arcをvol.16から

→vol.15から

２．11）のアイランドアーク15巻の→14

巻の

④　地質学論集59号の報告

⑤　時間節約のため，本総会における議決

をカードではなく拍手で行うことが議長

から提案され，承認（拍手）された．

⑥　出席者数の報告

１．2005年度代議員：出席者91名→95

名，委任状提出者８名，議決権行使書

提出者42名，2006年度代議員：出席者

114名，委任状提出者７名，議決権行

使書提出者35名．総会が成立

⑦　１号議案の承認（拍手）．

採決結果

議決権行使書　42，賛成42，反対０

議場表決総数　91，賛成91，反対０，保留０

委任状　10，賛成10，反対０，保留０

賛否　合計　賛成143，反対０，保留０

議決権行使書　35，賛成35，反対０

議場表決総数　114，賛成114，反対０，保留０

委任状　８，賛成８，反対０，保留０

賛否　合計　賛成157，反対０，保留０

（8）６号議案　名誉会員の推薦について（本

誌別掲参照）

⑰　加藤名誉会員推薦委員会委員長から報

告．以下の議論を今後行うことが説明さ

れた．

１．名誉会員推薦基準の明確化が要求さ

れている

（ア）かつては学会の役職についていた

必要があった

（イ）現在は学会（界）に著しい貢献が

あり，70歳以上の会員

２．名誉会員推薦プロセスの厳格化が要

求されている

（ア）推薦期限の締め切りは厳守

⑱　現在は，委員全員のコンセンサスで推

薦．今年度は，秋山雅彦，岡田博有，斎

藤常正，志岐常正，島津光夫，水谷伸治

郎会員の各６名を推薦．

⑲　斎藤常正会員の推薦理由の５行目に間

違い（南太平洋→南大西洋）があったこ

とが指摘された．

⑳　６号議案の承認（拍手）

採決結果

議決権行使書　35，賛成35，反対０

議場表決総数　114，賛成114，反対０，保留０

委任状　７，賛成７，反対０，保留０

賛否　合計　賛成156，反対０，保留０

（9）法人化の進展具合に関する説明が求めら

れた．

澡 現状では順番待ち状態である旨報告

（齊藤前会長）

澤 現状の法律で法人化に必要な基金

（2000万円）は確保されているので，必

要条件はクリアされている（加藤前副会

長）

４．閉会

（1）新旧，会長（齊藤・木村）・副会長（加

藤・伊藤・佃）の挨拶

（2）高知大会の概略説明（横山俊治代議員，

高知大会準備委員会事務局長）

（3）閉会宣言（高木議長）
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右から，高木議長．小嶋副議長



（合宿委員会２回を含み３回の委員会を

開催），法人化実行委員会，法務委員会

を開催し，活発な討議を行った．

・選挙管理委員会：2006年度会長・副会

長，監事，代議員，理事，評議員の選挙

および選出を行った．

３）行事の開催

＜総会　パネルディスカッション：○○学の

将来と学会＞

日時：2005年５月22日

会場：幕張メッセ　国際会議場

パネラー：坂本竜彦会員，木村希生会員，

黒田潤一郎会員，砂村倫成氏，束田和弘

会員，高橋雅紀会員，司会：倉本真一理

事

＜第112年年会＞

会期：2005年９月18日-20日

会場：京都大学（主会場）

参加者：1083名（会員1026名，非会員57名）

一般発表：591件（申込み600件）：口頭327

件（申込み335件），ポスター264件（申

込み265件）

見学旅行：実施12コース（企画14コース）

優秀講演賞の授与：14件

（ポスター発表のみ）

ランチョン：専門部会を中心に13件

夜間小集会：14件

＜日本地質学会各賞の授与式＞

日時：2005年９月18日

会場：京都大学百周年時計台記念館百周年

記念大ホール

日本地質学会賞受賞記念講演：嶋本利彦会

員「断層と地震」

日本地質学会表彰受賞記念講演：石黒　耀

氏（作家）「私が地学小説を書く理由」

＜年会関連行事＞

地質情報展「2005きょうと―大地が語る５

億年の時間―」2005年９月18日～20日

共催：（独）産業技術総合研究所

市民向け講演会「京都とその周辺地域の地

震と地質災害」2005年９月18日：講演４題，

岡田篤正会員，冨井　眞氏，千木良雅弘会員，

奥山脩二氏

第３回小・中・高校生徒地学研究発表会

2005年９月18日：参加校18校，28件（地学教

育委員会）

一般公開シンポジウム「自然災害から子ど

も達を守る」地学教育委員会・地質災害委員

会共催

2005年９月19日　パネラー：千木良雅弘会

員，松田時彦名誉会員，諏訪清二氏，觜本

格会員

＜研究委員会など＞

地学教育委員会：第４回地学普及のための

巡検「巨大干拓地と南山城の天上川を訪ねて」

2005年８月28日

４）出版物の刊行

＜地質学雑誌＞

111巻５号（2005年５月）～112巻４号

（2006年４月）を刊行した．総ページ数は844

ページ．

＜日本地質学会ニュース＞

８巻５号（2005年５月）～９巻４号（2006

年４月）を発行した．総ページ数は356ペー

ジ．

＜The Island Arc＞

・Island Arc 編集委員会の編集により，

Blackwell Science社より Vol.14, Issue２～

Issue 4 Vol.15, Issue１を刊行した．総ペ

ージ数は896ページ．

・日本学術振興会から2006年度科学研究費補

助金（定期刊行物）の交付内定を得た．

＜出版社を通じての刊行＞

・共立出版：フィールドジオロジー２巻「層

序と年代」，５巻「付加体地質学」を発行

・朝倉書店：地方地質誌「中部地方」を発行

５）関連外部委員会への協力

下記の関連外部委員会等に対して本学会か

ら選出された委員を通じて，これまでに引き

続きそれぞれの活動，関連学会の発展と連携

に協力した．

日本地球惑星科学連合：運営会議副議長

（木村学），運営委員会（脇田浩二），連絡委

員（久田健一郎），プログラム委員会（七山

太，片山　肇），教育問題検討委員会（委員

長：阿部国広，芝川明義，中井睦美），国際

委員会（徐　垣），男女共同参画委員会設立

準備委員会（宮下由香里）

地質科学関連学協会連合（天野一男），自

然史学会連合（森田利仁），地理関連学会連

合，地質技術関連学協会継続教育協議会

（CPD，公文富士夫），日本技術者教育認定

機構（JABEE，天野一男），IYPE 国内準

備委員会（木村　学），原子力総合シンポジ

ウム（高橋正樹），理工学における同位元

素・放射線研究発表会運営委員会（角井朝

昭），学校科目「地学」関連学会連絡協議会

（地学教育委員会対応：2005年11月より休会

となる）など．

６）その他報告事項（以下は主なもののみ，

そのほかは随時News誌に掲載の理事会，

評議員会議事録参照）

＜他学協会との共催・後援あるいは協賛行

事，この期間に依頼のあったもの＞

１．ゼオライト学会：第21回ゼオライト研究
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事業経過報告
（2005.5.22～2006.5.13）

１．報告事項

１）会員の動静

2006年４月末現在の会員は，賛助会員34社，

名誉会員74名，正会員4396名（うち院生割引

202名），

準会員27名，会員総数4531名，2005年４月

末と比べて121名の減少であり，その内訳は

次のとおりである．

入会者　157名（賛助会員０社，正会員141

名（うち院生割引99名），準会員16名）

退会者　166名（賛助会員１社，正会員165

名（うち院生割引17名），準会員０名）

除籍者　99名（正会員99名）

逝去者　13名（名誉会員４名，正会員９名）

名誉会員：藤田至則，棚井敏雅，今井　功，

氏家　宏

正会員：宮城一男，西原正夫，平田晴昭，

岡本和夫，浅山哲二，白石秀一，

清水大吉郎，三浦　亮（島根県），

宮村　学

２）学会運営に関する諸集会及び委員会等の

活動

＜第112年総会＞

日時：2005年５月22日　14：30～17：00

会場：幕張メッセ　国際会議場

出席者：代議員：出席　88名，委任状提出

者　72名，理事　16名，合計　176名，

定足数102名

審議事項：１）2005年度第2期（2005.4.1-

2006.3.31）事業計画案および予算案につ

いて，２）名誉会員の推薦，３）日本地

球惑星科学連合の設立・加盟について

＜委員会等の開催＞

・理事会（11回）議事内容，報告等につい

ては，随時ニュース誌に掲載

・定例評議員会（４回）議事内容，報告等

については，随時ニュース誌に掲載

・評議員会に属する委員会：各賞選考委員

会（地質学会賞，小沢儀明賞，柵山雅則

賞選考のための選考検討委員会を設置），

地質基準委員会，科学研究費委員会，名

誉会員推薦委員会，女性地球科学者の未

来を考える委員会，オンライン化委員会

などを，メールによる会議を含め，随時

開催した．また，中期ビジョン委員会

挨拶をする木村新会長（右）．佃新副会長（中

央）．伊藤新副会長（左）



審議会教育課程部会「審議経過報告」にた

いし，パブリックコメントを提出した．

７）支部の活動

北海道支部

・地質学会北海道支部総会・例会

（2005/06/25）

・地質巡検「札幌周辺の地質を見直そう」

（2005/06/26）

・地質学講演会「アスベスト―地質学・医学

から読む―」主催：地質学会　北海道支部，

共催：日本生化学会北海道支部，日本応用

地質学会北海道支部・北海道応用地質研究

会，後援：地学団体研究会北海道支部，北

海道公衆衛生協会，北海道（2005/11/03）

東北支部

・特になし

関東支部

・平成17年度支部総会と講演会（2005/6/11）

・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－」

（2005/10/16）

・奥多摩巡検（2005/10/22～23）

・三宅島地質見学会（2006/4/21～23）

中部支部

・中部支部総会・シンポジウム「フォッサマ

グナと中部山岳地帯の形成と発展」

（2005/6/11）

・巡検「北部フォッサから飛騨山脈」

（2005/6/12）

近畿支部

・第112年年会京都大会招致・実施，於京都

大学（2005/9/18-20）

・市民講演会「京都とその周辺地域の地震と

地質災害」，参加者200名（2005/9/18）

四国支部

・第６回四国支部野外巡検「2004年８月17日

豪雨により高知県大川村で発生した土石流

災害」（2005/6/12）

・日本地質学会四国支部2005年度総会・講演

会（2005/12/17）

西日本支部

・日本地質学会西日本支部第151回例会なら

びに臨時総会（2005/6/18）

・シンポジウム「福岡県西方沖地震：地震と

地質災害」（2005/6/18，例会中に開催）

・日本地質学会西日本支部第152回例会なら

びに平成17年度総会（2006/2/11）

２．理事会議決事項および評議員会評議，承

認事項

１）「地質学史資料調査委員会」の名称を

「地質学史アーカイブス委員会」に変更す

ることを承認した（2005年９月）

２）ヒマラヤ地質研究委員会（在田一則委員

長）の解散を承認した（2005年９月）．

３）科研費委員会の2005年度末解散を承認し

た．

４）「学術大会講演申し込みに関する意義申

し立て処理機構規則（2005年６月４日施行）

を制定した（News誌2005年６月号掲載）．

発表会（2005/11/21-22），共催

２．計測自動制御学会：第31回リモートセン

シングシンポジウム（2005/10/31-11/），

協賛

３．日本科学技術振興財団：青少年のための

科学の祭典2005（2005/8），後援

４．海洋調査技術学会：第17回研究成果発表

会（10月13日―14日），協賛

５．山口大学理学部：「山口大学理学部サイ

エンスワールド７th」（11月６日），後援

６．産業技術総合研究所地質調査総合センタ

ー：シンポジウム「付加体と土木地質―地

質図の有効性と限界―」（11月29日），後援

７．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ント

へのアプローチ―丹沢山系から相模湾まで

―」（３月22日），共催

８．東京大学地震研究所：「国際シンポジウ

ムSEISMIX2006」（JAMSTEC，防災科学

技術研究所共催）（2006年９月24-29日，９

月30日-10月２日（巡検）），協賛

９．「 Techno-Ocean 2006/19th ocean

Engineering Symposiumu」（2006年10月

18日-20日），協賛

10．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），後援

11．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，2006年４月７日，日本財団ビ

ル２階会議室），後援

12．日本原子力学会：第44回原子力総合シン

ポジウム（2006年５月末），共催

13．第43回アイソトープ・放射線研究発表会

（2006年），共催（運営委員　角井朝昭会員）

14．第9回太平洋地域新第三系層序国際会議

（同会議　国内組織委員会委員長　小笠原

憲四郎）

（2007年10月１日～３日，於筑波大学），

後援

＜その他＞

・学術会議第20期の新会員，第３部地球惑星

科学委員会（分野別委員会）所属会員：入

倉孝次郎，岡部篤行，河野　長，平　朝彦，

永原裕子

（関連所属　第１部：碓井照子（地理），

海部宣男（物理学））

・日本学術会議会則34条および同学術団体規

定に基づき，日本地質学会は「日本学術会

議協力学術研究団体」として登録した

（2005年10月）．

・国連で国際惑星地球年（IYPE）2008 に

関する決議が採択された（2005年11月）．

・日本地球惑星科学連合（および同教育問題

検討委員会）として，文部科学省中央教育

審議会にたいし，高等学校「理科」におけ

る必修科目創設に関する提言書を提出した

（2005年７月）．

・日本地球惑星科学連合（および同教育問題

検討委員会）として，文部科学省中央教育

５）中期ビジョン委員会（委員長　倉本真一）

は，日本地質学会の中期ビジョンについて

の「提言書」を答申した．これに対する評

議員会の意見を付記して，会員にパブリッ

クコメントを求めた．（News誌2006年１月

号掲載）

６）「総会の定足数等に関する細則」および

それに沿った委任状等の様式を定めた

（News誌2006年３月号掲載）．

７）電子化に対応して「日本地質学会著作物

利用規定」の全面的改正を行い，それに伴

い「投稿規定」および「著作権譲渡同意書」

の一部を改定した．（News誌2006年１月号

掲載）．

８）選挙細則第４条６項（文言追加挿入）お

よび９項（文言修正）の一部修正，変更を

行った．

９）The Island Arcをvol.16から「Island

Arc」に誌名変更し，表紙のデザインも一

新することとなった．

10）アイランドアークモノグラフ（オフィオ

ライト関係論文）出版企画案について検討

し，2006年度の刊行を承認した．

11）アイランドアーク15巻の契約ページの大

幅超過により発生した契約外の負担金につ

いては，同編集事務局とブラックウェル社

との協議を経て，学会として985,600円の

支払いをすることとした．

12）地質学雑誌編集委員交代：2005年９月末

日退任12名，10月より新任13名．氏名は以

下の通り．

退任：久保和也・塚原弘昭・伊藤康人・

佐藤比呂志・村田明広・土谷信高・石井

和彦・松田博貴・入月俊明・中川光弘・

奥村晃史　榎並正樹（企画部会委員とし

て残留）

新任：高橋　浩・奥平敬元・小田啓邦・

亀尾浩司・八木浩司・山路　敦・増田幸

治・川野良信・伴　雅雄・狩野彰宏・大

藤　茂・坂井　卓・小山内康人

13）若手研究者を対象とする賞として「小沢

儀明賞・柵山雅則賞」を新設し，2006年度

より度授与することとした．受賞研究テー

マによってそれぞれの賞名を冠する．新賞

設置によって，運営細則第39条および各賞

選考に関する規約を改正した．（News誌

2006年１月号掲載）

14）06年度名誉会員推薦のための委員会の発

足

委員氏名　階層別：木村　学　湯浅眞人

向山　栄　阿部国広　久田健一郎　

各支部長：宮坂省吾　高島　勲　清水恵

助　新妻信明　八尾　昭　吉倉紳一　山

本温彦

15）2007年度学術大会開催地は北海道支部に

決定，開催日程　2007年年９月９日-11

日＋巡検

北海道大会準備委員会：準備委員長-岡田

尚武，事務局長-竹下　徹

16）ジオパーク設立推進委員会（委員長　加

藤碵一）を設置した．
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年間の地質学会受賞者，前・現地質学雑誌

編集委員長，前・現Island Arc編集委員と

して，これらの賞の「選考検討委員会」を

設置して選考を行うこととした．委員会の

構成は，前・現長，および理事会が推薦す

る若干名，とする．

26）総会開催期に合わせて，選考対象論文と

なる期間を変更することとした．日本地質

学会論文賞：応募年の９月までの過去３年

間，研究奨励賞：過去２年間，小藤賞：過

去１年間

27）上記28）から30）項に関連して，運営細

則第39条２項，付則ならびに各賞選考に関

する規約２項，４項，５項，６項，11項の

修正・変更，追加を行った．（News誌2005

年10月号掲載）

28）2006年度より産業技術合研究所と「地質

科学分野におけるオンライン化の将来動向

における研究」の共同研究契約を結ぶこと

とした．

29）2005年度発行の予定であった地質学雑誌

の総目録について，理事会は評議員会に，

印刷物として発行することの是非について

諮問した結果，IT環境等の現況に照らし

発行を要しないとの結論にいたった．これ

をうけて総目録の今年度の発行を中止し

た．

30）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，鈴木堯士，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

31）2005年度第２期（2005年４月～2006年３

月）決算案を承認した．

32）2006年度（2006年４月～2007年３月）の

事業計画ならびに予算案を承認した．

33）名誉会員推薦委員会から提案された６名

の会員を名誉会員候補者として承認し，総

会に推薦することとした．

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

34）各賞選考委員会より提案された下記の各

賞受賞者を承認した．

・日本地質学会賞（１件）

平　朝彦　会員「日本の地質学の飛躍的

発展の基盤を創る：付加体地質学の実証

委員：佃　栄吉，脇田浩二，下川浩一，

渡辺真人（以上産総研）佐々木靖人（土

木研），植村和彦（国立科博），足立　守

（名大博物館），天野一男（茨城大・地質

科学関連学協会連合），高橋正樹（日大），

高木秀雄（早大），田崎和江（金沢大・

IGCP），大矢　曉（GUPI・IYPE），岩

松　暉（GUPI）

17）学術振興会の情報提供要請に対し，10名

の科学研究費審査委員候補者の情報提供を

行った．

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

18）外部団体の構造地質研究会を解散し，

2006年度以降事務的整理がつき次第，地質

学会の構造地質部会として活動を統合して

いくことの申し入れにたいし，受け入れる

ことで対応することとした．

19）J-STAGE（文部科学省）の電子投稿シ

ステムを地質学雑誌の編集に試行期間を経

て導入することとした．

20）企画出版委員会より提案の，国立公園リ

ーフレット「箱根火山」（一般用，学校教

育用）の2006年度の刊行を承認した．

21）地質学論集59号「沖積層研究の新展開」

（編集代表　井内美郎）の最終計画を承認

した（2006年５月発行）．

22）企画出版委員会の下に地学読本刊行小委

員会（代表　原田憲一）の設置ならびに

「地学読本」（仮称）の出版企画（愛智出版）

を承認した．

23）2006年度名誉会員推薦のための委員会の

発足を承認した．

委員長　加藤碵一，階層別委員：木村

学，湯浅眞人，向山　栄，阿部国広，久

田健一郎，各支部長：宮坂省吾，高島

勲，清水惠助，新妻信明，八尾　昭，吉

倉紳一，山本温彦

24）地質学に対して優れた業績を上げた37歳

以下の会員に対しての賞として「小沢儀明

賞，柵山雅則賞」を新設した．（News誌

2005年10月号掲載）

25）日本地質学会賞，国際賞，小沢儀明賞・

柵山雅則賞の選考については，各賞選考委

員会の下に諮問機関地質学会会長，過去３

的研究から海洋底地球科学の推進まで」

・日本地質学会柵山雅則賞（１件）

辻森　樹　会員「低温高圧型変成帯及び

蛇紋岩メランジュの地質学的・岩石学的

研究」

・日本地質学会論文賞（２件）

辻　隆司会員・宮田雄一郎・岡田　誠・

三田　勲・中川　洋・佐藤由理・中水

勝「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―」地質学雑誌，地質学雑

誌　111巻，１号，1-20，2005年

石原与四郎・徳橋秀一「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―」地質学雑誌，111巻，５号，269-

285，2005年

・日本地質学会研究奨励賞（４件）

曽田祐介（高木秀雄　共著）「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」地質学雑誌，110

巻，11号，698-714，2004年

安江健一（廣内大助・中埜貴元・酒井英

男・奥村晃史・海津正倫　共著）

「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」地質学雑誌，111巻，

１号，29-38，2005年

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」地質学

雑誌，111巻，６号，332-349，2005年

山本和幸（井龍康文・佐藤時幸・阿部栄

一　共著）「沖縄本島本部半島北部に分

布する琉球層群の層序」地質学雑誌，第

111巻，９号，527-546，2005年

・日本地質学会小藤賞（１件）

内野隆之・栗原敏之・川村信人「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―」地質学雑誌，111巻，４号，249-

