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2007年度日本地質学会各賞候補者募集について
2006年会員名簿掲載アンケート

表紙：「平成18年7月豪雨」での長野県岡谷市における災害発生地の状況



2006年版会員名簿作成についてお願い 

現状では名簿発行ができないかもしれません 
名簿アンケートをご提出下さい！ 

　個人情報保護法施行に基づき会員名簿を作成しておりますが，前回名簿に記載されている項目に，
今回からは本人確認が必要となります．本人からの名簿掲載アンケートの回答がない場合は名前・
所属以外の情報が掲載されなくなります．6月よりニュース誌・HPで広報しておりますが，現在
のところ約4,700名の会員のうち，200名弱の方からしかアンケートのご回答をいただいておりませ
ん．このままでは，会員名簿はほとんど白抜きの状態でしか発行できません．場合によっては発
行できかねる状況です．運営財政部会といたしましては会員サービスの一環として名簿発行に努
力しておりますが，会員皆様方のご協力がない限り作業が進みません．アンケート未提出の方は，
本誌掲載の書式ご利用の上，ご回答をお願いいたします． 

会員全員の回答をお願いします． 

2006年9月　運営財政部会 

※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 

※　氏　　名 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（　　　　　　　　　　　　）　　　 

自宅・所属先のどちらかを登録してください． 

郵便物の受け取り先（いずれかに○）　　　　自宅　・　所属先 

〒　　　　　　　　　　（TEL　　－　　－　　　　． FAX　　－　　－　　　　） 

　　　　　　　　　　代表・ダイヤルイン 

出　身　校 

〒　　　　　　　　　　（TEL　　－　　－　　　　． FAX　　－　　－　　　　） 

　　　　　　　　　　代表・ダイヤルイン 

所属先部課名 

所属先住所 

自宅住所 

E-mail Address

※　所　　属 

この部分は記載されません 最低限記載される部分です 

掲載可の方は□欄にチェックを入れて下さい 
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＜2006年会員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の送信でも結構です．

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 
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2007年度会費口座引き落としのお知らせ

振替予定日：12月25日（月）

新たに会費口座引き落としをご希望の方は，巻末の
振替依頼書を，11月14日（火）までにお送り下さい．
また，すでに引落し手続きが完了している方で院生

割引会費の適用を希望される方は，11月24日（金）ま
でに，院生割引申請書をご提出下さい．
期日までにご提出いただけない場合は，正会員の会

費で引き落しがかかります．何卒ご了解下さい．

日本地質学会2007年度代議員の選挙について

立候補受付期間：10月1日～31日（必着）

実施要領は先月号ニュース誌でお知らせしたとおりで
す．立候補の状況等は，学会HPで随時お知らせしていま
す．HP選挙情報をご覧になるには，IDとパスワードが必
要です．本年９月以降に新規入会された方は，ID：
geosociety，パスワード：gsjをご利用下さい．

日本地質学会選挙管理委員会



＜賞の新設について＞
このたび，日本地質学会の公式英文誌である「Island Arc」

に掲載された論文を対象に，「日本地質学会Island Arc賞」を
新設することになりました（理事会および評議員会承認）．詳
細は下記のとおりです．顕彰は2007年度から開始することとし，
今回の各賞選考において候補者の選出をいたします．
なお，既存の「論文賞」では，地質学会会員による「Island

Arc」に掲載の論文を対象としていますが，これは従来どおり
とし，新賞による変更はありません．
また，「日本地質学会Island Arc賞」の新設に伴う，運営細

則ならびに各賞選考に関する規約の改正についてもお知らせい
たします．

１）賞の名称　日本地質学会Island Arc賞

２）賞の趣旨
日本地質学会の公式英文学術誌であるIsland Arcは創刊15年

目を迎え，インパクト・ファクターが上昇するなど国際的評価
も高まってきた．本誌を更に発展させるために，日本地質学会
はブラックウェル社の協力を得て，Island Arc誌に優れた論文
を発表して，世界の地質学の発展に貢献した人を顕彰すること
を目的として，日本地質学会Island Arc賞を毎年１件授与する．

３）賞の内容
・授賞対象：Island Arc誌に発表され，世界の地質学の発展に
貢献した優れた論文（総説を含む）．著者は会員・非会員を
問わない．共著の場合，全員を受賞者とする．
・選考対象：選考開始年の３年前と２年前（2006年の場合は
2003年と2004年）に発表された論文．推薦は原則として受け
付けない．
・賞：賞状，賞金（500米ドルをブラックウェル社が提供）．

４）選考方法について
各賞選考委員会の下に諮問機関として，当該賞の「選考検討

委員会」を設置して選考を行う．
・選考検討委員会の構成：Island Arc誌の編集委員長２名と
Editorial Advisory Boardのメンバー（選考開始時に出版済
みのIsland Arc最新号に氏名が明記されている者に限る）．
互選により委員長を決定する．
――――――――――――――――――――――――――――――
＜運営細則ならびに各賞選考規約の変更＞
「日本地質学会Island Arc賞」の新設に伴い，運営細則なら

びに各賞選考規約の一部変更を行います．変更,修正は下記の
とおりです．

＊運営細則（必要条項のみ抜粋．変更，追加・修正は太字・ア
ンダーライン）

第11章　表　彰
（表彰）
第39条　本会は地質学に関する優秀な研究業績を納めた会員も
しくは地質学の発展・普及に貢献のあった会員等に対し，表彰
を行う．
２　表彰の内訳は次のとおりである．
（1）日本地質学会賞：地質学に関する優秀な業績をおさめ

た会員

～　以下（2）から（10）は省略　～

（11）日本地質学会Island Arc賞：Island Arc誌に発表され，
世界の地質学の発展に貢献した優れた論文（総説を含む）．
著者は会員・非会員を問わず，共著の場合は全員を受賞
者とする．

３ 表彰は，別途定める規約に従い，各賞選考委員会が受賞
候補者の選考を行って，評議員会が候補者を決定し，理事
会及び総会の承認を経て行う．

運営細則　附則（追加）
１．第39条２項の変更後の規則は，2006年９月15日から施行
する．

＊日本地質学会各賞選考に関する規約（全文掲載．変更点は太
字・アンダーライン）

（1984 .3 .27施行　1986 .6 .21一部改正　1988 .4 .1一部改正
1994.3.27一部改正　1997.4.3一部改正　2001.9.20一部改正
2001.12.8一部改正　2003.12.13一部改正　2005.9.17一部改正）

１．日本地質学会運営細則第11条（表彰）の各賞選考に関する
運営は，この規約によるものとする．
２．各賞選考委員会の委員は，理事会により推薦された前・現
編集委員長および副委員長，Island Arc前・現編集委員長お
よび評議員により互選された委員10名で構成される．評議員
より互選される委員の任期は２年とし，１年ごとに半数改選
とする．委員長は委員間の互選とする．ただし，選考委員会
委員が受賞候補対象者となった場合は，該当する賞の選考に
は関与しないこととする．なお，各賞選考委員会は，日本地
質学会賞，日本地質学会国際賞，日本地質学会小澤儀明賞・
柵山雅則賞ならびに日本地質学会Island Arc賞に関しては，
選考検討委員会を設置して，諮問することができる．
３．日本地質学会賞の授与は原則として毎年とし，受賞候補者
の応募に関する細目は次のとおりとする．
応募資格：（イ）正会員もしくは名誉会員

（ロ）前記のものを代表とするグルーブ
応募方法：下記の書類をそろえて所定の期日（授与年の１月
末日）までに選考委員会あてに提出する．

（イ）応募書（所定の用紙による）１部．
（ロ）推薦書（自薦・他薦とも可，ただし，他薦
の場合には正会員または名誉会員によるもの
とする．その内容は応募者または応募グルー
ブの業績を評価できる程度に詳細なもの）１
部

応募に関する公示：応募締め切り期日のおそくも３月前発行
の学会誌に掲示する．
４．日本地質学会論文賞の授賞対象は次のとおりとする．
（イ）応募開始年９月までの過去３年間に地質学雑誌に発表
された論文

（ロ）応募開始年３号（９月）までの過去３年間にIsland
Arcに発表された筆頭者が本会会員による論文．

５．日本地質学会研究奨励賞の授受賞対象資格者は次のとおり
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――――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――
―――――――――――――――――――――――――――――
―――――