252，2005年

以上
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小幡喜一　小畑正明　於保幸正　折橋裕二

加賀美寛雄　垣原康之　笠原芳雄　梶間和彦

鹿島愛彦　片平忠實　片山　肇　勝田和利

加藤　潔　加藤　進　加藤孝幸　加藤碵一

加藤正明　加藤靖郎　狩野彰宏　加納　隆

鹿野和彦　狩野謙一　鎌田耕太郎　神谷英利

香村一夫　亀井淳志　川上源太郎　川嵜智佑

川端清司　川村寿郎　神戸信和　貴治康夫

北里　洋　北村晃寿　木戸道男　衣笠善博

君波和雄　木村　学　木村克己　木村純一

木村政昭　清川昌一　金　光男　日下部吉彦

楠田　隆　楠　利夫　国安　稔　久保和也

熊井久雄　熊崎憲次　公文富士夫　倉又孝夫

倉本真一　栗原敏之　黒川勝己　黒田登美雄

下司信夫　小出良幸　小坂和夫　小嶋　智

輿水達司　越谷　信　小玉喜三郎　後藤博弥

此松昌彦　小林巌雄　小林公一　小林哲夫

小松直幹　小松原琢　小松正幸　紺谷吉弘

近藤康生　斎藤　眞　斎藤常正　斎藤文紀

齊藤靖二　酒井　彰　酒井治孝　榊原正幸

坂　幸恭　坂口有人　坂島俊彦　嵯峨山積

櫻井和彦　佐々木和彦　笹田政克　佐竹　敦

佐藤　勝　佐藤博明　佐野　栄　佐野弘好

沢田順弘　塩川　智　志岐常正　品田芳二郎

東明省三　篠原　暁　柴　正博　芝川明義

柴田　賢　島田　郎　島田春生　島津光夫

嶋本利彦　清水惠助　清水大吉郎　志村俊昭

周藤賢治　白石和行　白波瀬輝夫　菅野耕三

鈴木宇耕　鈴木和博　鈴木和博　鈴木清史

鈴木里子　鈴木清一　鈴木堯士　鈴木徳行

鈴木博之　鈴木盛久　妹尾正晴　関　全寿

関根一昭　徐　垣　染野　誠　多井義郎　平

朝彦　高木秀雄　高澤栄一　高須　晃　高田

亮　高橋　晋　高橋直樹　高橋　一　高橋堅

造　高橋雅紀　高橋正樹　高安克己　宝田晋

治　滝沢文教　滝田良基　田切美智雄　竹内

章　竹内　誠　竹内圭史　竹下　徹　竹之内

耕　竹村恵二　田崎和江　田近　淳　橘　彰

一　巽　好幸　立石雅昭　田中　隆　田中

均　田中秀実　谷口純造　玉木賢策　玉生志

郎　田村糸子　近重史朗　地徳　力　鎮西清

高　塚原弘昭　辻　隆司　堤　昭人　寺戸

真　富樫茂子　徳岡隆夫　徳橋秀一　徳山英

一　利光誠一　戸田英明　戸野　聡　豊島剛

志　豊原富士夫　内藤　耕　内藤一樹　内藤

源太朗　中　孝仁　中井　均　仲井　豊　中

井睦美　長岡信治　永岡靖雄　中尾賢一　中

尾誠司　中川　充　中川登美雄　中里俊行

中澤　努　中下惠勇　中島和一　中野啓二

仲谷英夫　長橋良隆　仲谷英夫　中山一夫

中山俊雄　奈良正和　成瀬　洋　新井田清信

新妻信明　西ヶ谷修　西川純一　西村　昭

西村祐二郎　西山忠男　楡井　久　丹羽　茂

丹羽俊二　野口達雄　野田　篤　野田浩司

野田雅之　野中義彦　延原尊美　野村律夫

萩原　茂　橋本　勇　觜本　格　橋本修一

橋本善孝　長谷川潔　長谷川修一　寺林　優

日本地質学会基本財産への
醵金者名簿

2003年９月から2006年３月の間に醵金いた

だいた方がたならびに，これ以前に基本財産

へのご寄付をいただいた方々のお名前も改め

て記して，ご報告いたします．なお，故人に

なられた方もいらっしゃいますが，そのまま

掲載させていただきましたので，ご了承下さ

い．

これらの多くの皆様のご協力に対し，厚く

お礼を申しあげます．

日本地質学会募金委員会　

委員長　加藤碵一

（名誉会員） 新井房夫　猪木幸男　石井健

一　市川浩一郎　市原　実　糸魚川淳二　今

井　功　岩崎正夫　氏家　宏　宇留野勝敏

大森昌衛　垣見俊弘　勝井義雄　加藤磐雄

唐木田芳文　勘米良亀齢　木崎甲子郎　黒田

吉益　小島丈児　小高民夫　小林英夫　斎藤

昌之　斎藤林次　佐藤　正　下山俊夫　杉村

新　諏訪兼位　関根良弘　棚井敏雅　千地万

造　徳永重元　中川久夫　中沢圭二　中世古

幸次郎　奈須紀幸　野沢　保　橋本光男　羽

田　忍　羽鳥謙三　秀　敬　深田淳夫　藤井

昭二　藤田和夫　藤田至則　古川和代　堀口

萬吉　松本達郎　松本　夫　水野篤行　都城

秋穂　村田正文　八木健三　山岸猪久馬　高

柳洋吉

（正会員） 会田信行　青野道夫　青矢睦月

赤木三郎　赤羽貞幸　赤羽久忠　赤松守雄

秋葉文雄　秋山雅彦　阿久津純　浅川行雄

芦　寿一郎　足立　守　足立勝治　阿部国広

阿部なつ江　阿部正憲　天野一男　荒井晃作

新井宏嘉　荒木英夫　荒戸裕之　荒牧　寛

在田一則　安東淳一　安藤寿男　安間　莊

安間　恵　飯泉　滋　池上直樹　池田保夫

石井和彦　石井正之　石井輝秋　石井秀明

石垣　忍　石賀裕明　石川輝海　石崎国熙

石原舜三　石綿しげ子　石渡　明　磯闢行雄

磯部一洋　板谷徹丸　伊藤　孝　伊藤谷生

伊藤康人　井上　茂　井内美郎　猪間明俊

今岡照喜　今村哲己　井本伸広　井龍康文

岩井雅夫　岩松　暉　宇井啓高　上杉　陽

上砂正一　植田勇人　上野将司　植村和彦

氏家恒太郎　氏家　治　宇田進一　歌田　実

宇多村譲　宇都浩三　梅田美由紀　永広昌之

江藤哲人　榎並正樹　大木公彦　大久保進

大城逸朗　大角恒雄　太田英将　大藤　茂

大友幸子　大庭　昇　大場孝信　大平芳久

大村亜希子　大村一夫　大矢　暁　大和田正

明　岡　孝雄　小笠原憲四郎　岡田　誠　緒

方信一　岡田博有　岡村　聡　岡村行信　小

川　誠　小川勇二郎　沖村雄二　奥平敬元

尾崎正紀　小山内康人　小野　晃　小野昌子

長谷川美行　長谷部徳子　長谷義隆　波田重

熙　服部　勇　服部昌樹　濱田隆士　早坂祥

三　早坂康隆　林　誠司　林　広樹　林田

明　原　郁夫　原山　智　伴　敦志　坂野昇

平　樋口　雄　久田健一郎　平井明夫　平社

定夫　平島崇男　平田大二　平野　聡　平林

憲次　平山　廉　廣井美邦　府川宗雄　福澤

仁之　福田皎二　福冨幹男　藤井厚志　藤縄

明彦　藤林紀枝　古姓昌也　外田智千　星

博幸　星野光雄　保柳康一　堀　秀道　堀

利栄　堀内正貫　米谷盛壽郎　前川寛和　前

田純二　前田仁一郎　牧野泰彦　真砂祥之助

増田孝一郎　増田俊明　増田富士雄　松浦一

樹　松浦浩久　松岡　篤　松尾征二　松里英

男　松澤逸巳　松島信幸　松島義章　松田達

生　松田時彦　松田博貴　松葉千年　松原

康　松原彰子　松本　良　水谷伸治郎　水野

清秀　道林克禎　三次徳二　三鍋久雄　三本

健四朗　三宅　誠　宮川邦彦　三宅康幸　宮

崎　浩　宮下純夫　宮下由香里　宮田隆夫

宮田雄一郎　宮村　学　宮本　昇　向山　栄

村井貞允　村越直美　村田明広　邑本順亮

本尾朝光　本吉洋一　籾倉克幹　森　隆二

森田澄人　盛谷智之　森田康裕　森山義礼

八尾　昭　八木下晃司　矢口良一　矢島道子

八島隆一　矢内桂三　簗浦進一　柳　哮　柳

本　裕　山岸宏光　山北　聡　山口はるか

山崎博史　山路　敦　山田　純　山田守貞

山野井　徹　山本高司　山本温彦　山本芳樹

湯浅真人　柚原雅樹　横田修一郎　横山俊治

吉岡正俊　吉川周作　吉川博章　吉田鎮男

吉田武義　吉田亘弘　吉田史郎　吉田　義

林　愛明　脇田浩二　和田卓也　渡辺其久男

渡部芳夫　和田信彦　和田温之　Simon

Wallis

（非会員・団体その他） 小松美加（東京大

学出版会） 瀬古一郎（中央開発） 福島和

夫（信州大学理学部） 匿名会員２名

（NPO）地質汚染審査機構　㈲風水土　「タ

ービダイトの話」著者一同　静岡大会見学旅

行富士山班（上杉） 全国ボーリング技術協

会　中央開発㈱　東京大学海洋研究所海洋底

科学部門有志一同　東大木村研・田中研有志

一同　新潟大学学生有志一同　明治コンサル

タント㈱技術統括部　千葉大会会場での小口

募金

（以上2003年９月から2006年３月までの醵金

者．総数523名＋10団体他）

＜募金活動開始以前に寄付をいただいた
方々＞
（名誉会員） 新井房夫　垣見俊弘　勘米良

亀齢　齋藤林次　徳永重元　古川和代　山田

直利　匿名１名

（正会員他） 日高　稔　匿名１名　「明日

を拓く地質学」編集委員会
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１．学術推進，国際貢献

１）地質学雑誌（年/12冊），付録　News誌

（年/12冊）の発行

２）Island Arcの発行（年/４冊）

３）（独）産業技術総合研究所との共同事業

「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」

４）地質学論集59号「沖積層研究の新展開」

の発行

５）第113年学術大会の開催に関わる研究発

表，シンポジウム，現地見学・討論会の開

催

６）地球惑星科学連合，地質科学関連学協会

連合等の活動への参加

７）国際堆積学会の共催

８）研究活動の奨励,顕彰

９）その他

２．普及と教育

１）113年学術大会における普及教育シンポ

ジウム，小中高生徒の研究発表会の開催

２）理科教員対象の地質巡検の開催

３）（独）産業技術総合研究所との共催によ

る「地質情報展」の開催

４）リーフレットシリーズ　「箱根火山」の

日本地質学会2006年度事業計画

地球の動態や環境の重要さが理解されるに

つれ，地質学の果たす役割はますます大きく

なってきている．学問上の発展と産業上の期

待に応えるためには，関連分野との積極的な

連携・協働，会員との直接の接点である会誌

やNews誌等の充実，関連分野を含めた豊富

な情報の早い伝達等が必要である．一方，学

校教育における「理科（地学）離れ」と地学

教師不足は大きな問題であり，大学の独法化，

少子化による学生数の減少，ポスドクの処遇

等に関連して問題はさらに深刻になってい

る．専門教育も，これから学会として取り組

むべき課題となろう．また，地質学会の存在

を知ってもらうとともに，地質学の重要さを

正当に評価してもらうためには，地質技術者

の社会的認知度をあげる必要があり，産業界

との交流を深める糸口をつくらなければなら

ない．このような背景と，先に出された中期

ビジョン委員会の答申も踏まえ，今年度は学

会の目的にそった次の事業を行う．

発行（一般用，子供用の２種類）

５）出版社を通じた普及書の発行（地方地質

誌・フィールドジオロジーの継続事業，そ

の他補助教材の作成準備など）

６）GEOPARKの推進活動

７）その他

３．社会貢献

１）日本技術者教育認定機構（JABEE）へ

の加盟による，地質技術者の育成と認定の

支援

２）土質地質技術者生涯学習協議会の一員と

して，PDE協議会（技術者の継続的職務

能力開発システム）への加盟による地質技

術者への支援

３）出版，発表，普及活動による研究成果の

公開と普及・啓蒙

４）自然災害の発生，地球環境問題に対する

学術的貢献と対応

５）その他

４．その他

１）年会参加登録のオンライン化システムの

整備

２）その他
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2006年度日本地質学会役員

会　　長 木村　学（東京大学）
副 会 長 佃　栄吉（産業技術総合研究所）

伊藤谷生（千葉大学）

常務理事 渡部芳夫（産業技術総合研究所）
副　〃　 天野一男（茨城大学）
理　　事 宮下純夫（新潟大学）

増田富士雄（同志社大学）
公文富士夫（信州大学）
狩野謙一（静岡大学）
久田健一郎（筑波大学）
Simon Wallis（名古屋大学）
上砂正一（田中環境開発（株））
向山　栄（国際航業（株））
中山俊雄（東京都土木技術センター）
大友幸子（山形大学）
倉本真一（海洋研究開発機構）
高橋正樹（日本大学）

監　　事 佐藤尚弘（明治コンサルタント（株））
山本正司（山本司法書士事務所）

評 議 員 ＜任期2007年３月まで＞
阿部国広（川崎市立西有馬小学校）
荒戸裕之（帝国石油（株））
安間　恵（川崎地質（株））
磯闢行雄（東京大学）
板谷徹丸（岡山理科大学）
永広昌之（東北大学総合学術博物館）
国安　稔（石油資源開発（株））
柴　正博（東海大学社会教育センター・博物館）
田崎和江（金沢大学）
田近　淳（北海道立地質研究所）

巽　好幸（海洋研究開発機構）
納谷友規（茨城県霞ヶ浦環境科学センター）
新妻信明（静岡大学）
楡井　久（NPO 日本地質汚染審査機構）
保柳康一（信州大学）
三宅康幸（信州大学）（議長）
矢島道子（NPO 地質情報活用機構）
山路　敦（京都大学）
横山俊治（高知大学）
脇田浩二（産業技術総合研究所）
＜任期2008年３月まで＞
会田信行（千葉県立佐倉東高校）
浅野俊雄（東京都立晴海総合高校）
足立勝治（アジア航測（株））
安藤寿男（茨城大学）
石垣　忍（林原自然科学博物館）
石渡　明（金沢大学）
井内美郎（愛媛大学）
井龍康文（東北大学）
岡　孝雄（北海道立地質研究所）
小山内康人（九州大学）
加藤　進（石油資源開発（株））
紺谷吉弘（立命館高校）
酒井治孝（九州大学）
徐　　垣（海洋研究開発機構）
新井田清信（北海道大学）（副議長）
針金由美子（静岡大学）
松岡　篤（新潟大学）
松田博貴（熊本大学）
丸山茂徳（東京工業大学）
渡辺真人（産業技術総合研究所）
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国際的にも堆積学研究の発展に尽力され，