――――――――――――――――――――――――――――――
―――

―――――――――――――――――――　

賞の新設およびそれに関する運営細則・各賞選考規約の改正

2006 年 10 月 10 日

日本地質学会理事会
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とする．
応募開始年９月までの過去２年間に地質学雑誌およびIsland
Arcに発表された論文で，応募開始年９月末日で35才未満の
正会員および準会員．筆頭著者であれば共著でもよい．
６．日本地質学会小藤賞の授受賞対象は次のとおりとする．

応募開始年９月までの過去１年間に地質学雑誌に発表され
た短報．
７．日本地質学会功労賞の受賞候補者の応募に関する細目は次
のとおりとする．
応募資格：本会会員もしくは非会員，またはこれらを代表す
るグループ
応募方法：評議員，支部，または理事会による所定の様式に
よる推薦
８．日本地質学会優秀講演賞の受賞候補者の応募および選考に
関する細目は次のとおりとする．
応募資格：別途本委員会が定める講演会において発表した講
演（ポスターを含む）の講演者またはこれらを代表するグル
ープ
選考委員の追加：各賞選考委員会は本賞に限った優秀講演賞
選考委員を任命し，その意見を選考の参考にすることができ
る．
９．日本地質学会表彰の応募に関する細目は次のとおりとする．
応募資格：非会員の個人，団体または機関

応募方法：評議員，支部，または理事会による所定の様式に
よる推薦
10．日本地質学会国際賞の応募に関する細目は次のとおりとす
る．
応募資格：非会員
応募方法：会員，支部，または理事会による推薦，所定の様
式による．
11．日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞の応募に関する細目
は次のとおりとする．
応募資格：応募開始年の９月末日で37歳以下の会員．
応募方法：会員による推薦（自薦も可），所定の様式による．
12．日本地質学会Island Arc賞の授賞対象は次のとおりとする．
選考開始年の３年前と２年前にIsland Arc誌に発表された論
文．

（推薦注）
地質学会賞，研究奨励賞，小澤儀明賞・柵山雅則賞の受賞候補
者は，過去においてそれぞれの賞を受けていないこと．

付則
（1）本規約の変更は評議員会の議決による.
（2）2006年９月15日に一部改正後の本規約は，同日から施行す
る．

――――――――――――――――――――――――――――――
――――――――――――――――――――――――――――――
――

―――――――――――――――――――――――――――――
――



１．日本地質学会賞
授賞対象：地質学に関する優秀な業績をおさめた本会正会員も
しくは名誉会員，またはこれらの会員を代表とするグループ．
応募方法：下記の書類をそろえて2007年１月31日までに選考委
員会あてに提出する．

（イ）応募書（所定の用紙による）１部．
（ロ）推薦書（自薦・他薦とも可．ただし，他薦の場合には正
会員または名誉会員によるものとする．その内容は応募者
または応募グループの業績を評価できる程度に詳細なもの）
１部．正会員・名誉会員であればどなたでも自薦・他薦が
できます．書式・所定の用紙については事務局にご請求く
ださい．

２．日本地質学会論文賞
授賞対象：2004年１月から2006年９月までの過去２年９ヶ月間
に地質学雑誌およびIsland Arcに発表された筆頭者が本会会
員による優れた論文．
応募方法：推薦理由書（400字程度）を2007年１月31日までに
選考委員会あてに提出する．正会員・名誉会員であればどな
たでも推薦ができます．

３．日本地質学会研究奨励賞
授賞対象：2005年１月から2006年９月までの過去１年９ヶ月間
に地質学雑誌およびIsland Arcに優れた論文を発表した，
2006年９月末日で満35才未満の正会員あるいは準会員．筆頭
著者であれば共著でもよい．
応募方法：推薦理由書（400字程度）を2007年１月31日までに
選考委員会あてに提出する．正会員・名誉会員であればどな
たでも推薦ができます．

４．日本地質学会小藤賞
授賞対象：2005年10月から2006年９月までの12ヶ月間に地質学
雑誌に発表された，重要な発見または独創的な発想を含む短
報．
応募方法：推薦理由書（400字程度）を2007年１月31日までに
選考委員会あてに提出する．正会員・名誉会員であればどな
たでも推薦ができます．

５．日本地質学会功労賞
授賞対象：長年にわたり地質学の発展に貢献のあった本会会員

もしくは非会員．またはこれらを代表するグループ．
応募方法：評議員，支部，または理事会が所定の様式により，
2007年１月31日までに選考委員会あてに提出する．所定の様
式については事務局にお問い合わせください．

６．日本地質学会表彰
授賞対象：地質学の教育活動，普及・出版活動，新発見および
露頭保全，あるいは新しい機器やシステム等の開発等を通し
て地質学界に貢献のあった非会員の個人，団体および法人．
応募方法：評議員，支部，または理事会が所定の様式により，
2007年１月31日までに選考委員会あてに提出する．所定の様
式については事務局にお問い合わせください．

７．日本地質学会国際賞
授賞対象：とくに日本の地質学に関して顕著な功績があった非
会員．
応募方法：会員，支部，または理事会が所定の様式により，
2007年１月31日までに選考委員会あてに提出する．所定の様
式については事務局にお問い合わせください．

８．日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞
授賞対象：地質学に関して優れた業績を上げた2006年９月末日
で37歳以下の会員（研究テーマによって小澤儀明賞・柵山雅
則賞のいずれかを授与）
応募方法：会員，支部，または理事会が所定の様式により，
2007年１月31日までに選考委員会あてに提出する．所定の様
式については事務局にお問い合わせください．

注）地質学会賞・研究奨励賞・小澤儀明賞・柵山雅則賞の受賞
候補者は，過去においてそれぞれの賞を受けていないことが
要件となります．

2006年10月10日
日本地質学会各賞選考委員会

委員長　酒井治孝
委員　保柳康一，山路　敦，巽　好幸，

横山俊治，田近　淳，井内美郎,
安藤寿男，足立勝治，井龍康文，
狩野謙一，宮下純夫，久田健一郎

石渡　明，Simon WALLIS
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2007年度日本地質学会各賞候補者募集について

日本地質学会は毎年その事業のひとつとして，研究の援助・奨励および研究業績の表彰を行っています（会則第３条）．具体的
には，運営細則第11条および各賞選考に関する規約(本号別途掲載)に，表彰の種別や選考の手続きを定めています．これらにした
がい，下記の賞の自薦,他薦による候補者を募集いたします．ご応募いただいた候補者を，各賞選考委員会（委員は評議員の互選と
職責により選出）が選考し，４月の評議員会で受賞者を決定します．
日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰．日本地質学会Island Arc賞以外は，会員（正会員・名誉会員）であればどなたでも推

薦できます．論文賞・研究奨励賞・小藤賞の対象論文リストについては，地質学会のホームページ（http://www.geosociety.jp/）
をご覧いただくか，または，地質学会事務局までお問い合わせください．
下記の応募要項をご参照の上，各賞選考委員会（学会事務局）あてにご応募下さい．期日厳守にて，たくさんのご応募をお待ち

しております．なお，ご応募いただいた場合には，必ず受け取りのお返事をお出ししますので，ご確認ください．

応募の締め切りは，2007年１月31日（水）必着です．

送付先：郵送，e-mail送信いずれも可
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6Ｆ　日本地質学会各賞選考委員会