1970年代には，IODP国際活動で日本海溝に

おける最初の深海掘削調査を実施された．ま

た，1992年の福岡国際シンポジウムでは，中

生代～新生代の地質学的・堆積学的研究とし

て最初の国際会議を主催され，本会議はその

後，IGCP250としてアジアのほぼ全域に及ぶ

学術的研究に発展し，現在でも，IGCP454と

してアジアから発する国際プロジェクト研究

に継続されている．このように，国際的学術

交流を通してアジアの地質学の発展にも多大

な貢献をされ，高い評価を受けている．

以上のように，岡田会員は，日本国内のみ

ならず国際的にも地質学の発展に多大な研究

業績を挙げており，また，日本地質学会の発

展にも多大な貢献をされており，名誉会員に

ふさわしくここに推薦する．

（3）斎藤常正会員（東

北大学名誉教授，1936

年生まれ，70才）

斎藤会員は，中生代後

期～新生代の浮遊性有孔

虫の種分化と生層序学を

専門として，国内外にお

いて多くの業績を挙げられたが，とくに大き

な功績として動的地球観プレートテクトニク

スの確立への貢献を挙げることができる．す

なわちプレートテクトニクスの可否が議論さ

れはじめた1968年にグローマーチャレンジャ

ー号で開始された米国の深海掘削計画の第３

次航海に乗船し，南大西洋で掘削された堆積

物のコアから浮遊性有孔虫を抽出し堆積物の

詳細な地質年代を決定するのに成功した．海

洋底玄武岩直上堆積物の年代が海洋底の生成

年代をあらわすことから，海洋底の年代が中

央海嶺から離れるほど古くなることを微化石

年代で示すことにより，海洋底拡大説を証明

することに貢献した．当時は，地質学と地球

物理学の共同研究とはいえ，専門用語が異な

るために共通理解が不十分であったが，堆積

物の年代を化石帯あるいは地質年代だけでな

く，放射年代の数値でも乗船研究者に伝えた

ことから，「歩く年代測定機器」として生層

序学の重要性を広く地球科学者に認知させる

にいたった．その後も，生層序学，浮遊性有

孔虫の古生物学，安定同位体による古海洋学

や古環境学などの発展に尽力するとともに多

くの研究者を指導育成して地質学の発展に寄

与された．最近では，日本の北海道中軸帯に

分布するジュラ紀後期～白亜紀の海成層であ

る空知―蝦夷層群を対象として，北部太平洋

地域の白亜紀浮遊性有孔虫群集の種分化と古

環境変化に関する研究を行っている．斎藤会

員は，1963年から1977年まで，米合衆国コロ

ンビア大学地質学教室，コロンビア大学付属

ラモント・ドハティ地質学研究所，ニューヨ

ーク市アメリカ自然史博物館において多岐に

わたる研究を展開し，帰国後は山形大学理学

部と東北大学理学部において地質学・古生物

学の研究と教育において広く活躍された．

2006年度
名誉会員推薦理由

（1）秋山雅彦会員（元

信州大学教授，1934年

生まれ，72歳）

秋山会員は，古生物

学・地球化学を専門と

し，1960年代からすでに

化石ホタテガイの中のア

ミノ酸に関して定量分析を行い，象牙化石中

のクエン酸，堆積岩中のアミノ酸の定量など

の優れた研究成果をあげられ，とりわけ硬蛋

白分子内でのアミノ酸の分解に関する新しい

見解は国際的に高い評価を受けられた．これ

らの功績に対しては，1983年日本地質学会賞

が授与された．その後も研究を進め，日本に

おける有機地質学分野の確立に先駆的かつ指

導的役割を果たされた．

秋山会員は，1961年東京教育大学大学院理

学研究科博士課程を修了後，同大学，北海道

大学，信州大学及び札幌学院大学に在職され，

また国際的な場においても学生の指導と研究

を進められた．さらに秋山会員は，学術審議

会専門委員，日本学術会議各種委員ほかを歴

任され，地質学の発展に大いに寄与された．

日本地質学会においても，評議員会議長，副

会長及び会長の重職をつとめ，学会の発展に

大いに尽くされた．以上のような秋山会員の

地質学全般における業績，就中有機地質学分

野における草分け的な実績，および，長年に

わたる日本地質学会と地質科学界における多

大な貢献に鑑み，秋山会員を名誉会員として

推薦する．

（2）岡田博有会員（静

岡大学名誉教授，1933

年生まれ，72歳）

岡田会員は，1956年九

州大学理学部地質学教室

を卒業され，1961年九州

大学大学院博士課程を修

了された後，九州大学理学部助手，鹿児島大

学教養部助教授・教授，静岡大学理学部教授，

九州大学理学部教授を歴任された．この間，

日本堆積学研究会（現日本堆積学会）会長お

よび日本地質学会会長をつとめられ，堆積学

および地質学の発展に貢献された．

岡田会員の専門は堆積学で，長年にわたり

日本学術会議地質学研究連絡委員会の堆積学

部門の責任者をつとめ，堆積学の発展および

若手研究者の育成に尽力された．とくに，国

際的基準として広く用いられている「砂岩の

分類」は顕著な研究業績として特筆される．

また，蝦夷層群の堆積学的研究をはじめ，ジ

ュラ紀～古第三紀付加体と関連堆積盆の研

究，現世東シナ海の砂質堆積物の研究等，造

山帯における堆積盆の発達過程と後背地の関

連を中心に多くの研究成果を挙げられ1993年

日本地質学会賞「砕屑岩の堆積地質学的研究」

を受賞された．

1977年には「白亜紀および新生代の浮遊性有

孔虫の研究」で日本古生物学会学術賞を受賞

し，1987年からは日本地質学会の評議員とし

て学会活動に関わり，1998年には「化石層序

学によるプレートテクトニクスの証明」で日

本地質学会賞を受賞された．また，日本古生

物学会会長及び日本学術会議第17期会員とし

て科学研究行政や研究機関の改善などに重要

な役割を果たされた．

斎藤会員の地質学における功績は，以上に

述べたように多大であり，名誉会員としてふ

さわしく，ここに推薦する．

（4）志岐常正会員（京

都大学名誉教授，1929

年生まれ，76歳）

志岐会員は1953年に京

都大学理学部を卒業し，

同大学大学院に進まれ同

大学理学部助手となり，

1962年理学博士を修得された．その後も同大

学で助教授，教授として学生の指導及び研究

を進められ1993年定年退官，京都大学名誉教

授となられた．

志岐会員は，初期の丹波帯の中・古生界の

層序と砂岩岩石学的研究，その後の海洋地質

学的研究，そして近年の津波堆積物などイベ

ント堆積物の堆積学的研究で大きな業績を残

されている．特に，丹波帯の重力流堆積物の

粒度組成と鉱物組成の研究は，外国の有名な

堆積学の教科書に引用されているほどであ

る．海洋地質学の研究としては，国際地球内

部ダイナミクス計画に参加し，５回の研究航

海で活躍された．日本海やフィリピン海の日

本・ソ連・中国との共同研究の功績によっ

て，ソ連地球物理学委員会から国際共同研究

功労賞が授与された．その中で，フィリピン

海のテクトニクスや西南日本の地史に関する

新しい発見や重要な指摘を行ってきた．さら

に深海底の現世泥質堆積物に関する堆積学的

な研究は手法を含めて世界に先駆けるもので

あった．現在では広く認識されているイベン

ト堆積物の重要性を早くから主張したのも本

会員であった．その成果は一昨年のインド洋

大津波以来特段に引用され，その先見性をき

わだたせていることも特筆される．

志岐会員はさらに研究だけでなく，長年に

わたって多くの学生や研究者を育てるととも

に日本地質学会関西（現近畿）支部長などを

通しても地質学の発展につくされた．

志岐会員のこのような世界的な研究業績と

地質学や堆積学への多大な貢献に鑑み，名誉

会員に推薦する．
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（6）水谷伸治郎会員

（名古屋大学名誉教授，

1932年生まれ，74歳）

水谷会員は1954年に名

古屋大学理学部地球科学

科を卒業後，同大学大学

院を経て，同大学に在職

され1995年に同大学定年退官後は日本福祉大

学情報科学部教授として奉職された．この間，

名古屋大学年代測定資料研究センター長，日

本福祉大学情報社会システム研究所長を兼務

するとともに，両大学において，学界をリー

ドする研究に邁進しながら後進の育成にも全

力投球された．また，日本地質学会評議員，

「日本の地質学将来構想検討委員会」委員な

どを通じ，日本地質学会にも大きく貢献され

ました．さらに，1992年に京都で開催された

第29回IGCでは，準備段階から地質巡検小委

員会において中心的な役割を果たし，我が国

で初めて開催されたIGCのバックアップにも

尽力された．

水谷会員は日本列島を中心とした環太平洋

造山帯を構成する中古生界の地質構造発達史

の解明に大きな貢献をされ，特に，中部日本

の美濃帯を研究対象としてその地質構造を明

らかにするとともに，砕屑物の後背地解析や

放散虫生層序の手法を用いたチャートや泥質

岩の年代決定を通して，ジュラ紀付加体とし

ての美濃帯の地史の全容を解明し，その後の

日本の中古生界研究の発展の基礎を築かれ

た．放散虫化石の研究では生層序的な観点だ

けでなく化石のデータベース化にも力を注

ぎ，誰もが使えるような整理公開法を開発さ

れた．また，続成過程におけるシリカ鉱物の

相転移の研究では，非晶質シリカが温度の上

昇・時間の経過とともにオパールCTを経て

石英へと変化することを明らかにし，この分

野で世界をリードする研究成果を上げられ

た．そして，1988年には「堆積岩の続成作用

に関する研究」により，日本地質学会賞を受

賞された．このほかにも，水谷会員は，自然

災害科学や応用地質学などの分野の発展にも

尽力し，1995年に日本応用地質学会中部支部

を発足させるとともに，４年間支部長として

中部地方における応用地質学の産官学連携に

も大きく寄与された．以上のように，水谷会

員は我が国の地質学および地質学会の発展に

大きく貢献されており，名誉会員にふさわし

くここに推薦する．

2006年度
50年会員顕彰者（1956年入会者）

内野　哲，川澤啓三，鈴木堯士，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（以上10名）

（5）島津光夫会員（新

潟大学名誉教授，1926

年生まれ，80歳）

島津会員は，1951年東

北大学理学部岩石鉱物鉱

床学教室卒業後，同大学

院（旧制），東北大学理

学部助手，工業技術院地質調査所技官，新潟

大学理学部助教授・教授・理学部長，県立新

潟女子短期大学学長を歴任され，現在は新潟

大学名誉教授・県立新潟女子短期大学名誉教

授として多方面で活躍されている．ご専門の

火成岩岩石学・変成岩岩石学，グリーンタフ

地質学での業績は高く評価され，渡辺万次郎

賞・新潟日報文化賞を受賞されている．また，

2004年に刊行された地質学用語集の岩石学鉱

物学鉱床学分野の責任編集委員として日本地

質学会の活動に貢献いただいた．このほか日

本岩石鉱物鉱床学会会長，日本学術会議鉱物

学研究連絡委員会委員，学術審議会専門委員，

石油技術協会理事，同評議員（現在名誉会員）

を歴任され，地質学界の発展に大きく寄与さ

れた．

島津会員は，北上山地の火成岩や変成岩の

研究を行い，母体層群の緑色岩，蛇紋岩，変

斑れい岩を調査研究され，緑色岩中から藍閃

石を発見し，低温高圧変成岩であることを明

らかにされた．その後，北部北上山地の田野

畑花崗岩とその周辺の接触変成岩を研究し，

学位論文とされた．地質調査所に移ってから

は，鉱床調査に従事するとともに，地質図幅

「気仙沼」，「陸中野田」，「田老」を作成され

た．それら長年の研究による知見を総括され

た「東北日本の白亜紀花崗岩」は高く評価さ

れた．

新潟大学に移ってからは，とくにグリーン

タフを低度変成岩としてとらえて変質の研究

をされ，北秋田地方，丹沢，御坂山地の変質

岩の研究を進め，大きく沸石相，ぶどう石－

パンペリー石相，緑色片岩相に分けられるこ

とを明らかにされた．一方，変質岩研究の成

果を新潟県下で発見された火山岩貯留岩（グ

リーンタフリザーバー）に応用し，天然ガス

鉱床の探査にも貢献された．近年は新第三紀

火山岩の研究に中心を移し，とくに日本海の

成因に関連して，日本列島および韓国，シホ

テアリン，サハリンなども活発に調査研究さ

れそれらの研究を総括して「グリーンタフの

岩石学」を刊行された．グリーンタフを単に

岩石化学的だけではなく，野外調査に基づく，

地質学的背景を考慮に入れた研究の展開は，

日本列島の新第三紀研究に一時代を築いたも

のとして高い評価を得ている．

退官後は地学の普及に尽力され，一般向け

に『新潟の石油・天然ガス』をはじめとする

著書を多数出版し，そのうち『新潟と東北』

は2006年新潟県出版文化賞を受賞された．

島津会員は，上記のように岩石学・地質学

の両方面で日本の地質学の発展に大きく貢献

されており，名誉会員にふさわしい方として

推薦する．

2006年度
日本地質学会各賞受賞理由

日本地質学会賞（１件）

受賞者：平　朝彦会員

（（独）海洋研究開発機構）

研究テーマ：「日本の地

質学の飛躍的発展の基盤

を創る：付加体地質学の

実証的研究から海洋底地

球科学の推進まで」

地質学を長年拘束してきた『地層累重の法

則』は付加体地質学の原理の確立によって革

命的に変貌した．付加体地質学では，見かけ

下位の地層程形成年代が若く，地層累重の法

則とは逆になる．また付加体地質学によると，

一連整合様の地質体の中に，マントル深部に

沈み込んだ海洋プレートの一部が残され，そ

の情報を有効に利用すると，地球史を太古代

に遡り，過去のプレート運動を議論すること

が可能になる．付加体地質学の原理は1970年

代末期に大阪市立大学の松田哲夫氏と平朝彦

氏を中心とした高知大学グループによって確

立された．取り分け，平朝彦氏は四万十帯の

地質学だけでなく付加体形成のプロセスを実

証する為に，南海トラフで現在進行中の付加

体形成フロントの最前線の研究に海洋地質学

から挑んだ．

20世紀の後半から地球科学も巨大科学へと

変貌し，海洋底地球科学はプレートテクトニ

クスを生み出した．平氏は陸上の地質学から

海洋底地球科学へと乗り出して，付加体形成

のプロセスを明らかにした．その研究の最前

線に立ち，強力なエアガンを使って付加体の

地質構造を解析するだけでなく，付加体形成

のフロントを直接掘削し，遂にフィリピン海

プレートの基盤岩までを掘削することに世界

で始めて成功した．付加体は，それまで漠然

と，地質構造が著しく擾乱したメランジュと

呼ばれる地質体に代表されると，想像されて

きたが，一連整合状のコヒーレントな地質体

こそが付加体の本質であることを実証した．

常温に近い環境にもかかわらず，ほぼ完全な

指交関係で海洋プレート起源物質が陸源物質

と海溝で混合するメカニズムには流体が決定

的に重要な役割を持つことを明らかにした．

こうして南海トラフは付加体の世界の模式地

となった．

付加体地質学の確立を契機として，平氏は

海洋底地球科学を推進する日本の代表者とし

てDSDP/ODPの推進に参画し，付加体の問

題だけでなく，白亜紀の気候変動など地球規

模の環境変動やヒマラヤ造山運動が及ぼした

表層環境変動の解明など，テキサス大学で取

得した堆積学をベースに学際的な研究へと興

味を広げた．

2002年４月には東京大学海洋研究所から

JAMSTECへと移り，世界最先端の設備を誇

るJAMSTECの多様な先端研究設備を駆使し

て掘削堆積物に記録された情報の解読から地

球システム変動の原理を明らかにしようとし
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論文賞（２件）

受賞論文：１．辻　隆司・

宮田雄一郎・岡田　誠・三

田　勲・中川　洋・佐藤由

理・中水　勝　「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―」 地

質学雑誌　111巻1-20（2005）

本論文は，房総半島に分布する上総層群大

田代層と梅ヶ瀬層のタービダイト層準を対象

として掘削によってコアを採取し，タイトル

に示された酸素同位体・古地磁気・石灰質ナ

ンノ化石分析を詳細かつ綿密に行い，その結

果を古地磁気層序のハラミロ・サブクロンを

基準として世界の標準となっている深海堆積

物コアのデータと比較検討したものである．

その結果，上総層群のような前弧堆積盆に形

成された堆積物であっても，注意深く分析す

れば，大洋底のコアで得られた酸素同位体変

動曲線と同じような曲線が大洋底のコアより

も高い精度，分解能で得られることを初めて

明らかにした．このことは，海水準変動を通

してあらわれるミランコビッチサイクルとい

った地球規模の変動現象が，大洋底の堆積物

のみならず，極めてローカルな堆積盆の堆積

物にも同じような繊細さをもって反映してい

ることを実証的に明らかにしたといえる．そ

の結果，上総層群を題材とした陸域縁辺の堆

積物において高精度堆積年代軸を確立するこ

とに成功し，これら陸源物質を多く含む地層

において高時間分解能の研究を可能にした．

また本論文は，筆頭著者の先を見通した研

究企画と緻密で根気強い実行力，そして分析

手法，対象を異にした第一線の研究者の共同

研究の賜物であるが，途中の分析手法や解析

手法についても詳しく言及されており，この

時代のコアや地層の堆積物を対象にした年代

層序学的研究を行う際の今後の標準となり得

る優れた論文であると評価できる．以上の理

由により，本論文は日本地質学会の論文賞に

値すると判断した．

ている．

平氏の業績を語る上で欠かすことのできな

いものに，地球深部探査船「ちきゅう」の建

造をはじめとする，政治的・社会的な意味で

の偉大な貢献がある．それは，旧態然とした

地質学的手法から海洋底地球科学という巨大

科学へと日本の地質学を発展させたことで，

この財産は世界の地球科学の発展を日本がリ

ードしうる基盤になるだろう．今後の大きな

発展が期待される．

また，岩波書店，地球惑星科学シリーズの

教科書の編集を担当する等，地球史の視点か

ら惑星地球の進化を解説し，地質学の普及に

多大な貢献をなした．近年，科学者の社会責

任（説明責任）が問われているが，平氏は率

先して普及講演を含め社会一般に向けての地

質学の普及を押し進めてきた．以上のように，

日本の地質学に対する平朝彦氏の功績は非常

に大きく，日本地質学会賞に値するものであ

る．

日本地質学会柵山雅則賞（１件）

受賞者：辻森　樹会員

（金沢大学ベンチャー・

ビジネス・ラボラトリー

非常勤講師）

研究テーマ：「低温高圧

型変成帯及び蛇紋岩メラ

ンジュの地質学的・岩石

学的研究」

辻森氏は，1998年に地質学雑誌に発表した

岡山県大佐山の蛇紋岩メランジュに関する論

文で本学会研究奨励賞を受賞した後，飛騨山

地北東部からエクロジャイト質藍閃石片岩を

発見し，それに関連する蓮華変成岩類や大江

山オフィオライト岩類の詳細な岩石学的・年

代学的研究を行い，日本列島の古生代低温高

圧型変成作用の解明を飛躍的に進歩させた．

そして中国山地の蛇紋岩メランジュ中に産す

るアルカリ輝石類の鉱物学的研究やひすい輝

石岩中の低温ジルコンの年代測定を行い，蛇

紋岩メランジュの性質と形成過程の解明に貢

献した．さらに研究対象をロシア沿海州に拡

大してオフィオライトや高圧変成岩の年代測

定を進め，西南日本の古生代地質体の大陸へ

の連続性とその意義を論じた．一方，米国と

グアテマラにおいて共同研究を発展させ，巨

大な蛇紋岩メランジュ中にローソン石エクロ

ジャイトを産する，超低地温勾配の沈み込み

帯で形成された高圧型変成帯の地質学的・岩

石学的解析に取り組み，研究グループの筆頭

著者として成果を発表している．彼はロシア

極東，インドネシア，チベット，グアテマラ

など困難な調査地域で多くの経験を積み，他

分野の研究者とも共同研究を進めて，日本の

地質学の実力を世界に示してきた．辻森氏の

質・量ともに優れた以上の業績は，日本地質

学会柵山雅則賞に値する．

受賞論文：２．石原与四郎・徳橋秀一「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―」 地質学雑誌，111巻　269-285

（2005）

房総半島中部をほぼ東西方向に伸びる一対

背斜構造と向斜構造の周りにS字状に分布す

る鮮新統安野層のタービダイト砂岩の堆積様

式に関しては，これまで具体的な提案がなさ

れていなかった．著者らは，これらの堆積様

式解明上大変重要であるにもかかわらず，三

島ダム湖や豊英ダム湖の存在によって本地域

の地層の詳細な実態解明上ネックになってい

た小糸川流域について，モーターボートを使

った地質調査を行い，多数の凝灰岩鍵層の追

跡によって作成した詳細カラー地質図を作成

するとともに，安野層の下部にほぼ南北方向

にのびる大規模な侵食性チャネル構造が存在

するなど，模式地の小櫃川流域では想像でき

なかった多くの新事実を発見した．また，安

野層分布域全域でタービダイト砂岩の古流向

解析と堆積相解析を行い，その結果を凝灰岩

鍵層で区切った６つのユニットごとの堆積様

式の解明を通して，安野層全体の堆積様式を

明らかにした．その結果，安野層のタービダ

イトは，基本的には，下位の清澄層の場合と

同じく，半島中央部北方から流入した混濁流

群によって運搬・堆積したが，その堆積様式

の特徴から，大きく２つの堆積システムが認

められることを明らかにした．すなわち，当

初は房総半島の東部にタービダイトのチャネ

ル・レビーシステムを形成しているが，堆積

中心を西へ移動させながら，やがてはローブ

を主体とする堆積システムへと変貌してい

く．この堆積史の解釈は野外調査の積み重ね

で得られた資料に支えられており，説得力に

満ちている．

このように本論文は，これまで重要な地域

でありながら，ダム湖のために空白に近かっ

た地域について，極めて詳細なカラー地質図

を公表するという，房総半島の当該地域の研

究史に大変重要な貢献を行った．砂岩・泥岩

の互層を連続的かつ詳細に記載する基礎的な

地質調査は，最近の若手研究者には敬遠され

るものであるが，本論は地道な調査を貫徹し

て地質図として仕上げたことに対する意義も

高い．このような研究成果は著者たちの並々

ならぬ熱意と執念，そして長年にわたる地道

な努力によってのみなし得るものである．

以上の理由から，この論文は日本地質学会

論文賞としてふさわしいと判断した．
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究者がそのように多分野に渡る知識・技術を

習得し論文としてまとめ得たことは，表彰に

値する．以上のような理由で安江会員を研究

奨励賞に推薦する．

受賞者：河尻清和（相模

原市立博物館）

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」

地質学雑誌，11 1巻，

332-349（2005）

本論文は，岐阜県高山市の飛騨外縁帯ペル

ム系荒城川層，森部層，上広瀬層に貫入する

多数の斑れい岩岩脈について，詳細な野外調

査と岩石学的，地球化学的研究を行い，それ

らが海嶺玄武岩（MORB），島弧ソレアイト，

カルクアルカリ岩，ショショナイトなど様々

なマグマからの形成を示唆する著しい全岩・

鉱物化学組成の多様性を示すことを明らかに

した．そして同時代の舞鶴帯夜久野オフィオ

ライトの変斑れい岩などに関する既存のデー

タと比較検討して両者の類似性を強調し，ペ

ルム紀には舞鶴帯から飛騨外縁帯にかけて島

弧～縁海における多様なマグマ活動があった

と結論した．これは舞鶴帯の延長が「飛騨ナ

ップ」の構造的下位に伏在するのではなく，

飛騨外縁帯そのものの中に存在することを示

唆しており，西南日本内帯の地体構造論に重

要なデータを提供したと言える．本研究は，

著者が博物館職員として勤務しながら，ほと

んど独力で成し遂げたものであり，この単著

論文における斑れい岩類の地質学的産状や顕

微鏡的性質の記載，全岩・鉱物化学組成デー

タ，そしてそれらに基づく議論は，質・量と

もに優れている．よって本論文は研究奨励賞

に値すると判断される．

受賞者：山本和幸（東北

大学大学院）

山本和幸・井龍康文・佐

藤時幸・阿部栄一「沖縄

本島本部半島北部に分布

する琉球層群の層序」地

質学雑誌　第 1 1 1 巻

527-546（2005）

この論文は，沖縄本島の本部半島北部の更

新統のサンゴ礁性堆積物を含む琉球層群の層

序を丁寧かつ詳細に記載し，琉球列島におけ

る珊瑚礁の成立と発達を議論したものであ

る．調査地域は，亜熱帯の海岸段丘地帯のた

め海岸を除けば露出条件から地質調査は容易

でなかったと予想されるが，このような困難

を丹念な現地踏査とボーリングコア試料で補

って，層序を確立した．この研究は琉球列島

における琉球弧の古地理変遷の研究，とくに

珊瑚礁成立と第四紀海洋環境変動との関連を

議論する上での基本となると考えられる．

また，石灰岩層の綿密な岩相および層序記

載が本論文の中心を成しており，それらに基

づいた年代論と対比，および地史の考察はい

研究奨励賞（４件）

受賞者：曽田祐介（早稲

田大学大学院）

曽田祐介・高木秀雄「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」地質

学雑誌，110巻，698-

714（2004）

本論文は，大分県佐賀関半島周辺に分布す

る朝地変成岩類中の超苦鉄質岩について，詳

細な野外調査と岩石学的研究の結果を示し，

世界の海洋底や造山帯の超苦鉄質岩類と比較

しながらそれらの成因を論じ，特にみかぶ帯，

三波川帯，黒瀬川帯など近隣諸地帯の超苦鉄

質岩類と詳細に比較検討して，日本列島にお

ける朝地変成岩類の地体構造論的意義を議論

したものである．朝地変成岩類は従来領家帯

に属するとされていたが，本論文では，それ

らに伴う超苦鉄質岩の原岩には涸渇したマン

トルかんらん岩と単斜輝石に富む集積岩の2

種類があることを明らかにし，鉱物化学組成

の詳細な比較検討から，みかぶ帯や三波川帯

に類似するものも一部あるが，全体としては

黒瀬川帯の超苦鉄質岩に最も近いと結論し

た．本論文は，ある地域に断片的に散在する

様々な超苦鉄質岩類を的確に記載・分類した

論文として優れているだけでなく，一歩踏み

込んでそれらの地体構造論的意義を堂々と論

じた意欲的な論文であり，研究奨励賞に値す

ると判断される．なお，本論文には鉱物の同

定に若干の誤りがあるが，それについては，

地質学雑誌111巻２号120ページで訂正されて

いる．

受賞者：安江健一（（独）

日本原子力研究開発機

構）

安江健一・廣内大助・中

埜貴元・酒井英男・奥村

晃史・海津正倫「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」地質学雑誌，111巻，

29-38（2005）

本論文は，阿寺断層系の下呂断層について，

精密な地形測量および物理探査やトレンチ調

査による浅部地質構造の三次元解析を行い，

地形と地質の関係を明らかにしたものであ

る．その結果，地下に存在する活断層の左横

ずれ運動により，地表付近の未固結被覆層に

一定間隔で数十mオーダーの雁行配列する断

層地形が形成されたことを，明確に実証した．

活断層調査においては，地形学的調査，地質

学的調査，地球物理学的調査がそれぞれ別個

に行われ，活断層の活動履歴や活動予測，テ

クトニクスが議論されることがほとんどであ

る．しかし，本研究は，それらの手法を駆使

し総合的に検討した点でユニークでありその

結論に説得力がある．長年その研究分野に携

わってきた研究者であればまだしも，若い研

ずれも説得力がある．見開き２ページの地質

図に加え，断面図，地質柱状図，露頭写真な

どが基本データとして提示され，さらに石灰

質ナノ化石リスト，堆積環境復元図などが効

果的に配列され，地史が海水準変動と関係づ

けて考察されている．

地質調査に基づく正統的な地質論文であ

る．筆頭著者の野外調査から始まる地道な研

究によって詳細な岩相解釈と層序の精密化が

なされ，第四紀の海水準変動にともなう珊瑚

礁発達の変遷復元に成功した．このようにこ

の論文は筆頭著者の旺盛な資料収集力と努力

が基礎となって成立しており，日本地質学会

研究奨励賞に値すると判断した．

小藤賞候補論文（１件）

受賞論文：内野隆之・栗原敏之・川村信人

「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―」 地質学雑誌　111巻　249-252

著者らは，北部北上帯と南部北上帯の境界

をなす早池峰帯の根田茂コンプレックスのシ

ルト岩から，前期ないし中期デボン紀～前期

石炭紀の生存期間をもつ放散虫を見いだし

た．そして，根田茂コンプレックスが付加コ

ンプレックスであること，緑色岩中に挟在す

るチャートから後期デボン紀のコノドントが

産出することを考慮し，上記シルト岩の年代

を前期石炭紀と特定した．本発見により，根

田茂コンプレックスの付加年代は前期石炭紀

であると推定している．これまでに報告され

ている日本列島に分布する付加体を構成する

砕屑岩の年代はペルム紀が最古であり，本研

究はその記録を前期石炭紀に塗り替える発見

である．一般に付加体中の砕屑岩の年代は，

その付加体の付加年代を近似するとされてい

るので，本発見は日本列島における前期石炭

紀の海洋プレートの沈み込みとそれに伴う付

加作用を初めて実証したデータとして意義深

い．この発見に基づいて，筆者らは，早池峰

帯と西南日本内帯の超丹波帯およびその構造

的上位に重なる三郡－蓮華変成帯との関係を

議論している．本発見は，断片的データや不

確定な推論に基づいて構築されてきた日本列

島地体構造発達史の初期段階を見直す資料を

提供しており，極めて重要である．

以上の理由から，著者らの発見に基づく本

短報は，日本地質学会小藤賞に値すると判断

した．
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（＊北海道大学，＊＊新潟大学）
栗原敏之＊＊ 川村信人＊