TEL：03-5823-1150，e-mail：main@geosociety.jp

記



＊総合討論終了後，同じ場所で簡単な懇親会

を予定しています

参加登録

http://www.gsj.jp/から入ってトップページ

のイベント情報をご覧いただくか，

http://www.gsj.jp/Event/061114sympo/ind

ex.htmlをご覧いただき，参加登録を行って

ください．

CPD（技術者継続教育）3.5単位が認定さ

れます．

１．職名・人数：教授又は助教授（准教授）

１名．

２．所属：茨城大学理学部地球環境科学分野．

３．期待する教育・研究分野：技術者教育認

定機構（JABEE）認定（申請中）プログ

ラム（地球科学技術者養成プログラム）に

関連する分野の教育・研究に主体的に携わ

っていただける方．具体的科目としては，

「防災地質学」，「環境リスクマネージメン

ト」，「地球科学における技術者倫理」，デ

ザイン能力の育成に関わる科目等が担当で

きる方，また野外調査の指導ができ，教養

科目も担当できること．

４．応募資格：

（1）年齢が平成19年４月１日において，満60

歳未満であること．

（2）博士の学位を有すること．

（3）大学院理工学研究科（博士前期課程及び

博士後期課程）で教育研究の指導ができる

こと．

（4）その他：技術士の資格を有するか，実務

経験を有する方が望ましい．

５．採用予定日：平成19年４月１日．

６．応募締切：平成18年11月30日（木）必

着．

封筒の表に，「地球環境科学教員応募書類

在中」と朱筆し，書留で郵送してください．

７．提出書類：

（1）履歴書（市販のもので可，写真を添付）．

（2）業績目録（著書，論文に分類し，論文に

ついては査読つきとその他に分けること）．

（3）主要論文５編の別刷りまたはコピー（各

１部），及びそれぞれの内容の簡単な解説．

（4）これまでの研究概要と着任後の研究計画

（1500字以内）．

（5）「地球科学技術者教育」に対する抱負

（1500字以内）．

とき：平成18年11月14日（火）

13：30－18：00（展示発表を含む）

ところ：秋葉原コンベンションホール（秋葉

原ダイビル２Ｆ）

主催：独立行政法人産業技術総合研究所地質

調査総合センター・産学官連携推進部門，

地質地盤情報協議会

共催：日本応用地質学会・（社）全国地質調査

業協会連合会

シンポジウムの趣旨：

地質情報の有効活用が，現在注目されてい

る．建設コンサルタント，自治体，公的機関

等が保有する地質情報を，知的基盤として整

備し広く活用することができれば，地震防災

や建設コスト削減等に大きく貢献できると考

えられます．本シンポジウムでは，このよう

な地質情報の社会貢献について講演や展示を

中心に議論します．

なお，講演後は，インターネットによる地

質情報の公開についての近年進歩の著しい情

報技術を利用した展示・実演を行ないます．

プログラム

地質地盤情報協議会の活動

栗本史雄（産業技術総合研究所）

特別講演：地質調査技術の将来展望

小島圭二（地圏空間研究所）

講　演：

１．地質情報の社会的価値－アウトカムから

の視点

斎藤　眞（産業技術総合研究所）

２．コスト構造改革下での地質調査の役割

－全地連「地質リスクWG」の活動報告－

佐橋義仁（全国地質調査業協会連合会）

３．北海道での地質情報の活用について

小澤　聡（北海道立地質研究所）

４．建設コンサルタントの地質情報活用

尾園修治郎（㈱建設技術研究所）

総合討論

展示：Web-titan，Web-GIS，シームレス地

質図，活断層データベース，GeoLis（文献

データベース）など，デモを行ないます．

（6）応募者についてご意見をいただける方

（２名）の氏名と連絡先．

なお，応募書類は希望されない限り返却い

たしませんので，返却を希望される場合は，

宛名を書いた返信用封筒（切手貼付）を同封

してください．

８．書類送付先及び問い合わせ先：

〒310-8512 水戸市文京２-１-１

茨城大学理学部教員選考委員会

委員長　天野一男

電話：029-228-8390

電子メール：kazuo@mx.ibaraki.ac.jp

９．その他：

平成18年９月現在の茨城大学理学部地球環

境科学分野の教員は，以下のとおりです．

教授：池田幸雄，田切美智雄，宮下　芳，

天野一男，木村　眞，高松武次郎（広

域水圏環境科学教育研究センター）．

助教授：藤縄明彦，安藤寿男，野口高明，

岡田　誠，北　和之，河原　純．

講師：松影香子，野澤　恵（理工学研究

科応用粒子線科学専攻）．

＜個人情報の利用目的について＞

茨城大学理学部の教員公募に関連して提供

された個人情報については，選考の目的に限

って利用し，選考終了後，選考を通過した方

の情報を除き，全ての個人情報は責任をもっ

て破棄いたします．

１．職種・人員

太陽惑星系物質科学講座担当教授　１名

２．専門分野

物質進化地球化学［有機物，固体地球，宇

宙，同位体，大気，環境等に関する地球化学

を研究し，かつ教育に熱意のある方を希望し

ます．太陽惑星系物質科学講座では，宇宙や

地球環境で物質（有機物，無機物）が全体と

して進化していくという視点に立つ新規の研

究分野の設置を予定しています．］

３．着任時期　平成19年４月以降（決定後な

るべく早い時期）

４．提出書類

（1）履歴書

（2）これまでの研究概要（A４用紙２枚以内）

（3）研究業績リスト｛原著論文（査読の有無），

総説，報告書，著書に区分｝

（4）主要論文の別刷３（研究業績リストに○

印を付す）

（5）研究・教育に対する抱負（A４用紙２枚

以内）

（6）応募者について意見を聞ける方２名の氏

名とその連絡先並びに応募者との関係

５．公募締切　平成19年１月31日（水）（必

着）

九州大学大学院理学研究院地球
惑星科学部門太陽惑星系物質科
学講座担当教授公募
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地質調査総合センター第6回
シンポジウム「地質情報の社会
貢献を考える」

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．

茨城大学理学部地球環境科学分
野教員公募

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



専門分野　都市の環境に関連した自然地理学

的研究分野

担当予定科目　学部および大学院における地

理環境関連の科目

応募資格　地理環境の研究と学部・大学院の

教育に熱意を持って取り組んでいただける

方

採用年月日　平成19年４月１日

処遇　職位・業績・職務内容に応じた年俸

制．退職手当は法人退職時に別に支給

任期　任期５年（更新あり，但し准教授とし

ての更新は２回まで）*但し，63歳となっ

た年度末をもって退職となります．

応募書類　①履歴書②教育研究業績一覧③論

文リスト（様式不問）④主要な研究論文の

別刷・コピー５編以内各１部⑤活動業績の

概要（研究・教育・外部資金・社会貢献を

含む）2,000字以内（様式不問）⑥採用後

の活動計画（研究・教育・社会貢献を含む）

2,000字以内（様式不問）⑦応募者につい

て意見を聞くことできる方２名の氏名，連

絡先

※応募書類は返却しません．

※所定様式及び記入要領は下記ホームペ

ージからダウンロード可能です．

http://www.tmu.ac.jp/employ/teacher.

html

提出方法　①簡易書留で一括郵送してくださ

い（宅配便可）．②封筒等に「教員公募書

類在中（地理環境）」と朱書きしてくださ

い．

提出先

〒192-0397 東京都八王子市南大沢１－１

公立大学法人首都大学東京

総務部総務課人事係

提出期限　平成18年11月30日（木）必着

問い合わせ先

①公募全般に関すること

公立大学法人首都大学東京

総務部総務課人事係

TEL 042-677-1111（内）1078

E-Mail aya-o@comp.metro-u.ac.jp

②専門分野に関すること

TEL 042-677-2592

地理環境科学専攻長　山崎晴雄

E-Mail yamazaki@comp.metro-u.ac.jp

１　「とやま賞」の趣旨

現在の活動実績がすぐれ，かつ，富山県の

将来を担うにふさわしい前途有為な人材の育

６．書類送付先および問い合わせ先

〒812-8581 福岡市東区箱崎6-10-1

九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部

門

太陽惑星系物質科学講座担当教授候補者選

考委員会

委員長　赤木　右

Tel: 092-642-4187（ダイヤルイン）

Fax: 092-642-4187

E-mail: akagi@geo.kyushu-u.ac.jp

７．その他

（1）提出書類のうち，（4）以外は全てA４用

紙を使用すること．

（2）封筒に「応募書類在中」と朱書し，簡易

書留で郵送のこと．

（3）選考の最終段階において講演をお願い

し，面接を行います．

（4）男女共同参画社会基本法（平成11年法律

第78号）の精神に則り，教員の選考を行い

ます．

応募資格：国・公・私立大学及び公的研究機

関で，海洋科学に関する研究を行う研究者

並びにこれに準ずる者

共同利用研究の種別

１）外来研究員 :所外の研究者が本所に滞在

して研究を行う便宜を提供します．

２）研究集会：１～２日間のシンポジウム．

開催場所は海洋研究所を原則とする．

３）国際沿岸海洋研究センター：

①外来研究員

②研究集会

申込期限　平成18年11月30日（木）厳守

応募を希望される方は，公募要領を参照し

て下さい．http://www.ori.u-tokyo.ac.jp/

申込先

東京大学海洋研究所　総務課研究協力係

〒164-8639 東京都中野区南台1-15-1

電話　03-5351-6354，6355，6370，6373

FAX 03-5351-6836

e-mail kyoudou@ori.u-tokyo.ac.jp

国際沿岸海洋研究センター

〒028-1102 岩手県上閉伊郡大槌町赤浜

2-106-1

電話　0193-42-5611，

FAX 0193-42-3715

募集職種　教授または准教授

募集人員　１名

公立大学法人首都大学東京都市
環境学部地理環境コース専任教
員募集

東京大学海洋研究所平成19年度
共同利用研究公募

成に資する．

２　候補者の条件

（1）富山県出身又は富山県内在住のもの

（2）学術研究，発明発見（技術開発・応用を

含む），芸術文化，スポーツ等の分野にお

いて，すぐれた業績を挙げ，かつ，将来の

活躍が期待される個人又は団体

※なお，年齢は原則として45歳（平成19年５

月９日現在）までとするが，人文・社会科

学系についてはこの限りではない．また，

大学・研究機関等にあっては助教授クラス

までとし，教授は含まない．

３　提出書類等

（1）平成18年度「とやま賞」候補者推薦書

（2）財団が特に指定する提出資料

※提出書類の様式は，WORD形式とPDF形

式でダウンロード可能．但し，e-mailでの

提出は受付けない．

４　推薦締切　平成18年12月８日（金）必着

５　送付先

（財）富山県ひとづくり財団　事務局あて

〒930-0018 富山県富山市千歳町１－５－１

富山県教育記念館２Ｆ

※お問い合わせ等は

電話　076-444-2000

FAX 076-444-2001

e-mail masuoka@t-hito.or.jp

URL http://www.t-hito.or.jp
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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．

平成19年度「とやま賞」候補者
推薦募集

11月の学会事務局営業日 

（理事会） 

（代休） 

11月の学会事務局営業日

お知らせ

12月の学会事務局営業日 

（評議員会） 

（理事会） 

（代休） 

（代休） 

�������
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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