か

・地盤工学会役員交代：新会長　龍岡文夫

ほか

・新潟大学災害復興科学センター（旧，積

雪地域災害研究センターの改組06/4/1），

センター長　伊藤忠雄，副センター長

高浜信行

・石灰石鉱業協会役員交代：新会長　高橋

三郎ほか

・日本温泉科学会会長新任挨拶：新会長

大山正雄

・日鉱金属㈱（旧，日鉱金属，日鉱マテリ

アルズ，日鉱金属加工の統合06/4/1），

社長　岡田昌徳ほか

・海洋研究開発機構理事および監事交代挨

拶：新理事　平　朝彦ほか

・地質学会役員交代の挨拶状を関連学協会

に出すこととした．

＜その他＞

・Map Asia 2006（８月29日～９月１日，

Bangkok）の案内状

・電子図書館サービスの年次利用統計

・産業技術総合研究所と共同研契約を締結

した（４月３日付け）．

研究題目：「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」

契約期間：2007年３月31日までの１年

間，ただし必要あるときは合意の上更

新可

研究資金（学会負担分）：1,299,500円

＜要回答，返信事項＞

・文部科学省科学技術政策研究所「科学技

術の状況に係る総合的意識調査（定点調

査）分野別調査」の回答候補者の推薦に

ついて（７月21日締切）．理事会で候補

者を推薦した．

・日本学術会議：科学者倫理への取り組み

について「科学者の行動規範（暫定版）」

を策定，同規範等に関する調査，倫理綱

領・行動規範の設置状況等に関するアン

ケート調査（６月30日締切）．法務委員

会で作成し，松本倫理規定策定委員長名

で返送予定．

会員関係（担当理事-中山）

１）入会の承認

正会員（3）：岩崎毅吏　久保篤規　高橋か

つ江

正会員割引（10）：野崎達生　後藤　当

上田直人　濱村直弘　溝部かずみ　町　澄

秋・上妻玲馨　冨田　覚　宇佐見和子，伏

木　治

準会員（2）：廣瀬祐市　峯村純子

２）退会者（正１）：藤沢亜希子

３）逝去者（名誉２，正２）：小島丈児名

誉会員（6/1），羽田　忍名誉会員（6/1），

阿久津純正会員（5/4），川上　廣正会員

2006年度　第１回理事会

議事録

2006年６月23日

日本地質学会　会長　木村　学

期　日：2006年６月10日（土）

12：00～17：00

場　所：地質学会事務所

出席者：木村会長，佃副会長，渡部常務理

事・天野副常務理事・上砂・Wallis・大

友・狩野・公文・高橋・久田・宮下・向

山・倉本（各理事），橋辺（事務局）

欠席理事：（議長委任）：伊藤副会長・中山・

増田（各理事）

＊成立員数（11/17）に対し，出席14名，委

任状３名で，理事会は成立．

報　告

１．運営財政部会（部会長-上砂，中山，向

山，大友）

総務委員会（委員長-上砂）

庶務関係（担当理事-上砂）

＜共催・後援等関連＞

・日本科学技術振興財団：青少年のための

科学の祭典2006（2006年８月）後援依頼

→例年どおり了承．

・第21回太平洋学術会議（共催）事務局

（琉球大学）書類変更修正のため再提出

につき，会長印,押印．第14回「ゼオラ

イト夏の学校」協賛，および「第22回ゼ

オライト研究発表会」協賛の依頼→例年

どおり了承．

・日本粘土学会「第50回粘土科学討論会」

共催依頼→例年どおり了承．

・第43回アイソトープ・放射線研究発表会

プログラムの送付

・第１回GUPI GEOFORUM 「国土と地

質と観光と」（後援）終了報告

・横浜国大COEプログラム「生物・生態

環境リスクマネジメント」（共催）終了

報告

・青少年のための科学の祭典2005（後援）

終了報告

＜賞の公募関連＞

・財）尾瀬保護財団：第10回尾瀬賞の募集

（４月１日から10月31日まで）→HP，

News誌掲載

・女性化学者に明るい未来をの会「猿橋賞」

授賞式への招待→総会と重なり欠席

・日本学術振興会賞の募集（受付６月５日

～９日）

・文部科学省研究振興局「科学技術賞およ

び若手科学者賞｣の推薦募集（７月14日

締切）

＜挨拶状＞

・土木学会役員交代：新会長　濱田政則ほ

（5/22）

逝去者への対応（連絡が間にあった場合）

のとりきめ

弔電，献花（名誉会員），追悼記事

４）５月末現在会員数

賛助34，名誉80，正4,386（内，院割202），

学生27，合計4,527名

５）追悼記事

棚井名誉会員（追悼記事：岡田尚武・三木

昭夫）News誌掲載，氏家名誉会員（追悼

記事：高柳洋吉）掲載準備中，最近の方に

ついては依頼準備中．

６）会員関係の課題

・学生会員の入会が少なくなってきている

のが問題であるが，2007年問題，すなわ

ち団塊の世代が退職するに当たって，本

会のかなりの部分を占める50代の会員の

継続をいかに計るかが問題である．今後，

対策案を会員委員会で検討し，理事会に

提案する．

・会員名簿について，個人情報保護法に関

して会員に名簿を発行するに当たり名

前，専門分野，住所，所属先，E-mailア

ドレス等を記載するか調査を行う必要が

ある．ニュース誌６月号～９月号までお

知らせを載せ，2004年６月に実施した日

本地質学会会員名簿作成アンケート調査

を実施する．結果によっては，会員名簿

の発行を延期する可能性もある．今後，

理事会で審議していただきたい．

・アマチュア会員の可能性も検討する．

地球惑星科学連合（久田連絡委員）

・宮下由香里委員より，男女共同参画委員

会設立準備会議事録（５月15日）

・評議会メンバーとして会長に代わり，伊

藤副会長を登録した．

・次次期プログラム委員長候補者の件は,

渡辺真人会員（産総研）の了承を得て推

薦した．

学術会議関係報告（木村会長＝連携会員）

・地球惑星科学委員会の分科会の使命：

１）当該分野の学問の推進のための提言

作り，２）当該研究者コミニュティーの

連携の推進，３）国際活動の円滑な遂行，

促，４）研究成果の社会還元，各部会は

下記の会員,連携会員により構成．

地球惑星圏分科会：永原裕子（会員，

委員長），河野　長（会員），大谷栄治，

木村　学，久城育夫，西田篤弘，深尾

良夫

地球人間圏分科会：岡部篤行（会員，

委員長），入倉孝次郎（会員），今脇資

郎，岡田尚武，住　明正，氷見山幸夫，

森田　喬，山形俊男，竹内邦良

国際対応委員会：国際対応実務
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112-6：論説４・ノート１・口絵１．校

正中，（65p）

112-7月号：総説１・論説３・短報１・

口絵１．入稿準備中

・本年度投稿論文数50編［論説32（和文

29・欧文３），総説３（和文３），ノート

２（和文２），短報11（和文11），討論２

（和文２），］口絵４（和文３・欧文１）

投稿数昨年比＋10 査読中49編

・特集号２件査読中：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

題）/紀伊半島における中新世火成作用

とテクトニクス

・電子投稿・査読システム：5/14に幕張メ

ッセにて電子投稿・査読システムのデモ

を行った．参加者，狩野，久田，細川ほ

か委員数名，その他数名，J-STAGE２

名．その結果を受けて，ダミー原稿を用

いて，同システムの試行を開始した．

・委員の交代：坂島俊彦委員（企画部会応

用地質専門部会）の辞任にともなう後任

として柏木健司氏（富山大）に委員を依

頼した．

・丸山会員に紫綬褒章受賞を記念して特別

寄稿を依頼する．顔写真，紹介付きとす

る．

・サイテイションインデックスの導入につ

いて検討中．

・表紙のデザインの刷新について検討を開

始する．

Island arc編集委員会（担当理事-Wallis，

事務局長-竹内圭史・角替敏昭）

・vol.14の超過ページ負担金支払いについ

て，申し合わせ書を交換した．

地質学会より超過ページ負担金985,600

万円を支払った．

・07年から契約更新となるので，角替事務

局が交渉中．

・５学会に，恒常的なEditorial Advisory

Board（現在は各学会長がはいっている）

推薦を依頼することを検討中．関連学会

への紹介文が提示され，検討した．

・今年のIsland Arc３号・４号の編集計画

について（報告）

・今後，ページ数を増やし（100ページほ

ど），年６冊出版の方向で検討中．これ

に伴った負担増は，地質学会で担保でき

るか今後検討することとした．

・会員の論文投稿数を増加させる必要があ

る．今後，その方策について検討する．

企画出版委員会（担当理事-高橋）

・現在出版中の地質学会出版物，「日本地

方地質誌」に準拠した英文巡検案内書出

版に関する提案について（Wallis理事，

中部支部報告）→審議事項へ

４．普及教育事業部会（部会長-高橋，倉本）

・青少年音ための科学の祭典に，神戸信和

会員が出展申請し採択されたが，体調不

良のため取り止めとの報告があった．

会計関係（担当理事-向山）

・07年度支部補助金の配分方法は会員数に

比例して行うこととし，各支部への支出

予定額を決めた．

北海道支部：74,000円，

東北支部：80,000円，

関東支部：169,000円

中部支部：110,000円，

近畿支部：94,000円，

四国支部：71,000円，

西日本支部：102,000円

・会費の督促請求を近日中に出す予定（約

1000人？）

・下仁田自然学校へ今井名誉会員の図書の

搬送費の支出について検討中．

広報委員会（担当理事-大友）

ニュース誌編集小委員会（担当理事-大友）

・キタック（株）編集の火山構造地質図を

無料配布するとの宣伝をニュース誌に出

すことを検討．

・地質学の最先端の記事など会員に興味の

持てる記事を出すことなどを含め，年間

計画を作る（EX．サイエンストピック）

・理事が率先して記事を書く．

・執筆者についても積極的に発掘する．

・表紙についても検討．

インターネット運営小委員会（担当理事-

大友）

・HPの構造についても再検討する．

・セキュリティーについて検討する（→

オンライン委員会）

・竹島，魚釣り島などの調査報告など貴重

な資料のアーカイブス化についても検討

する．

・Island Arcの事務局へのリンクの追加を

検討．

２．学術研究部会（部会長-久田，公文，増

田）

行事委員会（久田委員長）

１）高知大会予告記事をNews誌５月号に

掲載，オンラインで参加登録と発表申し

込みが開始された．

２）高知の会場設備他について

・エアコンのレンタルを検討中，予算との

関係で引き続き検討する．

・ポスター図案が完成（600部）．

３）次次回の年会開催について

・地質関連学会が連合でやったらどうか

（岩鉱学会，鉱物学会）：久田理事・木村

会長が交渉する．場所は東北地方．

・地質科学関連学協会連合にもこの件で話

題を提供する．

３．編集出版部会（部会長-狩野，久田，宮

下，Wallis）

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副

委員長-久田，宮下＝企画担当）

・今月の編集状況は以下の通りです（６月

９日現在）．

地質学史アーカイブス委員会（会田信行委

員長）

・下仁田自然学校での故今井名誉会員の資

料の利用方法等を検討する.

・定年退官者などが所有した文献のアーカ

イブス化について検討する．

５．その他

JABEE委員会（委員長-福澤仁之）

・第７回通常総会開催（6/15），福澤出席

予定

【以下，評議員会の下の委員会】

名誉会員推薦委員会（委員長-旧：加藤前

副会長，新：伊藤副会長）

・名誉会員候補者追加推薦選考について

５月15日に判明した名誉会員候補者の推

薦選考漏れについては，旧委員会において

推薦の可否を選考した結果，全委員から推

薦に異議なしとの返答を得，評議員会へ追

加推薦することとした．ただし，今年度の

総会終了後であるので，今後の取り扱いに

ついては，評議員会の判断をまつこととな

る．

法務委員会（担当理事：委員長-上砂）

・理事が交代したが，それに伴い法務委員

会も担当者を入れ替えるのか，現時点で

はなにも動きがないので，この１年間も

現在の体制で活動していく．

オンライン化委員会（委員長-斉藤　眞）

・オンラインでの年会参加申込登録システ

ムを稼動開始．

○審議事項

１．名誉会員候補者推薦選考漏れの報告なら

びに追加推薦，評議員会への手続き等につ

いて

四役会議から提案された以下の手順を承認

し，即刻対応を開始することとした．

・新旧評議員会議長への常務理事からの説

明を添えて，名誉会員推薦委員会の答申

を付託する．

・評議員会の決定を受けて，今後の認証の

進め方を理事会が相談を受け，実施法を

決定する．

・今回の推薦漏れの経緯調査結果と，今後

の対応策を理事会で作成確認し，上記と

合わせて評議員会に報告する．

・これらの結果については，次回理事会に

現評議員会議長から常務理事を通じて報

告する．

２．総会議事録，および理事会議事録の確認

と保存について

・今回の理事会議事録署名人は，大友，渡

部とする．

・総会議事録署名人については，次期総会

から対応する．

３．選挙管理委員会委員候補者の選出（５名），

８月中に第１回の管理委員会を開く必要が

あり，次の理事会までには確定したい．

・前選挙管理委員会委員に再任を依頼す
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（於　東京大学）

８月　　　　　開催せず

９月９日（土）あるいは２日（土）

９月15日（金）13：00－14：00

・評議員会：

９月15日（金）14：00－17：00

６．「日本地方地質誌」に準拠した英文巡検

案内書出版に関する提案（中部支部提案）

・石渡会員に提案内容について，高橋理事

る．

・辞退者が出た場合，理事会で検討する．

４．関連５学会を各々代表するIsland Arcの

編集委員会メンバーの変更提案

・変更提案書を編集事務局から各学会に送

付することとした．

５．理事会，評議員会開催計画予定の確認

・理事会：

７月８日（土）12：00－17：00

から問い合わせることとした．

７．その他

・宮下情報特任理事より，「ネットワーク

強化委員」設置の提案があり，新しい事

業について意見交換した．

・事務局の強化について，今後検討する必

要があるとの原則的認識に基づき，今後

の方針案を引き続き検討することとし

た．
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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． 

　　自宅住所 

　　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
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2006年度
理事紹介

理事の方々をご紹介いたします

副会長
佃　　栄吉（産業技術総合研究所）

国際・国会関連機関とのリ

エゾンとして，地質学会の

社会的貢献を念頭に活動し

ていきたいと思います．当

面，国際惑星地球年（IYPE;

2007-2009），Geopark推進

への対応を進めていきたい

と思います．

副会長
伊藤　谷生（千葉大学）

目眩く革命議論の果てに受
けた青春の深い打撃．それ
を救ってくれたのは，地質
学を通じてたどり着いた自
然への敬虔な感情であっ
た．その原点を忘れずに，
副会長の仕事を理事会の皆
さん，事務局の方々と一緒
に，楽しく進めたいと思っ
ている．そのキーワードは，
進取と協働である．

常務理事
渡部　芳夫（産業技術総合研究所）

学会の法人化に向けて準備
されてきました会則や運営
体制の更新については，こ
の１年半程度の移行期間を
終えて，いよいよ実践の段
階に入りました．今年度の
理事会の一員として，会員
や学会がより実りの多い活
動を効率的に行えるよう
に，微力を尽くしたいと思
います．

副常務理事
天野　一男（茨城大学）

人類の生き残りにとって地

球環境問題が極めて重要で

すが，その解決の鍵は地質

学がにぎっていると思いま

す．地質学の健全な発展を

バックアップできる学会に

したいと考えています．

編集出版部会
宮下　純夫（新潟大学）

国立大学の法人化と少子化の
影響は深刻でこれらから波及
する緒事態にどのように対応
して行くかが問われています．
一方，急速な情報社会の到来
は旧来の同好会的で会員に閉
じた学会からの転換を求めて
います．地球科学の発展とそ
の成果を如何にして社会へ還
元して行くのか，その中心と
なるべき地質学会の発展のた
めに微力を尽くしたいと考え
ています．

学術研究部会
公文　富士夫（信州大学）

地質学会として頑張らなけ

ればならない課題は山積し

ているように思いますが，

できるところから着実に歩

みを進めたいと思います．

国際化・国際交流の活性化

の一歩を踏み出すように努

めます．

学術研究部会
増田　富士雄（同志社大学）

地質学を取り巻く情勢が大

きく変化する時期にあた

り，会員にとって魅力ある

地質学会へと発展するため

の助力ができたらと思いま

す．

編集出版部会
狩野　謙一（静岡大学）

引き続いて「地質学雑誌」
の編集・出版を中心とした
仕事を担当させていただき
ます．学術雑誌は英文重視
の傾向ですが、地質学の場
合は和文での情報発信も重
要な役割を果たしておりま
す．このための体勢を充実
させていくことに勤めま
す．

編集出版部会
久田　健一郎（筑波大学）

活力ある学術大会をサポー

トする行事委員会の委員長

として，また電子査読シス

テムの運用を控えた編集委

員会の副委員長として，魅

力ある地質学会の構築を目

指して微力を尽くす所存で

す．

編集出版部会
Simon Wallis （名古屋大学）

「Island Arc」及び「地質

学雑誌」の発行は日本地質

学会において一番重要な学

術的な事業の一つです．私

は両誌がさらに発展し，学

会に役に立つように務めた

いと考えています．

運営財政部会
上砂　正一（田中環境開発（株））

今年度は，法務委員長と運

営財政部会総務委員会を担

当することになりまし た．

今までの経験を生かし学会

の健全な運営と，会員にと

って役立つ地質学会 にな

るように微力を注ぐつもり

です．

運営財政部会
向山　　栄（国際航業（株））

財政担当理事です．学会員

の構成は幅広い階層からな

っています．それぞれの会

員が誇りを持って会費を負

担できるような学会運営を

目指して，努力したいと思

っています．

運営財政部会
中山　俊雄（東京都土木技術センター）

運営財務部会の会員係を担

当します．関東支部幹事で

の経験をもとに，学会の近

未来に深刻な影を落とす

2007年問題に取り組みたい

と思います．

運営財政部会
大友　幸子（山形大学）

引き続き広報を担当しま
す．HPや地質学会ニュー
スについてのご意見やご要
望がありましたらぜひお寄
せください．なお，地質学
会ニュースの表紙写真がい
つも不足しておりますので
いい写真がありましたらぜ
ひご紹介ください．

普及教育事業部会
高橋　正樹（日本大学）

社会に開かれた地質学会を

めざし，企画出版事業や普

及教育事業の更なる発展に

努めたいと思います．

普及教育事業部会
倉本　真一（海洋研究開発機構）

前期では「中期ビジョン」
の作成に携わったおかげ
で，現在学会の抱える問題
とその対応案を考える機会
を持つことが出来ました．
今期ではそれを実施に移す
ことが私の使命と思ってお
ります．着実に変化してい
く学会を，会員の皆様に実
感していただけるように尽
力いたします．

会長
木村　　学（東京大学）

今，地球惑星科学・地球環
境科学の枠組みは世界と日
本で歴史的な大変貌を遂げ
つつあります．この時期は
また，これまでの学界を担
ってきた団塊の世代から新
しい世代への交代という時
期と重なっています．時代
と会員の要望に機敏にかつ
効果的に対応できる学会の
構築を推進したいと思いま
す．



公開シンポジウム「繰り返される大地震と大

津波！福岡西方沖地震の痕跡とスマトラ島沖

地震とインド洋津波の例」

共催：第17回国際堆積学会議組織委員会・州

大学大学院理学研究院・九州大学掘削研究

リサーチコア・福岡大学・産業技術総合研

究所地質調査総合センター・海洋研究開発

機構

内容：スマトラ島沖地震・インド洋大津波と

津波堆積物，津波と津波被害，津波防災，

福岡県沖の活断層など

講師：末廣　潔（海洋研究開発機構），佐竹

健治（産業技術総合研究所），西村裕一

（北海道大学）今村文彦（東北大学），岡村

眞（高知大学）

日　時：2006年８月27日（日）

13：30-16：30

場　所：福岡国際会議場

主　催：国際堆積学協会，日本堆積学会，日

本地質学会

後　援：（財）福岡観光コンベンションビュ

ーロー

URL：http://www.isc2006.com

※なお，ISC2006の本会議の特別シンポジウ

ム，テクニカルセッションは８月28日（月）

～９月１日（金）に開催します．詳細はホ

ームページをご覧ください．当日参加登録

もできます．

日本堆積学会では，昨年大好評だった堆積

学スクール・オン・ザ・ビーチを今年も下記

要領にて計画しています．このスクールは，

堆積学の普及とレベルアップを目的とした初

学者向けの学習の場です．地層や地形に興味

のある方，川や海が好きな方，地質学をこれ

から学ぼうとしている方，地球科学系の理科

教育に携わっていらっしゃる方，堆積研究に

これから邁進してみたいと思っている方など

など，多方面からの参加をお待ちしています．

１．テーマ：「水理学の基礎と波浪堆積構造」

地層形成や堆積過程の学習に水理学の理解

は不可欠です．今回は水理学一般の基礎とし

て堆積学で扱う水理パラメータの物理的意味

を学ぶとともに，波浪の水理とそれに関連す

る堆積構造について，講義と野外観察を通じ

て理解を深めます．学部から大学院修士レベ

ルまでの基礎的な内容で，地質学，地形学，

堆積学の初学者を対象としています．中学高

堆積学スクールOTB2006
「水理学の基礎と波浪堆積構造」
開催のお知らせ

第17回国際堆積学会議：17th
International Sedimentolog-
ical Congress（ISC2006）

日　時：2006年８月４日（金）～６日（日）

場　所：八王子市南大沢1-1

首都大学東京　南大沢キャンパス　講堂

（京王相模原線南大沢駅前　大学正門入っ

てすぐ左手）

内 容：本年は創立50周年記念大会のため，

記念シンポジウム「人類の環境を第四紀学

から考える―過去から見た現在と未来―」

を３日間にわたって行います．一般研究発

表はポスターセッションで行います．

８月４日（金）

13：00～18：00：シンポジウム１「最終氷期

から完新世への急激な環境変動と人類」

８月５日（土）

９：00～11：30：シンポジウム２「鮮新・更

新世の日本列島」

11：30～13：30：ポスターコアタイム

13：30～15：00：2006年日本第四紀学会総会

15：15～17：00：記念式典・会長講演

18：00～20：00：日本第四紀学会創立50周年

記念パーティー

８月６日（日）

９：00～12：00：シンポジウム３「過去の間

氷期の研究から今後の地球環境の変遷を考

える」

12：00～13：30：ポスターコアタイム

13：30～17：00：シンポジウム４「環境問

題・自然災害を第四紀学から考える」

参加費・予稿集等：参加費は会員・非会員を

問わず2000円申し受けます．ただし，70歳以

上の方と学部学生の方は無料です．予稿集は

会場で直接販売します（予定価格2000円）．

大会終了後は〒162-0041 新宿区早稲鶴巻町

519 洛陽ビル３階　日本第四紀学会事務局

へ申込下さい．

Tel：03-5291-6231 Fax：03-5291-2176

e-mail：daiyonki@shunkosha.com

問い合わせ先：

〒192-0397八王子市南大沢1-1

首都大学東京　大学院都市環境科学研究科

地理環境科学専攻　山崎晴雄　

Tel：042-677-2592 Fax：042-677-2589

e-mail： yamazaki@comp.metro-u.ac.jp

校の理科教員やプロの堆積研究者など，一般

および専門家の方々の参加も歓迎します．

期間中，講義・野外観察に加えて，テーマ

に関わる文献ゼミも開催します．

２．講師：遠藤徳孝（金沢大）・関口智寛

（筑波大）・横川美和（大阪工業大）

巡検案内：田村亨（産総研）・成瀬　元

（京都大）・松本　弾（京都大）

３．日時：10月７日（土）午後１時～から10

月９日（月）午後１時まで

７日　午後１時開始

講義：水理学の基礎（遠藤），

波浪の水理（関口）

８日　午前　講義：波浪堆積構造

（関口・横川）

午後　巡検：中新統田辺層群の浅海

堆積相（その１）

９日　午前　巡検：中新統田辺層群の浅海

堆積相（その２）

午後１時解散

４．場所：学校法人大阪工大摂南大学セミナ

ーハウス白浜海の家（和歌山県西牟婁郡白

浜町1300）

５．定員：60名．定員になり次第締め切りま

す．

６．参加費：学生・院生（特別研究員を除く）

1500円，一般3000円．参加人数により多少

変わります．現地にて徴収．

７．宿泊：上記セミナーハウスに宿泊します．

宿泊料は１人当たり１泊4000～5000円程度

です（２食付き，現地徴収）．部屋のタイ

プにより料金が変わります．

くわしくは日本堆積学会 http://sediment.

jpもしくはセミナーハウス http://www.

oit.ac.jp/koseikai/shisetsu_s.htmlを参照下

さい．

８．申し込み：９月８日（金）までにメール

で＜tmuto@nagasaki-u.ac.jp＞申し込ん

で下さい．件名は「堆積学スクール

OTB2006申し込み」とし，本文中で下記

を明記して下さい．

（1）氏名　（2）性別　（3）所属先

（4）宿泊希望の有無（宿泊を希望する場合，

到着日，出発日，泊数，部屋タイプを明記）

（5）学生・院生の方はそのことも明記してく

ださい．

９．問い合わせ先：

日本堆積学会行事委員会

武藤鉄司（長崎大学環境科学部

tmuto@nagasaki-u.ac.jp）

横川美和（大阪工業大学情報科学部

miwa@is.oit.ac.jp）

IGCP-475「モンスーンアジア太平洋地域

のデルタ」の次回年会を兼ねた第４回国際デ

ルタ会議が，2007年１月６-13日に，バング

ラデシュで行われます．日程の概要は以下の

第4回国際デルタ会議（バング
ラデシュ）のお知らせ
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日本第四紀学会2006年　
創立50周年大会・記念シンポジ
ウム

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．



それぞれ，http://www.sice.or.jp/̃rs/から

申込を行って下さい．

問い合わせ

（財）リモート・センシング技術センター

（RESTEC）研究部　五十嵐　保

電話　03-5561-8775，FAX 03-5574-8515，

E-mail:igarashi.tamotsu@restec.or.jp

部門協議会担当

電話　03-3814-4121，

E-mail: bumon@sice.or.jp

主催：財団法人尾瀬保護財団

目的：「湿原」に関する学術研究を顕彰する

ことにより，この分野の学問的・学際的研

究の伸展を図るとともに，環境保護に関す

る関心を高めることを目的とします．

賞の内容：

（1）候補者の対象・資格

・個人を対象とします．なお，グループ研

究による業績の場合は代表者による申請

とします．

・泥炭湿原の保全に関わる基礎的研究にお

いて，優れた業績を上げ，今後の研究の

深化が期待される人とします．

・研究対象は，「主として泥炭を有する湿

原及びそこを生活の場とする生物」とし

ます．なお，対象とする湿原は尾瀬ヶ原

に限りません．

・応募者の年齢は，平成18年４月１日現在

において，50歳未満の人とします．特に

若手研究者の応募を歓迎します．

（2）授賞

・受賞者は２名以内とします．

・１名につき賞状および賞金100万円を贈

呈します．

・適任者がいない場合には受賞者なしとす

ることもあります．

募集期間：平成18年４月１日～10月31日（当

日の消印有効）

応募方法：以下の５点をそろえて応募して下

さい．記載は日本語または英語に限ります．

なお，自薦による応募を基本とします．

①　「第10回尾瀬賞」応募用紙

②　尾瀬賞応募業績調書

③　主要業績調書

④　業績一覧

⑤　③に挙げた論文，著作の全文

応募先および問い合わせ先

通りです．

１月６日：登録

１月７日：ダッカのバングラデシュ地質調

査所近くの会場で研究発表

１月８日：グラマプトラ川に１日巡検（自

然堤防と砂州）

１月９-10日：川沿いのリゾートホテルで

研究発表，10日の午後にデルタ南西部のスン

ダバンに移動．船泊

１月11-12日：スンダバンで旧河口，マン

グローブなどの巡検．12日夜にダッカに移動．

13日解散

１月６日～13日の朝までのホテル代，食事，

巡検費用，会議参加費用などすべて込みで，

500～600ドルです．

バングラデシュは，市販の観光ガイドブッ

クの無い国で，査証取得には現地の受け入れ

機関や渡航者の所属機関の手紙が必要等，通

常ではなかなか訪れる機会のない国です．ガ

ンジス・ブラマプトラデルタを見る絶好の機

会です．この機会をお見逃し無く．参加申し

込みと発表の申し込みの締め切りは2006年10

月15日です．サーキュラーは，次のホームぺ

ージからダウンロードできます．http://

unit.aist.go.jp/igg/rg/cug-rg/ADP.html．

サーキュラーや内容に関するお問い合わせ

は，斎藤文紀までお願い致します（yoshiki.

saito@aist.go.jp）．皆様の参加をお待ちして

います．

主催・企画：計測自動制御学会計測部門・リ

モートセンシング部会

協　賛：日本地質学会ほか

本シンポジウム開催の趣旨は，人工衛星，

航空機などの飛翔体や地上に設置した観測装

置（各種センサ，レーダ，ライダーなど）に

よる，地球表面や大気などの観測データから，

環境，災害，資源などの状況の把握や問題の

解明などを行なう，リモートセンシング技術

とその利用に関する最先端研究の情報交換や

人的交流を行う場を設けることにあります．

講演時間は質疑応答を含め20分程度を予定

しております．奮って講演発表，聴講，質疑

応答等，ご参加ください．

開催日　2006年11月９日（木）

～11月10日（金）

場　所 （独）情報通信研究機構　研究本館

４階国際会議室（東京都小金井市）

講演申込締切：2006年８月28日（月）

講演原稿提出締切：2006年10月26日（木）

（原稿様式，送付先についてはSICEホームペ

ージをご覧ください．）

参加申込締切：2006年10月30日（月）

会員・協賛学会員：7,500円，学生：3,500円，

会員外：8,500円

第32回リモートセンシングシン
ポジウム参加募集

財団法人尾瀬保護財団事務局「尾瀬賞」係

〒371-8570 群馬県前橋市大手町1-1-1 群

馬県庁内

電話：027-220-4431 FAX：027-220-4421

e-mail：info@oze-fnd.or.jp

応募用紙のダウンロード・詳細はこちらか

らhttp://www.oze-fnd.or.jp/

女性科学者に明るい未来をの会より，「猿

橋賞」候補者の推薦を依頼します．下記の要

領で応募して下さい．募集内容，応募用紙な

どは各学会事務局に送付してありますが，電

子メールでお申出頂ければ，様式を添付ファ

イルでお送りします．また，http://www.

saruhashi.net/からもダウンロードできます．

１）対　象：推薦締切日に50才未満で，自然

科学の分野で，顕著な研究業績を収めた女

性科学者

２）表彰内容：賞状，副賞として賞金30万円，

毎年１件（１名）

３）締切日：2006年11月30日（木）

４）応募方法：所定の用紙に受賞候補者の推

薦対象となる研究題目，推薦理由（800字

程度），略歴，推薦者（個人または団体），

及び主な業績リストを記入して，主な論文

別刷10編程度（２部ずつ，コピーも可）を

添え，５）の送付先までお送り下さい．

５）推薦書類送付先：

168-0071 杉並区高井戸西3-6-26

古在由秀方

女性科学者に明るい未来をの会

（封筒には，「猿橋賞推薦書類」と明記して下

さい．書類は，猿橋賞選考のために選考委員

会などで用いられます．書類は返却いたしま

せんのでご了承下さい）

６）問合せ先：

saruhashi2006@saruhashi.net

沖縄研究奨励賞は，沖縄の地域振興及び学

術振興に貢献する人材を発掘し，育成するこ

とを目的としています．

本奨励賞は，沖縄を対象とした将来性豊か

な優れた研究（自然科学，人文科学又は社会

科学）を行っている新進研究者（又はグルー

プ）の中から，受賞者３名以内を選考し，奨

励賞として本賞並びに副賞として研究助成金

50万円を贈り表彰するものです．

応募資格は，学会，研究機関若しくは実績

のある研究者から推薦を受けた50歳以下（７

月15日現在）の方で，出身地及び国籍は問い

ません．

本賞は学会推薦形式です．推薦を希望され

る方は，９月11日（月）までに必要書類を整

平成18年度（第28回）沖縄研究
奨励賞の応募

2007年度　女性科学者に明るい
未来をの会「猿橋賞」候補者募集
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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．

「第10回尾瀬賞」募集



なお，調査表その他の応募書類は一切返却

しません．

４．応募締切　2006年９月８日（金）

５．お問合せ先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2-9-14

社団法人発明協会　発明奨励グループ発明

奨励チーム

TEL：03-3502-5431 FAX：03-3502-3485

E-mail：shourei@jiii.or.jp

詳細は，http://www.jiii.or.jp/をご参照下さ

い．

朝日新聞文化財団より，2006年度「朝日賞」

候補者推薦の依頼がありました．朝日新聞文

化財団は，朝日新聞社が文化活動支援を公益

的な立場から行うため，1992年に設立され，

朝日賞の受賞事業を継承しております．この

賞は，1929年（昭和４年）に朝日新聞社が，

創立50周年を記念して創設したもので，人文

や自然科学など，我が国のさまざまな分野に

おいて，傑出した業績をあげ，文化・社会の

発展，向上に多大な貢献をされた個人または

団体に贈られています．

推薦書は８月31日（木）までに，所定様式

送付となりますので，推薦を希望される方は

８月15日（火）までに，理事会宛にご連絡下

さい．

問い合わせ先：

朝日新聞社文化企画局文化メセナ・スポー

ツ部「朝日賞」係

〒104-8001 東京都中央区築地5-3-2

TEL（直通）03-5540-7453

FAX 03-3541-8999

１．募集期間：平成18年７月12日（水）

～８月15日（火）

２．募集の詳細については，下記HPをご覧

ください．

（1）深海調査研究課題の募集

http://www.jamstec .go . jp/jamstec-

j/whatsnew/Deepsea_H19/index.html

（2）海洋地球研究船「みらい」研究課題の募

集

http://www.jamstec .go . jp/jamstec-

j/whatsnew/H19_mirai/index.html

３．問い合せ先

研究船運航部計画推進グループ（深海・み

らい共同利用事務局）

（1） 深海調査研究課題：段野，高橋

平成19年度『深海調査研究課題』
および『海洋地球研究船「みら
い」研究課題 』 募集

「朝日賞」候補者推薦依頼の
お知らせ

えて，学会までお申し出下さい．

応募方法

（1）所定の「沖縄研究奨励賞推薦応募用紙」

に所要事項を記入し，

（2）研究成果物（論文３点以内，著書がある

場合は１冊），

（3）提出する研究成果物の要旨（A４判横書

き各1,000字以内），

（4）研究業績リスト（著書，論文等30点以内．

A４判横書き）

を添えて郵送により提出していただきます．

応募期間

平成18年７月15日～９月30日（消印有効）

受賞者発表　平成18年12月上旬

推薦応募用紙は，http://homepage3.nifty.

com/okinawakyoukai/index.htmからダウン

ロードして下さい．

問い合わせ・応募書類の提出先

財団法人沖縄協会　沖縄研究奨励賞係

〒100-0013

東京都千代田区霞が関3-6-15

グローリアビル７Ｆ

TEL：03-3580-0641 FAX：03-3597-5854

担当　山岸貴生

１．本事業の趣旨

本発明表彰は，皇室より毎年御下賜金を拝

受し，我が国における発明，考案又は意匠の

創作者並びに発明の実施及び奨励に関し，功

績のあった方々を顕彰することにより，科学

技術の向上及び産業の発展に寄与することを

目的として行っているものです．

２．表　彰

（１）第１表彰区分

◆恩賜発明賞（賞状及びメダル）/◆畠山一清

賞/◆特別賞（賞状及びメダル）/◆発明奨励

金/◆発明賞（賞状及びメダル）

（２）第２表彰区分

◆21世紀発明賞（賞状及びメダル）/◆21世紀

発明奨励賞（賞状及びメダル）/◆発明奨励金

（３）実施等に関する表彰

◆発明実施功績賞（賞状及びメダル）/◆21世

紀発明貢献賞（賞状及びメダル）/◆発明実施

功労賞（賞状及びメダル）

（４）発明奨励に関する表彰

◆発明奨励功労賞（賞状及びメダル）

３．応募方法

所定の｢全国発明表彰調査表（以下　調査

表）｣に記入要領に従って必要事項を記入の

上，正・副・支部控の計３通を最寄りの発明

協会各都道府県支部に提出して下さい．

平成19年度全国発明表彰募集

shinkai@jamstec.go.jp

（2）「みらい」研究課題：宮本，佐々木

mirakobo@jamstec.go.jp

１．募集人員：教授１名

２．所　　属：大学院生命理学研究科　生命

科学専攻　地球環境科学部門

地球テクトニクス分野（助教授　森永 速

男，助手　後藤　篤　が在職）

３．研究分野等：地球表層及び内部の物質構

成，構造，変形，運動などに関する研究を

通して，地球の状態，変動，歴史やそれを

支配するメカニズムの解明に意欲を有する

方．なお，地球科学関連の他分野としては

地球科学分野（松井正典教授，芳賀信彦助

教授，萩谷健治助手）があります．

４．教　　育：大学院生命理学研究科および

理学部の地球科学関連分野の講義と研究指

導を担当していただきます．その他，全学

共通科目の講義（地球科学）も担当してい

ただきます．

５．応募資格：上記の教育・研究を行うのに

十分な業績と熱意をお持ちの方．

６．着任時期：平成19年４月１日（予定）

７．提出書類：

（1）履歴書

（2）研究業績リスト（査読誌，総説，著書，

プロシーディングス，その他に分類するこ

と）

（3）主要論文別刷またはコピー（10編以内）

（4）これまでの研究の概要（2000字程度）

（5）今後の研究と教育に対する抱負（2000字

程度）

（6）科研費などの，競争的研究費の取得状況

（代表，分担を明記のこと）

（7）推薦書または本人についての意見を述べ

られる方２名の氏名と連絡先

注）原則として応募書類は返却しない．

８．応募締切：平成18年９月25日（月）必着

９．書類送付先：

〒678-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都

３丁目２番１号

兵庫県立大学大学院生命理学研究科長

小出武比古

事務部総務課気付　TEL：0791-58-0101

封筒に「地球テクトニクス分野教授応募書

類在中」と朱書し，書留又は簡易書留で郵

送のこと．

問い合わせ先：

〒678-1297 兵庫県赤穂郡上郡町光都

日本地質学会News ９（７） 23

兵庫県立大学　大学院生命理学
研究科教員公募

教官公募等の求人ニュース原

稿につきましては，採用結果

をお知らせいただけますよう

お願い致します．

公募



埼玉大学教育学部長　宛

（提出書類は必ず「書留郵便」で郵送願いま

す．また，封筒の表に「理科教育講座教員応

募書類在中」と朱書き願います．）

10．問い合わせ先

埼玉大学教育学部理科教育講座

主任　　清水　誠

TEL/FAX 048-858-3224

E-mail：shimizum@post.saitama-u.ac.jp

11．その他

①選考に際して，本学において面接を行うこ

とがあります．その際の交通費等は支給で

きませんので，応募の際にはあらかじめご

承知おき願います．

②本学教育学部の特性を理解され，教育・研

究に携わっていただける方で，地質学分野

に関する広い知識を有され野外指導も可能

な方を希望します．

③学外の識者に意見書を求めることがありま

すので，あらかじめご承知おき願います．

※なお，本学部は男女共同参画に賛同してい

ます．また，国籍は問いません．提出書類

に含まれる個人情報は，選考及び採用以外

の目的には使用いたしません．

このたび，下記のように教員公募を行いま

すので，広く適任者の推薦，応募を求めます．

１．募集人員　教授１名

２．所属講座　地球惑星システム科学講座

３．公募分野

地球惑星システム科学の視点から地球環境

を研究する分野．当該講座の教員と協力して

教育・研究を積極的に推進する人が望まれ

東京大学大学院理学系研究科地
球惑星科学専攻教員公募

３丁目２番１号

兵庫県立大学大学院生命理学研究科

松井正典

TEL：0791-58-0213（直通）

E-mail：m.matsui@sci.u-hyogo.ac.jp

なお，当研究科のホームページのURLは

http://www.sci.u-hyogo.ac.jpです．

１．職名及び人員　　助教授１名

２．採用予定日　　2007年４月１日

３．所属講座　　理科教育講座

４．専攻分野　　地学（地質学）

５．担当授業科目　

地学，地学実験，地学演習，地殻進化学，

特別研究Ⅰ，特別研究Ⅱ，理科概説，理科指

導法C，理科指導法D 他　（学部）地学特

論，地学実験，地学演習，課題研究　他（大

学院）

６．応募資格

①博士の学位を有する人，又はそれと同等の

能力を有すると認められる人

②1961年４月２日以降に生まれた人

７．応募期限　

2006年９月30日（当日消印有効）

８．提出書類

①履歴書及び業績一覧（本学部書式による）

/②主な研究業績（著書又は論文）３点/③教

育についての経験や抱負/④地域・社会・国

際貢献についての経験や抱負（抱負だけでも

可）（③④を合わせてA４用紙１枚程度）

「応募書類は原則として返却しませんので，

あらかじめご承知おき願います．」

９．書類提出先

〒338-8570 さいたま市桜区下大久保255

埼玉大学教育学部理科教育講座
助教授公募

る．

４．着任時期　決定後出来るだけ早い時期．

５．提出書類

（a）履歴書

（b）これまでの研究概要（1600字程度）

（c）研究論文リスト（査読論文とその他を区

別してください）

（d）主な原著論文の別刷またはコピー（５

編以内）

（e）今後の研究・教育の計画・抱負（1600字

程度）

（f）自薦の場合は，応募者に関して御意見を

頂ける方２名の氏名及び連絡先（住所，電

話，電子メール）

（g）他薦の場合は，推薦書の他に，前記事

項（a）～（e）の概要がわかる書類

６．応募締切　平成18年９月15日（金）必着

７．提出先

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学

専攻長　宮本正道

電話：03-5841-4543

E-mail：miyamoto@eps.s.u-tokyo.ac.jp

８．問合せ先

〒113-0033 東京都文京区本郷7-3-1

東京大学大学院理学系研究科地球惑星科学

専攻　多田　隆治

電話：03-5841-4523

E-mail：ryuji@eps.s.u-tokyo.ac.jp

９．その他

封筒の表に「地球惑星システム科学講座教

授公募書類在中」と朱書きし，簡易書留で送

付してください．地球惑星システム科学講座

の教員リストおよび研究概要など，詳しくは

当専攻WEB: http://www.eps.s.u-tokyo.ac.jp/

をご覧ください．
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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．