ルの謎」；「あとがき　楼蘭へのロマン」；参

考図書・文献；表一覧；図一覧．

以下，各章の内容と特徴を簡単に紹介する．

「はじめに　夢の楼蘭王国」で著者はタクラ

マカン砂漠の東にあるロプ・ノール（ノール

は湖）と楼蘭（ロウラン）になぜ近づこうと

したか，それに纏わる中国との共同研究の経

過と苦労のあとに触れる．

「第Ｉ章　楼蘭の旅」楼蘭といえば中国西端

のシルクロード（Silk Road，絹の道）ゆか

りの地として先ず訪れるところであろう．17

項目（80ページ）もの要所の歴史と風土を解

説．第Ｉ章とII章に関係した25枚の自然風景

と歴史記録の写真は興味深い．

「第II章　楼蘭再訪の旅」楼蘭の旅の後，満

足感と興奮がますます高まり再訪となった．

先ず敦煌（トンコウ）からクズル・ターグへ，

彷徨（ホウコウ）から白竜堆での印象深い三

稜石やカンカン石の発見，ロプ・ノール湖畔

と楼蘭故城の見学，Marc Aurel Stein（イギ

リスの探検家・考古学者）が名付けたLE遺

跡とその附近の竜城・ヤルダンの湖底堆積物

の話，クルク・ターグの山を越えて北側のデ

ィケルと艾丁湖（アイデンフ）の様子が詳し

く示される．

「第III章　ミーラン素描」紀元前77年に楼蘭

国が漢王朝によって 善国になった．ミーラ

ンとは現在も 善（ゼンゼン）と呼ばれる地

域である．この附近はM. A. Stein（1921）

による遺跡調査によって世界的に有名になっ

た．８世紀の終わり頃までこの地域は仏教美

術の中心であった．13世紀後半にマルコ・ポ

ーロがこの地を通ったときは砂で覆われた廃

墟になっていた．この章では，「三度のミー

ラン訪問，M一遺跡，M二遺跡，M三遺跡，

M六遺跡」と続き，「橘瑞超とミーラン」で

終わる．それほどこと地域の考古学的成果は

大きかった．

「第IV章　ニヤ遺跡探訪」では，崑崙（コン

ロン）山脈の北側に当たる現在のオアシス地

域ニヤの遺跡を扱っている．唐の僧玄奘（ゲ

ンジョウ）の有名な645年頃の「大唐西域記」

旅行記を引用して，歴史と自然環境の面でこ

の地域の重要性を指摘している．さらに，本

章の記述は「ニヤ遺跡探訪のあらまし」，「結

団式まで」，「砂漠公路・カパクアスカン」，

「ニヤ遺跡に入る」，「ニヤ遺跡中心部」，「ニ

ヤ仏寺」，「ニヤを去りホータンへ」，「ラワク

とアクシビル」と，仏塔遺跡に富むこの砂丘

一帯を記述している．22枚の現場写真が印象

的．

「第V章　楼蘭国と 善国」約4000年前から

５世紀中頃までのこの地域の自然環境の変遷

と民族・宗教の歴史を述べている．それは

山口大学名誉教授で著名な岩石学者・地質

学者である松本 夫氏がごく最近「幻の楼蘭

―ロプ・ノ－ルの謎」と題した貴重な大作を

出版された．松本氏は1992年頃からだけでも

本書のシリーズと言ってもよい印象的な本を

多数出版されている．その中には1999年「遥

かなり秘境可可西里　崑崙を超えて」（日本

放送出版協会），2001年「シルクロード探遊」

（葦書房），2002年「タクラマカン沙漠　楼蘭

への旅」（朝日新聞），などの興味深い本が含

まれている．これらの著作をさらに補充して，

シルクロード一帯の地質学的要素，歴史，探

検史とそれに纏わる諸見解，などを総括した