浮かび上がってくる．

本書は，著者が1999年に地学双書30として

執筆・出版した「水底堆積火山灰層の研究法」

を全面改訂し，それ以後の火山灰・テフラ研

究の進歩を取り入れて，書き直したもので，

水域に堆積したテフラ層の様々な研究方法や

着眼点を中心に「テフラ学」としてまとめた

ものである．年代的には主に鮮新世から更新

世について，水底に堆積したテフラ層を対象

に，第Ⅰ部のテフラ研究の基礎では，野外観

察の仕方・チェックポイント・試料採取の仕

方が丁寧に述べられ，試料の取り扱い・処理

方法・テフラ構成粒子の室内での分析・記載

方法・顕微鏡観察の方法など，素人でもテフ

ラ分析が可能になるように詳しく説明されて

いる．第Ⅱ部のテフラ研究の展開では，テフ

ラ層対比の方法と着眼点について述べ，近く

のテフラから遠くのテフラへ段階をおって対

比する重要性，「他人のそら似」テフラの扱

い方など，著書が長年にわたって行ってきた

テフラ対比方法が説明され充実している．

また，対比を行う上で重要であるガラス・

鉱物結晶の屈折率や化学組成などの構成粒子

の特徴記載についても詳述されている．第Ⅱ

部第５章の鮮新世～更新世前期の広域テフラ

層とその対比では，研究史，日本列島におけ

る更新世前期と鮮新世の主要広域テフラ層，

さらに中新世の広域テフラ層について，最新

の成果が例示され，今後の広域テフラ研究の

展開が読める内容になっている．第６章の水

底に堆積したテフラの運搬・堆積機構の検討

では，テフラの運搬・堆積機構を野外および

室内で解析する方法を述べ，降下するテフラ，

流下するテフラ，再堆積するテフラの具体例

が説明されている．第７章のテフラの給源火

山地域と噴火様式の推察では，給源火山の見

つけ方と最新の成果を基にした鮮新世テフラ

の例が示されている．また，火山噴火の規模

と噴火様式の推定，テフラからマグマの組成

を検討する方法が述べられている．第８章の

テフラ層を地球環境史の解明に活用するで

は，鍵層としてのテフラ層の役割について，

古地磁気層序・生層序や酸素同位体比層序な

どとの関連を述べ，堆積環境解析への有効性

が述べられている．また，テフラ研究から解

読された火山活動の歴史的変遷では，1000万

年前から450万年前には静穏期，450万年前か

ら中部を中心に大規模噴火が頻発，110万年

前から九州で大規模噴火が始まり，15万年前

から日本列島の火山活動が活発化しているこ

となど，広域テフラ層から解読できる日本列

島の大規模噴火活動の時代変遷が述べられ，

テフラだけでなく火山や構造分野の人にとっ

て興味深い内容となっている．

以上のように，テフラ層研究の基礎から応

用まで，これほど丁寧に包括的に書かれた本

は初めてであり，現在，テフラ研究を行って

いる人，テフラ層序・編年を利用している人

だけでなく，多くの地質学関係者，とくに若

い研究者や院生・学生諸君に是非，読んでい

ただきたい本である．

火山国日本の第三系から第四系には，膨大

な数のテフラ層が挟まれている．これらが地

質学的調査において鍵層として利用できるこ

とは古くから知られていて，鮮新・更新統の

古琵琶湖層群，上総層群，大阪層群などの詳

細な層序解明に果たした役割は大きい．1970

年代以降，日本のテフラ研究は新たな展開を

むかえる．テフラ同定法の向上・高精度化，

そして，それを基とした堆積盆地間に追跡可

能な広域テフラの発見，さらに海・陸を結ぶ

テフラの発見などによって，テフラ層を指標

として地史を編むテフロクロノロジーは，岩

層，化石，古地磁気，放射年代などの各種層

序・編年学的方法に比べて，格段にまさった

時間精度を持つことから，これら諸方法から

得られる情報を広域にわたって具体的に結び

つける鍵としての地質学・地形学・考古学な

どの分野で重要性を増してきた．現在，テフ

ラ層は，詳細な層序･編年を編むための「時

間復元の切り札」として，幅広く多様な分野

で有効活用され，高精度編年には欠かせない

ものとなっている．しかし，最近ではテフラ

層を編年の道具として安易に使用する問題点

も指摘されるようになった．本書は，テフラ

層の研究を専門としない人にも，その面白さ

と重要性がわかるように書かれていて，文章

はわかりやすく・読みやすい．そして，じっ

くり読み進めていくと，最近のテフラ編年・

対比の問題点を解決するための糸口が鮮明に

本書の入手希望者は下記に連絡されたい．

地学団体研究会

〒171-0022 東京都豊島区南池袋２丁目24番

地１号　河合ビル５F

電話　03-3983-3378

（吉川周作）

地質学発展の基本になった地質年代（時間）

概念の確立過程とその意義に関する貴重な本

が出版されているので紹介したい．原著は層

序学者・古生物学者Charles Hepworth

Hollandによる“The Idea of Time”（1999，

John Wiley & Sons Ltd.）である．Holland

は現在アイルランドのTrinity College

Dub l i n名誉教授で，ロンドン地質学会

（1984－1986），古生物学協会の会長を務めた

ことがある．Hollandは古生代の無脊椎動物

化石と年代層序学（chronostratigraphy）を

専門として，最近も“Chronostratigraphy

（Global Standard Stratigraphy）”（Dole, P.

& Bennett, M.R.（eds.）（1995）: Unlocking

the Stratigraphical Recod. Wiley）と題した

論文を書いている．この“The Idea of Time”

を翻訳した寺嶋英志氏は1970年に京都大学大

学院博士課程（地質学鉱物学専攻）を終了後，

海外における石油の探鉱開発関係の仕事に従

事した人であるが，引退後は自然科学を中心

とした一般書の翻訳を幅広く手がけている．

本書「時間とは何か」は次の構成からなる．

まえがき；謝辞；１．時間について語るとき，

私たちは何を言おうとしているのか？；２．

時計と暦；３．生物と時間；４．人間と時

間；５．芸術作品に見る時間；６．地質学的

時間感覚の発達；７．地質年代を測る；８．

地層と時間；９．太陽系とその彼方の時間；

10．宇宙と時；11．時間の哲学；12．時間に

ついて考えるとき，私たちは何を理解するの
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地学双書36
「テフラ学入門－野外観察から
地球環境史の復元まで－」

黒川勝己　著

紹　介

地学団体研究会，2005年７月31日発行，

B６版，205p. ISSN1342-6001，会員頒布

時間とは何か

チャールズ・H・ホランド著
寺嶋英志　訳

青土社，2002年12月20日第１版発行，

B６判，xiii＋243ページ，

定価2400円（税別），ISBN4-7917-6001-8



関わっている．ただ，文学はすべて過去に由

来する．これらの時間との関わりを多数の事

例を基に論じている．

６．地質学的時間感覚の発達 地質学におけ

る時間概念の発展について，28ページにわた

って詳しく述べられている．それは紀元前６

世紀以後の化石による自然の見方，この問題

に始めて真実の光を当てたルネサンス時代の

レオナルド・ダ・ヴィンチ，17世紀にはニコ

ラウス・ステノによる地質学的思想の確立，

とくに地層形成の意義を明らかにした．18世

紀にはジェームズ・ハットンによる現代地質

学の創設，さらにウィリアム・スミスによる

ハットンの理論を化石で確認，さらに地層累

重の法則の証明と地層傾斜の原因解明，世界

初の着色地質図（下の“古い”地層は濃く，

上の“若い”地層は薄い色），などの経過を

詳しく述べている．また，オクスフォード大

学初代地質学教授W. Bucklandが激変説支持

者であったこと，そのBucklandに教わった

Charles Lyellが斉一説を唱えたことなど，極

めて興味深い内容になっている．

７．地質年代を測る 1897年にケルヴィン卿

が地球の年齢を2000万～4000万年としたこ

と，それに対する地質学者A. Geikie（ギー

キー）の反論，キューリーによる放射能の発

見，放射能年代測定法の確立，太陽系の歴史

に関して隕石の年代測定の重要性，さらに最

近発達してきた放射性炭素年代測定の意義を

述べている．

８．地層と時間 ここでは層序学が地質科学

の中心となる分野であり，時間が力を発揮す

か？；訳者あとがき；参考文献；索引．

以下，各章の内容と特徴を簡単に紹介する．

まえがきで著者は“時間の諸相のすべてを簡

潔に取り扱うことを試みた”と本書の目的を

述べ，その背景に地質科学があることを強調

している．

１．時間について語るとき，私たちは何を言

おうとしているのか？ では，有名な映画

「カサブランカ」の名場面を例に挙げながら，

時間とは何かを考えて行こうとしている．と

くに，科学の世界では地質学者たち，とくに

地史学と古生物学に関係する人たちが時間の

問題に関わってきて，「時間の矢」と呼ばれ

る証拠獲得に努めてきた．

２．時計と暦 では，時間とは時計で測られ

るものであり，その時計の手法の解説を行っ

ている．先ず，生物時計と地質学的出来事と

の関係を述べ，日時計の最古の記録，水時計，

火時計（中国）などの時計製造の歴史が詳し

く述べられている．さらに，時間測定の要請

が増えるにしたがって原子時計（セシウム時

計，アンモニア時計など）の開発があったと

している．最後に天文学的な時間と暦の意義

を考察している．

３．生物と時間 では生物が時間と密接に関

係していることを多くの地質学的事例を上げ

ながら述べている．オゾン層が無かった先カ

ンブリア時代の様子は特に興味深い．

４．人間と時間 幼時の時間概念，人間の生

活の中の時間の神秘など，多数の文献紹介を

行いながら，人の信仰の問題まで触れている．

５．芸術作品に見る時間 芸術が時間と深く

ることを強調している．とくに，生層序学，

磁気層序学，周期性を基にしたサイクロ層序

学（cyclostratigraphy）などの意義を詳しく

述べている．

９．太陽系とその彼方の時間 太陽系の構成

とその歴史の理解がこれから重要である．

10．宇宙と時間 宇宙の膨張とその意義につ

いて考察している．

11．時間の哲学 中世以降の哲学的時間考察

について，20人以上の哲学者の考え方の違い

が述べられている．

12．時間について考えるとき，私たちは何を

理解するのか？ 過去，現在，未来の時間概

念を理解する最良の方法は地質科学に求めら

れることを強調している．

以上に要約したように，層序学者・古生物

学者としてのCharles Hepworth Hollandによ

って地球の歴史におけるわれわれの時間意識

がきわめてよくまとめられている．地質学で

確立された時間の見方に芸術，哲学，天文学，

宇宙論からの考え方を付け加えてくれた．こ

れはわれわれ地質学を学ぶ者にとって一読に

値すると思う．ただ，惜しまれる点は，最後

の「参考文献」は英文原著論文のリストであ

るが，本文記述の引用とは必ずしも一致して

いないことである．関係のある文献として紹

介しているのだろうか．

ともあれ，本書の一読を強くお勧めする次

第である．

（岡田博有）
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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―』



３．豊かな古生代の海

雲南省から産出するカンブリア紀からペル

ム紀の化石を紹介する．

４．恐竜の世界

中生代三畳紀後期～ジュラ紀前期の禄豊恐

竜動物群と同じ時代に生きていた動物化石を

合わせて展示する．楚雄イ族自治州博物館か

らの恐竜標本は，今回の特別企画展のために

初めて組み立てられ，国外で初公開されるも

のである．

５．東アジアの人類のルーツ

雲南から産出する類人猿や人類の化石を含

め人類の進化について紹介する．また，禄豊

古猿・元謀古猿，元謀人と共存していた新生

代の動物（哺乳類，爬虫類，魚類，貝類）を

紹介する．

６．雲南の博物館

雲南省の恐竜を展示している博物館の紹

介．

７．体験コーナー

［会場内］

①　恐竜の発掘体験

②　恐竜の色募集（野外恐竜ランドの塗り替

え）

③　恐竜へ触れよう

④　恐竜模型づくり（ディロフォサウルスの

頭部）

⑤　ドングリの恐竜づくり

⑥　恐竜パズル

⑦　民族衣装で記念撮影

［会場外］

①　雲南料理（園内レストラン）

②　植物園で雲南の植物をさがそう，古代米

の展示

会期：平成18年７月14日（金）

～10月９日（日）

主催：豊橋市自然史博物館・中日新聞社

共催：東海テレビ放送

後援：中華人民共和国駐日本国大使館，愛知

県教育委員会，テレビ静岡

【目的】

ヒマラヤ山麓のブータンから雲南を経て日

本に至る，カシ・シイなど常緑の照葉樹が自

生する地域（照葉樹林帯）には，日本古来の

伝統文化の起源があるといわれている．その

中心がラオス，ミャンマー，ベトナムに接す

る中国雲南である．

本展では，カンブリア紀の生物の大爆発，

ジュラ紀の恐竜，アジアの人類の進化に焦点

をあて，５億4000万年にわたる壮大な雲南の

生物進化を紹介する．

【展示構成】

１．雲南の自然

豊川市出身の中尾佐助博士が提唱された

『照葉樹林文化論』を基軸に，照葉樹林文化

の中心である雲南で育まれた稲作，お茶，香

酢などの起源や少数民族の生活，自然との係

わり合いについて，標本，ビデオ，写真で紹

介する．

２．動物たちの祖先

古生代カンブリア紀初期（５億4000万年前）

に動物がどのような順番で出現したかを現地

の様子や実物の化石を使って紹介する．特に

最初に硬い殻をもった小型有殻動物，生痕化

石，現代型の動物の祖先である澄江動物群に

焦点をあてる．

③　恐竜模型展示（市内小学校児童制作）

④　雲南茶の話と試飲

８．関連行事

①　記念行事　こども恐竜シンポ

７月15日（土）13：00－15：30

「董枝明先生と恐竜トーク」

②　自然史講座・学習教室

・自然史講座「パンダに７本目の指を見つけ

る」７月30日（日）14：00－15：30

（京都大学霊長類研究所　遠藤秀紀さん）

・学習教室「歯型をつくろう」８月27日（日）

13：00－15：30（当館学芸員　安井謙介）

・自然史講座「恐竜のお食事」９月17日（日）

14：00－15：30（当館学芸員　吉川博章）

・自然史講座「雲南をいろどる花々」10月１

日（日）14：00－15：30

（写真家　吉田外司夫さん）

問い合わせ

豊橋市自然史博物館　

〒441-3147 豊橋市大岩町字大穴１-238

（豊橋総合動植物公園内）

TEL 0532-41-4747

FAX 0532-41-8020

http//www.toyohaku.gr.jp/sizensi/
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博物館だより

豊橋自然史博物館

市制施行100周年記念特別企画展

恐竜と生命の大進化－中国雲南５億年の旅－

ユアンモウサウルスの全身骨格

私たち「動物」の祖先はいつ誕生し，どの

ような姿をしていたのか―この重要な生物進

化のテーマについて，約5.7億年前に現れた

「エディアカラ生物群」が注目されています．

エディアカラ生物群は，地球の歴史上初めて

出現した，大型で複雑な「からだ」を持つ生

き物たちです．この生き物たちは現在の生き

物と異なる「からだ」のつくりを持つため，

現在のどの生き物の祖先なのか，あるいは，

子孫を残さずにこの時期のみに生息した独特

の生き物なのか，多くの謎が残されています．

最近の研究によって，「エディアカラ生物群」

の中に，私たち「動物」の祖先，「最初の確

実な動物」が含まれていることがわかってき

ました．現在，エディアカラ生物群の出現と

その当時の地球環境を解明すべく，IGCP493

「 THE RISE AND FALL OF THE

VENDIAN BIOTA（ The Ediacaran

Period）」が進行中です．今回の特別展では，

この研究プロジェクトの全面的な協力を得

て，オーストラリア，ロシア，ナミビア，カ

ナダなどの貴重な標本が世界で初めて一堂に

会します．40億年にわたる壮大な生物進化の

ロマンの一端をわかりやすく紹介いたします

ので，ぜひご来館下さい．

１．会期：平成18年７月14日（金）

～10月９日（月・祝）© Peter Trusler and Australia Past

福井県立恐竜博物館

平成18年度特別展

「恐竜以前―エディアカラの不思議な生き物たち―」



○博物館自然教室：「太古の生物，三葉虫を

調べよう！」

10月１日（日）

講師：大野照文教授（京都大学）

○特別展解説ツアー：

７月23日（日），８月19日（土），９月10日

（日），24日（日）

５．観覧料：一般　800円，大学・高校生

600円，小・中学生　400円

［団体料金（30名以上）一般600円，大

学・高校生500円，小・中学生300円］

※特別観覧券にて常設展もご覧いただけま

す．

（９月13日（水），27日（水）は休館）

２．開館時間：午前９時から午後５時まで

（入館は午後４時30分まで）

３．会場：福井県立恐竜博物館　特別展示室

４．関連行事・講演会など：

○特別展講演会：「地球最初の動物を求めて」

７月16日（日）14：00～15：30

講師：パトリシア・ヴィッカーズ‐リッチ

博士（オーストラリア国立モナシュ大学教

授兼モナシュ科学館長）※通訳あり

○博物館セミナー：「最新地球史解読」

８月27日（日）13：00～14：30

講師：川上紳一教授（岐阜大学）

６．主催：福井県立恐竜博物館

７．特別協力：オーストラリア国立モナシュ

大学地球科学教室

８．後援：オーストラリア大使館（2006年日

豪交流年認定イベント），石川・富山・愛

知・岐阜・滋賀・三重県各教育委員会，

NPO法人福井恐竜博物館後援会　

９．お問い合わせ：福井県立恐竜博物館

〒911-8601 福井県勝山市村岡町寺尾51-11

TEL：0779-88-0001 FAX：0779-88-8700

URL：http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
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○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：

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

○2006年秋季学術大会
９月23日（土）～９月25日（月）

会場：静岡大学（浜松校舎）

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

9

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
○ INHIGEO, "The History of
Quaternary Geology and
Geomorpholgy,"
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
○日本第四紀学会2006年創立50周年
大会・記念シンポジウム
８月４日（金）～６日（日）

場　所：八王子市南大沢1-1 首都大学東京

南大沢キャンパス　講堂

記念シンポジウム「人類の環境を第四紀学か

ら考える―過去から見た現在と未来―」

http://wwwsoc.nii.ac.jp/qr/QR2home.htm

○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
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月　October
○堆積学スクールOTB2006「水理学
の基礎と波浪堆積構造」
10月７日（土）13時～から10月９日（月）13

時まで

場所：学校法人大阪工大摂南大学セミナーハ

ウス白浜海の家

http://www.sediment.jp/04nennkai/2006/sc

hool.html

○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

○日本地下水学会2006年秋季講演会
10月26日（木）～28日（土）

会場：岡山県倉敷市芸文館

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

○日本地震学会2006年度秋季大会
10月31日～11月２日

場所：名古屋市

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

月　November
○日本応用地質学会　平成18年度研
究発表会
11月９日（木）～10日（金）

会場：熊本テルサ（熊本市水前寺公園）

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jseg/

○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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日本地質学会第113年学術大会（高知大会）普及行事
一般公開シンポジウム「防災教育と
地質学：子ども達を災害から守るために」

日本地質学会地学教育委員会・地質災害委員会　共催

後援：高知県教育委員会・高知市教育委員会

世話人：阿部国広（川崎市西有馬小）・天野一男（茨城大学）・松岡

裕美（高知大学）

今世紀にも発生するおそれがあるとされている東南海地震・南海

地震などによる災害に，我々は防災教育の観点からどう取り組んで

いくべきなのか，どのような心構えを子ども達と共に持つべきなの

かを，ひろく一般市民・教員・高校生などを交えて議論したい．

場所：高知市文化プラザかるぽーと11階大講義室

日時：平成18年９月17日（日） 13：00～16：30

入場料無料（どなたでも入場できます）

趣旨説明・・・世話人　13：00-13：15

１．パネリストによる講演

１）寺田寅彦と防災教育

・・鈴木堯士（高知大学名誉教授）

13：20-13：50

２）高知東高校における防災教育の事例：高校教育

現場での事例紹介

・・小川晴美（高知県立高知東高校）13：50-14：20

３）高知市における防災教育への取り組みと課題

・・山本　聡（高知市役所防災対策課）14：20-14：50

４）変動帯地質のうえで生きる

・・齊藤靖二（神奈川県立生命の星・地球博物館）

14：50-15：20

２．総合討論（講演者とフロアによる公開討論）

司会）岡村　眞（高知大学） 15：30-16：30
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地学教育のページ

地
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教
育

表 紙 紹 介

表紙．Kimberley diamond鉱山のBig Hole
Kimberley（Cape州北部）では，1871年にキンバリー岩のパイプ

（Big Hole，直径450m）が発見され，露天掘りの採掘がはじまった．露

天掘りは深さ360mまでつづいた．1889年以降，キンバリー岩のパイプ

の外側に縦坑を下ろし，順次，深いレベルで横坑を掘って，キンバリー

岩を採掘するようになった．縦坑の深さが1200mになると，キンバリー

岩中のダイヤモンド含量が激減した．そのため1915年に閉山した．稼行

40余年で1450万カラット（2.9トン）のダイヤモンドを採掘した．現在

は博物館になっている．Big Holeの彼方にキンバリーの町が見える．

（1973年９月19日撮影）．

裏表紙上．Premier diamond鉱山
Premier鉱山（Transvaal州）は1902年に発見され，ついで1905年に，

世界最大のダイヤモンド「カリナン」（約3000カラット）が発見された．

キンバリー岩のパイプの大きさは，地表で860m×400m．毎日２万トン

のキンバリー岩が採掘され，7500カラットのダイヤモンドが集められて

いる．（1970年３月11日撮影）．

裏表紙下．キンバリー岩の露頭（Dutoispan diamond鉱山）
Dutoispan鉱山はKimberley鉱山の近くに位置する．この露頭写真の

左右は約1m．大量の火山ガスを含み，高速で上昇するキンバリー岩は，

地下深部の岩塊を運び上げ，地表に達すると火山ガスを爆発的に放出す

る．周囲の岩石は破砕され，キンバリー岩自体も，写真のように，はげ

しく破砕されている．（1973年９月18日撮影）．

アフリカ大陸はダイヤモンドの宝庫である．全世界の年間生産額１億

2200万カラットのうち，アフリカ大陸から7080万カラット産出する．

最近，南アフリカのダイヤモンドの生成年代がわかってきた．29億年

前である．ダイヤモンド結晶中の硫化鉱物の微細包有物を，レニウム・

オスミウム法で精密測定した結果である．

こうして地下深部でできたダイヤモンドを運んでくる岩石が，キンバ

リー岩である．南アフリカのキンバリー岩の大部分は，１億年前に集中

的に，地下深部から地表に向かって噴き上げてきた．ちょうど，アフリ

カ大陸と南アメリカ大陸が分裂した時期である．なお，例外もある．

Premier diamond鉱山のキンバリー岩は，17.5億年前に噴出したもので

ある．

図１に，キンバリー岩パイプの断面図を示す．

南アフリカのダイヤモンド鉱山：Diamond mine in South Africa
写真・文　諏訪兼位 Kanenori Suwa

図１．キンバリー岩パイプの

断面図（Holmes, 1978から）．

約１億年前（白亜紀）にキン

バリー岩が貫入してきた時の

地表面は，L-C，現在の地表

面はP-D．



中部支部2006年年会（金沢）報告

2006年６月３日（土），金沢大学理学部地球学科（自然科学２号

館B棟）の地球学第一学生実験室（２B-120）で中部支部の総会と

シンポジウムが開催され，43名が参加した．また翌４日（日）には

富山県西部の火山岩について巡検を行い，25名が参加した．

総会（10：30-12：00）議長：小嶋　智
2005年支部活動報告（竹内），支部長会議等報告（新妻）があり，

中部地方地質誌編集委員会（新妻）から，本年１月，全国に先がけ

て日本地質学会編「日本地方地質誌　中部地方」（朝倉書店）が刊

行されたことが報告された．2005年決算（竹内），監査結果（束田）

が報告され，2006年予算（竹内）が承認された．2007年の支部年会

は静岡大学で開催することが決定された．また，その後に開催され

た幹事会で，「中部地方」に基づき英語版の巡検案内書を執筆・出

版することが決定された．

昼休みを利用して，LA-ICP-MS（レーザー照射式誘導結合プラ

ズマ質量分析装置）の見学会を実施した（案内者：石田義人技術員，

参加者15名）

シンポジウム「中部地方の火山と火山岩」（13：20-18：20）
【支部長講演】（座長：石渡　明）

13：20 新妻信明（静岡大）：収束半球の中央に位置する日本列島

と全球テクトニクス

【1】中部地方の火山活動（座長：森下知晃）

13：40 平松良浩（金沢大）：白山火山の地震学的特徴

14：00 三宅康幸・池元壮彦・細井秀幸（信州大）：第四紀におけ

る中部地方火山活動の時代区分と御岳地域のマグマ変遷

14：20 酒寄淳史（金沢大）・林　信太郎（秋田大）・梅田浩司（東

濃地科学研究ユニット）：戸室火山のK-Ar年代と白山火山列の活

動変遷

14：40 及川輝樹（産総研）・棚瀬充史（住鉱コンサル）：K-Ar年

代に基づく両白山地における鮮新－更新世火山活動の時空分布：

飛騨・八ヶ岳との対比

15：00-15：10 休憩

【2】中部地方直下の地下構造とプレート沈み込みについて（座長：

酒寄淳史）

15：10 山口佳昭・山口珠美（信州大）・太田靖（産総研）：中部地

域の火山のマフィックメルト包有物の組成プロファイル-フロン

トから背弧へのイオウ，ハロゲン，K2O分布

15：30 辻森　樹（金沢大）：世界のローソン石エクロジャイトか

ら想定する中部地方直

下のスラブの脱水反応

【3】中部地方の中・新生代火山岩の岩石学

15：50 佐藤　誠・周藤賢治（新潟大）・八木正彦（石油資源開

発）：東北日本背弧側に産する22-18Ma玄武岩の微量元素組成及

びSr・Nd同位体組成の島弧縦断方向変化の成因

16：10氏家　治・真下礼奈（富山大）：白山火山同源捕獲岩の化学

組成

16：30-16：40休憩（座長：三宅康幸）

16：40曽根原崇文・原山智（信州大）濃飛流紋岩と他の大規模珪長

質火山岩との比較

17：00土橋広宣・石渡　明（金沢大）：富山県南砺市南部から発見

されたアダカイト質角閃石安山岩とその超苦鉄質捕獲岩について

17：20 石渡　明・葛木建大（金沢大）：福井市東部の中新世グリ

ーンタフを構成する低ニッケル火山岩類：輝石岩質マントル溶融

の証拠？

【4】中部地方の付加体中の緑色岩と海洋底火成岩について

17：40 小泉一人・橋本直樹・市山祐司・武藤俊充・石渡　明（金

沢大）：美濃・丹波帯の古生代緑色岩の産状と化学組成から想定

される海台付加プロセス

18：00 総合討論・閉会の辞（石渡）

【ポスター・セッション】

河野芳輝（前金沢大）重力異常からみた中部地方の地質構造　

柳田祐樹・石渡　明（金沢大）・石井輝秋（東大海洋研）：小笠原前

弧，母島海山の斑れい岩の岩石学的特徴．

町　澄秋・石渡　明（金沢大）：飛騨外縁帯北東部，小滝・北小谷

地域の超塩基性岩の岩石学

シンポジウム終了後，19：00-21：00に，金沢市役所裏の「あま

つぼ」で，32名が参加して懇親会が盛大に行われた．最年長の堀越

叡会員の挨拶があった．

巡検（６月４日（日）９：30-16：15）
「富山県西部，中新世のアダカイトと月長石流紋岩」
案内者：土橋広宣・石渡　明・森下知晃（金沢大学）

９：30 金沢大学自然研バス停前　出発

10：20-11：20 富山県南砺市（旧福光町）吉見の岩稲層アダカイ

ト質角閃石安山岩，（城端付近からもよく見える大きな採石場）

11：30-12：20 富山県南砺市樋瀬戸（打尾川沿い）の岩稲層安山

岩溶岩，林道を３km登ったところ．

12：30-13：10 臼中ダムサイトで昼食

13：10-13：30 臼中ダム南東方2.5 kmトンネル西口．刀利礫岩層

の正珪岩（orthoquartzite）礫，安山岩脈，正断層群

13：40-14：00 山田川と二ツ屋川を結ぶ林道を山田川から約500m

登った地点．月長石流紋岩質溶結凝灰岩（石田勇人氏が説明）

（14：00-14：20） 国道304号線五箇山トンネル南口梨谷大橋の下，

舗装道路沿い．

飛騨変成岩類の大理石と飛騨花崗岩類．）（本地点は省略）

14：20-15：00 五箇山相倉（あいのくら）合掌集落見学

16：15 金沢駅着　解散

巡検参加者（五十音順）：石井輝秋（東大海洋研）・石田勇人（日本

工営）・岩田　修（飛騨地学研究会）・梅田美由紀（福井市自然

博）・柏木健司（富山大）・小泉一人（金沢大）・小嶋　智（岐阜
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大）・斉藤　聡（日本工営）・阪上雅之（信州大）・酒寄淳史（金

沢大）・柴田知之（京大地熱研）・曽根原崇文（信州大）・竹内

誠（名古屋大）・棚瀬充史（住鉱コンサル）・中田裕一（飛騨地学

研究会）・新妻信明（静岡大）・二ノ宮淳（東濃地科学研）・原山

智（信州大）・三宅康幸（信州大）・正木建樹（名古屋市立若宮商

業高校）・山口佳昭（信州大）・吉澤康暢（福井市自然博）

（22人＋案内者３人＝25人）

報告者　石渡　明（金沢大学）

＜参加者の声＞

中部支部シンポジウム・懇親会・巡検に参加して

柴田知之（京都大学理学研究科附属地球熱学研究施設）

「中部地方の火山と火山岩」というタイトルに惹かれ，中部支部

のシンポジウム・懇親会・巡検に，別府からはるばる参加した．シ

ンポジウムでは，中部地方でのスラブメルティング，プレート運動，

地震波トモグラフィー，火山岩の年代等に加え，含水鉱物の安定条

件など，島弧マグマ起源の解明に必要な幅広い話題が提供された．

中部地方は，太平洋およびフィリピン海両プレートの関与の有無の

考慮が必要な場である．しかもこの地域では，フィリピン海プレー

トのスラブメルトを起源とするマグマも存在するようだ．このよう

に複雑な地域での研究進展には，今回のように，幅広い分野の，且

つ，アクティブな研究者の密な情報交換の場が是非必要だろう．懇

親会で親交を深め，挨拶に立たれた堀越先生から若手が激励を受け

た翌朝，巡検に出かけた．最新情報を見聞きした直後の為か，今後

の研究テーマに花が咲き，刺激的な時間を過ごした．最後に，部外

者である私の参加を快諾下さった石渡先生に，御礼申し上げる．

シンポジウム「中部地方の火山と火山岩」の感想

佐藤　誠（新潟大学自然科学研究科）

今回のシンポジウムは，地球全体に関するプレート運動の解析か

ら，中部地方の第四紀火山活動の時代区分や新たなK－Ar年代値の

報告，アダカイト質安山岩の新発見及び付加体中の緑色岩に関する

ことまで多岐にわたるものであったが，会場は50人を超える参加者

で満席になり盛り上がるものであった．また，ほとんどの参加者自

身の研究に身近に関係する講演が多かったために活発な討論が行な

われた．

複雑なテクトニクス場に置かれている中部地方の火山岩に関する

講演は大変興味深いものであった．私自身は東北日本の第三紀火山

岩を研究しているので，各講演者の発表を聴きながら，中部地方の

火山及び火山岩の研究意義や成果を理解することに必死な思いであ

った．ただ，地質学会総会よりも講演時間が長いために，詳しい説

明がなされていたので講演内容を理解する助けとなった．このよう

な内容の濃い講演と討論は大きな学会では経験できないので，参加

してみて有意義であった．また，懇親会も多くの大学の方々と親交

を深めることができて良い経験となった．

中部支部シンポジウムに参加して

曽根原崇文（信州大学）

シンポジウム（中部地方の火山と火山岩）では，白山など中部地

方の火山について何件か講演があり，同地域の火山活動に関する最

新の知見を得ることができ，大変有意義であった（時間の都合上，

総合討論がなかったのがやや心残りだったが）．このほか，翌日の

巡検のメインとなったアダカイト質岩をはじめ，より古い時代（古

生代～第三紀）の火山岩についても多数の講演があり，中部地方の

地質の重要性を再認識するよい機会となった．

古都金沢のネオンと富山の月の光

梅田美由紀（福井市自然史博物館）

シンポジウム「中部地方の火山と火山岩」，懇親会に続き，６月

４日は巡検．22名の参加者は５台の車に分乗して金沢大学を出発．

県境を越え富山県南砺市へ．まず旧福光町の砕石場で現地参加の３

名が加わり，本巡検のハイライトである中新世前期のアダカイト質

安山岩と対面する．シンポで，そして懇親会でも話題になったアダ

カイトであるが，見た目は角閃石安山岩．しかし本地点のアダカイ

ト質安山岩は他地域のものとは比較にならない程高割合のSrを含む

らしい．この岩石の供給源としてはSrに富むマグマが想定されるが，

なぜSrに富むマグマが生成されたか，日本海の形成どう関連するの

かなど，現地での討論も絶えなかった．捕獲片を含む新鮮なものを

標本用に採集した．さて午後は臼中月長石流紋岩の観察．これは日

本海拡大時の火山活動による溶結凝灰岩であるが，ここでは月長石

を含み，その結晶は見る角度により青い光を放つ．街中のビル壁面

で見かけるラルビカイトの輝きである．昨夜の古都金沢のネオンも

然る事ながら，やはり自然が発する光は神秘的である．世界文化遺

産に登録されている相倉合掌集落で集合写真を撮り，解散した．天

気に恵まれ，楽しい有意義な週末を過ごさせていただいた．

中部支部巡検に参加して

原山　智（信州大学）

巡検は天候に恵まれ，富山県南東部の第三系火山岩類を中心に見

学した．なかでも最近新たに確認された岩稲層中のアダカイト質岩

は参加者の注目の的であり，従来のアダカイト質岩の成因論に一石

を投ずることになるかもしれぬとの予感を抱かせた．土橋さん（金

沢大学大学院）の今後の研究展開に期待したい．このほか北陸第三

系の基底部にある，刀利礫岩層や月長石流紋岩のほか，岩稲層の溶

岩の産状の見学を行った．盛りだくさんの巡検であり，参加者は大

いに満足したが，欲を言えばもう少し見学地点ごとに観察時間が欲

しかった．案内者の土橋広宣さん，石渡　明さんに加え，月長石流

紋岩の説明をして頂いた石田勇人さんに御礼申し上げます．

追記：巡検の終わりに見学した五箇山合掌集落における江戸時代の
塩硝（硝酸カリウム，火薬の原料）生産につき，次の論文が最近出

版された．

板垣英治，2006，硝石の舎密学と技術史．金沢大学文化財学研究，

8，19-57．
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InterRad（ International Association of Radiolarian

Paleontologists）は３年に１度開かれる放散虫研究者の集会で，今

回が（InterRadの前身のEuroRadを加えると）11回目の開催となる．

今回のInterRadは，IGCP Symposium: Circum-Pacific Triassic

stratigraphy & Correlationとの合同で，ニュージーランドの首都

ウエリントン（北島の南端）を中心にして2006年３月に開かれた．

本研究集会は３コースのPre-Excursion，シンポジウム，１コース

のMid-Excursion，２コースのPost-Excursionからなっている．

シンポジウムはウエリントンにある国立博物館のTe Papaで，

３月20日～22日，24日に行われ，Triassic，Nigrini，Biosilicaの３

つのセッションが組まれた（後述）．参加者は19カ国（ニュージー

ランド，オーストラリア，スペイン，フランス，ドイツ，ハンガリ

ー，スイス，スロベニア，ロシア，カナダ，アメリカ，イラン，タ

イ，中国，日本など），110名であった．このうち，日本人は34名で

あった．71件のオーラル発表と47件のポスター発表が行われた．

Triassicセッション（オーラル31件，ポスター11件）では，放散虫

だけではなく，三畳紀のコノドント，有孔虫などの古生物，ニュー

ジーランドの地質や三畳系，P/T境界，T/J境界，三畳紀の炭酸塩

岩，テクトニクスなどに関する話題が提供された．特にP/T境界や

T/J境界などの生物大量絶滅イベントに関する発表が印象に残っ

た．P/T境界関連の研究については，古生物学的検討や地球化学的

検討が行われており，古生代型放散虫の絶滅と中生代型放散虫の出

現や三畳紀古世における２回の海洋無酸素事変（OAE）に関する

話題が提供された．今後は，堆積岩岩石学的検討も加えて，これら

の検討結果を蓄積・比較することが重要と思われる．

Nigiriniセッション（オーラル14件，ポスター11件）は2005年１

月に他界し，放散虫分類学や生層序学に多大な貢献をしたCathy

Nigrini氏に敬意を表して名づけられた．このセッションでは現生

放散虫に関する研究や第四紀，古第三紀の放散虫群集を用いた生層

序学的・古海洋学的研究などの発表が行われた．現生放散虫の生態

について，放散虫の摂食行動の映像を流す講演があり，動きの鈍そ

うな？放散虫が目にも止まらぬ速さで餌を取る行動に，聴衆は目を

奪われた．

Biosilicaセッション（オーラル26件，ポスター25件）では，放散

虫データベースの構築，Heackel氏とEhrenberg氏が記載した膨大

な量の放散虫の分類を整理することなどを目的とするHeackel and

Ehrenbergプロジェクト，形態学的検討や分子系統解析による放散

虫の系統関係，中・古生代の放散虫生層序，テクトニクスなど様々

な放散虫に関する研究が紹介された．データベースに関しては，そ

の必要性を多くの研究者が認識しているため，これに関する発表が

多かった．ポスター会場では，癒しの音楽と一緒に生きた放散虫の

映像を流す発表があり，参加者の注目を集めた．

講演は午前８時半～９時から始まり，午後５時半に終了するスケ

ジュールであった．講演時間は20分であり（30分以上の時間を与え

られる講演もあった），概ね２時間ごとに休憩を挟んだ．各々の休

憩時間にはポスター会場で，Morning Tea, Lunch及び Afternoon

Teaが振舞われた．ポスターセッションのコアタイムは午後５時半

から１時間設けられ，コップを片手に，参加者はポスターの前で熱

い議論を行った（写真１）．

シンポジウム２日目にはConference Dinnerが催され，舞台上でマ

オリの歌や踊りのパフォーマンスも行われた．さらに，それだけで

は飽き足らず？ニュージーランド，日本，ロシア，フランスの参加

者が舞台上で唄を披露することになっていった･･･”日本人合唱団”

は30名を越えたが，I氏の先導により，「さくら」と「花」の２曲を

披露した（写真２）．

講演最終日にはBusiness meetingが行われ，次回のInterRadは2009

年９月に中国の南京で行われることが決定された．

Pre-Excursionは，Excursion１（後述；３月12日～17日），

Excursion１A（後述）及び１B（３月17日～19日）からなる．

Excursion１Bは，北島西部の主に三畳紀新世～ジュラ紀古世の

sequenceの巡検のようであった．Mid-Excursion（Excursion２）

はウエリントン郊外の海岸沿いの露頭の観察などが行われた（後

述）．Post-Excursionは南島で行われ，Excursion３（３月25日～29

日）及び４（３月24日～29日）から構成されており，Excursion３

はK/T境界や古第三系の堆積岩など，Excursion４は三畳系の観察

が主だったようである．筆者はこれらのうち，Excursion１，１A

及び２に参加したので，その様子を以下に報告する．

Excursion１では，ニュージーランド北島のオークランドか

ら北島北方のノースランドを，太平洋側からタズマン海側を通って

一周するというコースで行われた．

案内者はBernhard Spörli氏（オークランド大学），Chris Hollis氏

（GNS Science），竹村厚司氏（兵庫教育大学），相田吉昭氏（宇都

宮大学）の４名，参加者は，案内者を含めると，８カ国，23名であ

った．

初日は昼頃にオークランドのとあるホテルの前に集合し，バスで

ノースランドへと向かった．移動中のバスでは，Spörli氏によるニ

ュージーランドの地質や植物について熱心な説明が続いた．ノース

ランドの地質は，中・古生界の基盤（Waipapa Terrane）の上位に，

２つの構造ユニット（AutochthonとAllochthon：後者が漸新世後

期に前者に衝上したらしい）に区分された上部中生界～下部新生界

が位置する構造をなしているとのことであった．午後８時頃には４
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写真１（左）．ポスター

会場の様子

写真２（右）．「花」を披

露する日本人達



連泊することになるTauranga Bayのモーテルに到着した．

２日目はモーテルからバスで約30分のWhangaroa Harbourから，

船でアローロックス島に向かった．島が近づくに連れて，胸が高鳴

った参加者は筆者だけではなかったと思う．

アローロックス島では竹村氏，相田氏，Spörli氏の説明が各露頭

で適宜あった．筆者は，この島に来るためにこの巡検に参加したと

言っても過言ではない．実際にOAEがあったとされる層準や三畳

系下部統のチャートを目にすると，何とも言えない感動を覚えたが，

サンプルは最小限に留めておいた．参加者は約５時間半の間，十二

分にアローロックス島を楽しんだ（写真３）．

３日目はWaipapa TerraneのグレイワッケとGreen argelliteなど

を観察した．グレイワッケは一見塊状であるが，一部に層理面を残

しているところもあった．Green argelliteには黒色のリン酸塩コン

クリーションが含まれ，放散虫化石を多産するものもあるとの説明

であった．ここからは高緯度型とされる三畳紀の放散虫化石が産出

している．参加者は貪るようにコンクリーションの写真とサンプル

をとった．

４日目以降は，上部中生界～下部新生界中心の巡検と，幹周り約

14mのKauriの木や，Kauriと人間生活との関わりに関する博物館の

見学などが行われた．参加者はKauriを通してニュージーランドの

自然，歴史，文化の一端に触れることができた．

Excursion１Aでは，オークランド～ロトルア～ウエリント

ンという経路で，主にオークランド周辺の火山，ロトルアの地熱地

帯の巡検が行われた．案内者はChris Hollis氏，Bernhard Spörli氏，

Murray Baker氏（Geo Tours）の３名であった．参加者は案内者

を含めると，13カ国，37名であった．

３月17日昼頃，オークランドのとあるホテルの前で集合し，One

Tree Hillへ向かった． One Tree Hillからはオークランド郊外を一

望でき，ここではSpörli氏によるオークランド周辺の火山と火山フ

ロントの移動の説明があった．このOne Tree Hillも火山であった

らしく，クレーターがそこかしこに見られた．

参加者の移動には，Excursion 1で使われていたバスが引き続き

用いられていた．しかし，約１週間にわたる酷使のせいか，次のポ

イントに向かう途中，高速道路でオーバーヒートし，参加者は全員，

道路脇の芝生の上で２時間ほど待機させられた．その間，Spörli氏

や相田氏によるニュージーランドの地質・放散虫の説明が，地質

図・ポスターを広げながら行われ，芝生上で熱い議論が繰り広げら

れた．ちなみに，この故障のおかげで，予定の巡検場所には時間の

都合上，立ち寄ることができなかった．

２日目はロトルアのWai-

O-Tapu thermal areaを訪

れ，我々は日本で言う「地獄

めぐり」を行った．次に

Waikite Thermal Poolsに場

所を移し，昼食休憩をとった．

そこには温泉があり，参加者

の多く（特に日本人）は水着を着用し，プールにて大地の恩恵を受

けた．

３日目はウエリントンまで約400kmをバスで移動する過酷な日程

であったが，午後4時前には無事にウエリントンに到着した．巡検

１及び１Aの巡検期間中は雨が降ることもなく，天候に恵まれてい

たが，ウエリントンは雨であった（シンポジウム期間中は晴れるこ

とがなかった）．参加者はそれぞれの宿泊場所に移動し，チェック

インを済ませてから，Ice-breakerに参加した．

Excursion２は，降りしきる雨の中行われた．参加者（50人

は越えていたと思う･･･）はTe Papaの前に８時に集合し，バス等

に乗り込み，約10km南南西のRed Rocksを訪れた．Red Rocksは海

岸沿いの露頭で，周囲にグレイワッケの露頭が卓越する中，緑色岩

や赤色チャート，珪質泥岩が露出し，周囲との色調のコントラスト

が印象的であった．チャートの堆積年代はペルム紀新世，グレイワ

ッケの堆積年代は三畳紀新世ということであった．その後，バス等

で移動して次の露頭に向かったが，増水により目的の露頭には辿り

着けなかった．参加者の多くは仕方なく？荒れる海に向かって歩き，

そこに広がる景色を写真に収めていた．夜にはBBQが開かれ，充

実した時間を過ごしたが，明日がシンポジウムの最終日とあって，

若手の一部は若干の寂しさを感じていた．

最後になるが，日本人若手研究者の活躍を述べさせて頂きたい．

Business meetingで特に優れた発表を行った学生が，全体でオーラ

ル発表１件，ポスター発表２件，表彰され，東京学芸大学の湯浅智

子氏（オーラル：Phaeodarians found a home? Molecular

phylogenetic study of Phaeodarea），九州大学の田中聖二氏（ポス

ター：Radiolarian distribution using vertical multiple plankton

sampler and paleoceanography in the Bering sea），愛媛大学の澁

谷　奨氏（ポスター：Radiolarian assemblages and chemical

compositions of Lowest Jurassic (Hettangian /Sinemurian) black

chert sequence from the Ikuno district, Tamba Terrane,

Southwest Japan）の３名の大学院生がその栄誉に輝いた（写真４）．

本研究集会には日本人研究者が最も多く参加していることからも，

日本人研究者の放散虫研究における貢献は国際的に見ても高いもの

と思われる．今後も日本人研究者の活躍がよりいっそう期待される．
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写真４．表彰された

３人．左から湯浅智

子氏，田中聖二氏，

澁谷　奨氏（写真提

供：庵谷奈津子氏）

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）

写真３．アローロックス島での巡検の様子



名誉会員　氏家　宏氏を悼む

本学会名誉会員・氏家　宏氏は，本年４月26日に大腸がんにより

逝去された．この突然の訃報には，最近までの同氏の古海洋学分野

における活発な研究活動を知る者は皆愕然とせざるを得なかった．

享年74歳とはいえ，まだまだ働き盛りだったのである．今世紀に入

って，わが国の古海洋学研究が大きく展開する状況にあるだけに，

この方面の先駆的研究者であり，かつ良い指導者でもあった存在の

喪失はひときわ惜しまれる．

氏家　宏さんは1931年に東京で生まれ，東京教育大学理学部を卒

業して，同大学大学院理学研究科に進み，地質学鉱物学専攻におい

て理学博士の学位を1960年に取得するまで，その学園生活を終始東

京で送られた．その後，母校理学部における学術振興会奨励研究生

などを経て，1962年７月に助手となり，続いて９月には国立科学博

物館第二研究部古生物学課に転じて，1974年９月には地学研究部古

生物第二研究室の主任研究官となられた．そして，1978年１月にな

って琉球大学理工学部教授（翌年理学部に配置換え）に任じられ，

それより1997年３月の定年退職まで，海洋学科で研究と教育に専念

された．翌４月には同大学名誉教授となり，氏家さんは再び東京に

戻って，2002年３月まで拓殖大学において客員教授として教育に当

たられた．

研究者としての氏家さんの活動は，有孔虫を対象とする微古生物

学ならびに層序学の分野において，1950年代に開始された．有孔虫

についての処女論文となったのは，1956年の新属Pseudocibicidoides

の記載である．同じ年，Elphidiidae科の若干の種に関する殻構造の

解剖学的所見が発表されたが，これは当時まであまり手がつけられ

ていなかった小型有孔虫の内部構造への挑戦であった．この研究は，

約10年後のRotaliidae科の２種の殻構造を鮮やかに解明した２篇の

労作に発展し，それによって1967年には日本古生物学会より最優秀

論文賞を贈られている．さらにまた，この時代に氏家さんが因子分

析，クラスター分析など数理解析手法を層序や群集生態の研究にい

ち早く導入して，注目を浴びたことも忘れられない．

氏家さんがこれまでに公表された研究論文はおおよそ150篇くら

いに達するであろう．成果を挙げた有孔虫関係のテーマは，この殻

構造を始めとして，現生種・化石種の群集解析，生層序，特に浮遊

性有孔虫の生層序・時代論などに広がり，大型有孔虫も追究の的と

なり，時代も新生代から白亜紀まで及んでいる．科学博物館勤務中

には，東南アジアを始めとする海外学術調査，さらに国際的共同計

画による調査航海にたびたび参加して，数多くの層序学や堆積学方

面での貢献がなされた．また，主としてピストンコアの研究を通じ

て深まった日本海の第四紀環境・地史についての強い関心は，この

時期から琉球大学在職期間を通じて変わらなかった．

琉大に移った氏家さんは，本拠に陣を据えるという地の利を生か

して，多くの研究者とも協同して，精力的に琉球列島の地質・構造

の解明に努め，地史を論じ，琉球弧のネオテクトニクス解明にも貢

献した．さらにまた，盛んに研究・調査航海を実施して，周辺海域

の底質や有孔虫群集の解析を進めて顕著な成果を収めたが，このよ

うな古海洋学的研究の範囲は，日本海・沖縄トラフ・北西太平洋の

みならず，インド洋にまで広がり，対象もまた有機・無機炭素や風

成塵まで及んだ．

氏家さんは日本古生物学会から，1974年に「有孔虫の層位・古生

物学的研究」における努力と成果に対して学術賞を贈られたが，琉

大を退職される前年の1996年になって，日本地質学会が氏家さんの

「有孔虫の研究とその地質学的・古海洋学的応用」における貢献を

高く評価して，地質学会賞を授与した．

地質学会では，氏家さんは1972年より1997年にいたる間，何度と

なく評議員に選出されており，さらに1994～1995年には評議員会議

長を務めて，2003年に名誉会員に推された．同様に古生物学会でも

数期にわたり評議員をされている．またその間に，国内では日本学

術会議の古生物学研連・海洋学研連等の委員，さらに東京大学海洋

研究所の共同施設運営委員会あるいは協議会の委員として，海洋学

の発展に尽力されている．国際的場においてもJournal of

Foraminiferal ResearchのAssociate Editorを20年以上の長きにわた

って委嘱され，有孔虫学の発展のために尽くされた．

話は前後するが，科学博物館時代に氏家さんは大きな足跡を残さ

れた．その当時，氏家さんの旺盛な研究活動によって標本は山積す

る一方だったが，それまで研究部には有孔虫を含め微化石の研究者

がいなかったため，科博には微化石の管理方式がまだ定められてい

なかった．このため同氏は多大な時間を費やし，その努力によって

標本管理とともに検索が円滑に行われるシステムが出来上がった．

それが，後年になって，国立科学博物館に国際深海掘削計画によっ

て収集された標本を管理する「リファレンス・センター」という国

際共同利用施設が設けられる端緒となったのである．

さて，研究指導者としての氏家さんの手腕は，公表論文に共著者

として名を連ねた若い研究者の顔ぶれの多さによく反映されている

が，琉大海洋学科における学生の教育・研究にも遺憾なく発揮され

たように見受けられる．氏の研究室出身者の就職率の良さは誇るに

足るものだったし，また他大学の大学院へも多くの学生が進学した．

そのうえ氏家さんは学会誌への投稿論文の査読者としても定評があ

った．その懇切丁寧なコメントに終始励まされた若手研究者たちは

どんなに感謝したことだったろう．

氏家さんと私はたいして年齢差がなく，同じく有孔虫学を専攻し，

時には共同論文を物した間柄だったので，国内外の学会やシンポジ

ウムで頻繁に一緒になり，また国際会議の国内開催に当たっては互

いに協力した．琉大研究室に氏を訪問して，いかにも氏家さんらし

くきちんと整備された研究環境を案内していただいたこともある．

晩年の氏家さんとは，こちらもすでに退職者とあって，顔合わせの

機会にはあまり恵まれなかった．しかし，令息より伝え聞くところ

では，「顕微鏡が覗けなくなったら研究はやめる」とかねがね宣言

しておられたが，亡くなる一週間前まで顕微鏡に向かう姿が見られ

たという．家庭にあっても良き夫であり良き父であった．愛育され

た令息と令嬢がともに父親と同じ専門の道を歩み，しかも父子で名

を連ねた共著論文を何篇も出していることに心から満足しておられ

た．学会などで私とたまたま一緒になると，お子さん方の動静に触

れては心底から嬉しそうな笑みを浮かべるのが常だった．

今はただひたすら氏家　宏さんのご冥福を祈るのみである．

なお，奥様の敏子様は下記にお住まいである．

〒190-0015 東京都立川市泉町1156-4トミンハイム立川泉338

（高柳洋吉）
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名誉会員　小島丈兒先生の御逝去を悼む

本会名誉会員小島丈兒先生は，４ヵ月前亡くなられた奥様の後を

追われるようにして，2006年６月１日心筋梗塞のためお亡くなりに

なりました．89才の御生涯でありました．

先生は1916年10月22日前橋市でお生れになり，第一高等学校から

東京帝国大学理学部地質学科に入学，1940年卒業された後，同大学

理学部地質学教室の副手から助手となられ，1945年広島文理科大学

に助教授として赴任され，今村外治教授とともに地質学教室の創設

にあたられ，1953年広島大学理学部地質学鉱物学教室の教授となり，

1980年退官されるまで岩石学・構造地質学を講じられ，後進の育成

にあたられました．1951年日本地質学会研究奨励賞，1958年日本地

質学会賞を受賞されております．写真は還暦時の先生である．

先生は1976年還暦にあたり，広島文理科大学に移り大学が原爆投

下で一切のものを失うという不幸の中で，山を歩くことと顕微鏡で

観察するしか研究の方法がなくなったことで，東京大学で始めてい

た研究の方向の転換を余儀なくされ，原岩層に基づく地質図の作成

と変成岩類を徹底して視ることを通して，西南日本の変成帯の層序

と構造の解明を，学生たちと一緒に始めたと述懐しておられる．こ

の過程の中で先生が持った視点は，1949年に書かれた「岩石の成因」

から読み取れる次のようなものであった．「エスコラは鉱物相の決

定の必要から１つの変成岩中においても，主要鉱物形成時期の産物

と，その時期以前の残留物と，その時期以後の後生的形成物とを識

別することを説いているが，更に歩をすすめて，変成過程全部の歴

史を探求しなければならない．この研究のためには，単に一個の結

晶片岩の標本とか薄片とかについて，その組織を解析するだけでは

不十分であって，どうしても対象を，ある空間的な広がりを有する

地質学的物体としての岩体にもっていく必要がある．これらふたつ

の岩石学的ならびに地質学的研究を共有して，変成史を編み出さな

ければならない」．この小島門下の学生たちが叩き込まれた視点は，

換言すれば変成帯のP－T－D－t pathの研究である．それは，1960

年代以降，国際的に先端を走る変成帯研究者が，研究の根幹にもつ

ことにもなった視点であった．変成帯は，多様なP－T－D－t path

のナップ群の集積体として記載され，そのテクトニクスが考察され

たが，先生は，このような視点から研究を進めるための基礎として，

構造岩石学の受容をはかられた．構造岩石学的研究はまた，1970年

代以降今日まで，構造地質学の中心として国際的に花開くような展

開をみた学問である．このような展開に，日本の研究者が同時代的

に参加出来たことは，先生のもたれた射程の長い眼による指導があ

ってのことであった．

広島にはクラシック音楽だけを聞かせる音楽喫茶があった．１年

生の秋のことである．リュックをもって山行きの格好をした骨太の

やや背の高い中年の男性が，私の隣に席を取り，いきなり「三郡前

縁剪断帯の地質調査に行ってきた帰りだ」と話かけてきた．小島先

生であった．ポカンとしている私をみて，「地学の１年生だろう」

と言われた．半年ほど前10人の新入生一同で１時間ほど顔をさらし

ていた学生を覚えておられたのである．先生のこの視る力と記憶力

に驚嘆した．このショックは後々まで残ったが，山に出掛け露頭を

視る抜群の力と記憶力を目のあたりにして納得し，目標となった．

先生の岩石学の授業は，試験の難しさで，文理科大学時代から伝

説になっていて，この試験に一発で通ることが，学生に誇りをもた

らすほどのものであった．先生の教育は講義を通してだけではなか

った．助手の部屋に集まってお茶を飲む時や夕方誘われていった酒

場で，より広く地質学との関わり方について話されたものである．

論文を読み新しい知識を得ることは当然だが，教科書を読み，学問

の全体像や体系を理解することが重要だ．研究は自分の学問世界を

構築していくようにするもので，先端的な機械に操られたり，適当

な理論を使えば手っ取り早く論文になるというようなことで，定見

のない研究題材の選び方をするなとしつこく言われた．

先生はハードな調査をされていたのだが，50代のはじめ頃事故で

足を悪くされ山から遠ざかられた．地域地質学は，その時代の学問

の先端的知識を使ってあちこちと漂うようにするものでなく，地質

構造上・構造発達史の時間の上に，すべての情報を位置づけて地質

帯が考察出来るように構築していく形でなされるものである．時流

に流されず，対象地質帯の研究段階に応じて，一つ一つ石材を積み

重ね建物を造り上げていくようになされるべきもので，忍耐が必要

な学問であることを，悪口をまぜながらしつこく言われた．

今日はカラヤンが指揮するブラームスの交響曲二番がTVで見ら

れるから，今日は牛のシッポのカレーを食べさせてやるからと言っ

て，家に学生をよび，相撲，音楽，哲学，地質学などの話をされた．

魔笛など，TVやFMでながれたものを家からテープに録音しても

ってこられ，光学実験室で聞きながらU－stageを使用出来るよう

にされていた．必読論文は青焼きの原紙を作り学生が自由にコピー

出来るようにされ，多くの研究者が送ってくる別刷を学生も使用で

きるようにと助手の部屋においておられた．学生の就職先が，鉱山

会社から地質コンサルタント会社に代わってしまった時，先生の努

力により，隔年で土木地質学の集中講義が開設された．このように，

学生が，地質学に関わるための環境を，しっかりと整備されたので

あるが，先生には，極めて自然にそれがなされていくのであった．

毎年正月２日，先生の家には門下生が集まった．学生時代には皆，

辛辣な言葉で馬鹿呼ばわりされながら，ものの考え方の基本を教え

られてきたのだが，多くの門下生が，広島在住者に限らず，遠くか

ら汽車に乗って集まったのである．次から次とやって来るから奥様

は大変であった．１日中卒業生の現在の仕事に合わせて，多様な話

をなさっていたのだが，展開される議論には常に健康な希望があっ

た．

退官された後は，教え子がやっている地質コンサルタント会社で，

月一度ゼミをもたれ，日本および外国で出版される地球科学・地質

工学系の教科書を次々と購入し紹介され，社員の教育にあたられた．

また広島市周辺で環境問題が持ち上がったところには，精力的に出

掛けられ，住民側の立場から問題を検討され発言されていた．

このように御健康であった先生は，2001年６月，脳梗塞で倒れら

れ半身がままならないお体となり，後を追うように奥様も御病気に

なられ，５年の闘病生活の後に永眠されました．先生御夫妻はクリ

スチャンであられました．謹んで御冥福をお祈りいたします．

（原　郁夫）
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名誉会員　羽田　忍君のご逝去を悼む

本学会名誉会員の羽田　忍君は，本年６月３日午前，肝臓癌のた

めに亡くなられました．享年76歳でした．

羽田君は昭和５年静岡県に生まれ，幼年学校，旧制静岡高校を経

て，昭和30年新制東京大学の一期生になりました．地質学に進み，

大学院修士過程を修了され，設立後間もない（財）深田地質研究所に

入所され，その後同研究所のコンサルタント部門を独立させた応用

地質株式会社で，土木建設に地質学を応用する活動に生涯を捧げら

れました．

羽田君と全く同じ道を歩いてきた私にとって，彼を失ったことは，

まことに大きな損失です．羽田君と最初に会ったのは，1949年９月，

出来たばかりの新制東京大学の教養学部でセミナーに選んだ地学の

教室でした．それ以来，まさに57年間に及ぶ生涯の友を失いました．

心に大きな空洞が出来た思いです．

教養学部の２年間に伊豆大島が噴火し，何回となく羽田君と調査

に行ったことを昨日のように思い出します．噴火活動中のシンダー

コーンに登り，強い西風が止まれば，絶え間なく噴出する火山弾の

直撃を受ける場所でしたから，まさに心中しかねないリスクを分け

合った友でありました．

以来，進級論文のフィールドでは足尾山地の難しい地質をお互い

にへとへとになるまで歩き，卒業後は同じように修士課程に進み，

修士を終えたあとも一緒に（財）深田地質研究所に入り，僅か７名で

スタートした深田地質研究所から1400名の応用地質株式会社に発展

するまで，履歴書を書いたら殆ど同じようなものになる生涯を，送

って来ました．おそらく，私は羽田君には負けたくない，そして羽

田君は大矢には負けたくないと，いう思いが今日までの友情を作り

出したのだと思いますが，まことに良き生涯のライバルであり，親

友でありました．

本当に一緒によく歩いたものです．地質工学の創造に夢をかけて，

本当に一緒によく働いたものです．最高のライバルであった羽田君，

もっとも信頼を持ち合えた友であった羽田君，これまでの友情にど

うお礼を申し上げたらよいのか，言葉が見つかりません．

今，私はあなたから贈っていただいた｢地質スケッチ集｣を見てい

ます．如何に日本のダム建設に貢献してこられたか，頭の下がる思

いで見直しています．この本には城ヶ島およびその周辺のスケッチ

もあります．城ヶ島を後進の地質研修の場として長年若手地質技術

者を育ててこられたことに，頭が下がります．羽田君が城ヶ島で指

導し，ダム建設，トンネル建設，地すべりや災害などの調査を通し

て指導してこられた人たちの多くが，今応用地質株式会社だけで無

く，多くの地質コンサルタント会社の幹部として大活躍をしていま

す．

羽田君は，また日本地質学会に大きな貢献をしてこられました．

1974年から1991年まで９期18年に及ぶ評議員として，主として会計

委員長として委員会活動，評議員会議長，執行委員長なども歴任さ

れ，2003年の総会で名誉会員に推挙されました．役員としての活動

を通じて，地質学をもっと社会に役に立つ学問にするために，大変

な努力をしてこられました．

また，土木建設に地質学をもっと活用し，普及したいと，｢土木

建設・環境問題と地質学｣，「地質図の読み方と書き方」，「現場技術

者のためのやさしい地質学」，「地質スケッチ集」など多くの著書を

出してこられました．

羽田君の思いである，地質学は面白い学問だ，もっともっと一般

の人が地質に関心を持たなければならない，地質に関する造詣を深

めることで，安全な構造物を作ることが出来るし，防災にも，環境

にも大いに役立てることが出来る，と言う信念を持って，地質工学

の創造という地質学の新しい応用分野の発展に大きな貢献をされた

と評価できます．

とくに，ダムやトンネルなどの重要土木構造物の建設に対して，

あるいは斜面の地すべり問題に対して，原子力発電所の基礎調査に

ついて，多くの実践的な調査を実施し，設計・施工に携わる土木技

術者に対して，地質の重要性を訴え，日本の土木建設事業に地質学

を応用し，土木技術者と一緒になって安全で合理的な設計を，施工

を進める地質コンサルタントと言う事業に先鞭をつけられた功績

は，まことに大きなものがあります．

また，地質学会をもっと開かれた学界にしたいと言うことから，

羽田君は学会の法人化にも熱心に取り組まれていました．その頃，

私は物理探査学会の法人化に努力しており，よく意見を交換したり

したものです．法人化をすることは当然のことであると言うことが

なかなか理解されないことに憤慨していたこともありました．彼の

主張は，常にいかにして地質学の重要性を広い対象の人たちに理解

してもらうかにありました．そのためにも法人化は当然の最初のス

テップと考えていたようです．今，地質学会の多くの人が，法人化

にも，地質学の新しい応用分野の開拓にも取り組んでおられますが，

羽田君がご健在の間に法人化が実現できなかったことがまことに残

念です．

羽田君は大学時代，そして深田地質研究所・応用地質（株）の時代

を通じて，立岩巌先生の薫陶を受け，強い影響を受けたように思い

ます．地質に理解の無い発注者とはしばしば喧嘩に近い激論を交わ

し，発注者の言いなりにならない，地質コンサルタントとしてユニ

ークな存在でありました．それだけ真剣に調査した結果を発注者で

ある土木技術者に理解してもらうために努力されたことが，結果と

して発注者から高く評価されていました．

公共事業が縮減していく中で，ともすれば発注者の言いなりにな

った調査をする風潮が見られる昨今，徹底的にフィールドを歩き，

ダムやトンネルなどの設計・施工上の問題にも深い理解をもって，

地質構造の重要性を訴えてこられた羽田君の真のコンサルタントと

しての姿勢に学ぶ所大と思っています．

羽田君．あなたが考えられ，実践してこられた地質工学創造の哲

学は，今多くの後輩が後に続いています．このような仲間・後輩が

必ず21世紀における地質学を大きなものにしていくことを，改めて

君のご霊前に誓いたいと思います．

貴方と一緒にこのような新しい仕事にチャレンジしていきたいと

言うのが私の願いでありました．それが適わなくなったことはまこ

とに残念至極ではありますが，どうか安らかにお眠りください．

合　掌

なお，ご家族のご住所は以下の通りです．

〒179-0085 練馬区早宮3-20-14 羽田英子様

（応用地質株式会社　相談役　大矢　暁）

写真：今年２月療養中の練馬キングスガーデンにて
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NII論文情報ナビゲータサービス"CiNiiをご利用下さい． 
～地質学雑誌第1巻から無料で閲覧ができます～ 

　これまでご利用いただいていた電子図書館サービス（NACSIS-ELS）は，NII論文情報ナビゲータサービス"CiNii（サイニイ）"

と一本化し，2006年4月に新たな学術情報サービスへの移行がほぼ完了しました．地質学雑誌，講演要旨は無料で検索・閲覧でき

ます．地質学論集は，検索は無料で出来ますが，閲覧に関しては，1論文に対して500円の課金となります．個人登録・登録料金

は一切不要です（地質学論集を除く）． 

　サービス内容の詳細については，http://ci.nii.ac.jp/　学会ホームページをご参照いただくか，下記までお問い合わせ下さい． 

 

CiNiiとは・・・ 
　国立情報学研究所（NII）では，国内外の有用な学術情報資源との連携を

可能とすることを目標とし，各種サービスを提供しています．その内の1つ

として，NII論文情報ナビゲータ“CiNii”を提供します．CiNiiでは，学協会

で発行された学術雑誌や大学等で発行された研究紀要などを検索し，検索

された論文の引用文献情報（どのような論文を引用しているか，また，ど

のような論文から引用されているか）をたどったり，本文を参照したりす

ることができます． 

【利用に関する問い合わせ先】 
〒101-8430 東京都千代田区一ツ橋2-1-2 

国立情報学研究所開発・事業部 コンテンツ課 

E-mail: user-request@nii.ac.jp  

電話：03-4212-2300 

http://www.nii.ac.jp/index-j.html
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