のが本書であり，一読に値する．

本書は次の構成からなる．「はじめに　夢

の楼蘭王国」；「第Ｉ章　楼蘭の旅」；「第II章

楼蘭再訪の旅」；「第III章　ミーラン素描」；

「第IV章　ニヤ遺跡探訪」；「第V章　楼蘭国

と 善国」；「第VI章　楼蘭および周辺の探

検史」；「第VII章　シルクロード陥没帯とロ

プ・ノール古地理」；「第VIII章　ロプ・ノー

「楼蘭王国」，「 善国第一王朝」，「 善国第

二王朝とそれ以降」，と73ページにも及ぶこ

の地域の砂漠の中のオアシスの歴史が鮮明に

なっている．

「第VI章　楼蘭および周辺の探検史」仏教の

伝播とともにパキスタンで生まれたガンダー

ラ美術が中国へと伝わっていく．紀元前202

年から紀元８年の前漢代，その後の後漢代に

かけてこの流砂の砂漠地帯での探検にも当た

る歴史が述べられている．その内容は「漢代

の使節と武将」，「求天竺法僧」（天竺（テン

ジク）はインドのこと），「近代の探検」，「近

年の楼蘭の探検と調査」，「近年のニヤの探検

と調査」，と97ページに達する．

「第VII章　シルクロード陥没帯とロプ・ノー

ル古地理」著者はアジアとヨーロッパを結ん

だシルクロードを東の長安と西のローマを結

ぶ交通路を考えた．このSilk Roadの名称を

唱えたドイツのF.F. von Richthofenの業績を

整理しながら，著者はシルクロードを作るオ

アシス・ルートとステップ・ルートをここで

詳しく述べようとしている．先ず，「シルク

ロード陥没帯」という著者たちの提唱した地

形的・地質学的名称の説明，タリム盆地周辺

の地形，新生代タリム地域の地形変遷，タリ

ム盆地の地質構造区分と沈降・陥没量，第四

紀のロプ・ノールの変遷，ロプ・ノールの古

代湖名，文献上の水系とロプ・ノール，近代

のロプ・ノール，と本書の中では最もわれわ

れには興味深い解説になっている．

「第VIII章　ロプ・ノールの謎」本書の最後

の章では，19世紀後半から20世前半まで続い

たロプ・ノール論争の第一段階，第二段階の

説明，楼蘭発見とS. Hedin（スウェーデンの

地理学者・中央アジア探検家）による「彷徨

（さまよ）える湖」の提唱，ロプ・ノールへ

の水の復帰，ヘディン説引用への保柳睦美氏

の見解，中国・羅布泊科学考察隊の成果，中

国考察隊結論への見解，古文書によるロプ・

ノールの水，ロプ・ノールの水量変化原因と

湖水変遷，「彷徨える湖」の実態，と地質学

的議論が続く．

最後の「あとがき　楼蘭へのロマン」で著

者は楼蘭，ニヤ遺跡などの紀行文作成に当た

り，現地の古代史に触れざるを得なかったこ

とと探検史の重要性を述べている．

以上の要約から明らかなように，シルクロ

ード一帯に高い関心がありながら，現地を訪

れる機会がないわれわれにとって本書は極め

て貴重な知識と資料を与えてくれる．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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幻の楼蘭
ロプ・ノ－ルの謎

松本 夫　著

櫂
とう

歌
か

書房，2006年９月30日発行，

星雲社発売，A５判，464ページ，

定価4410円，ISBN4-434-08416-X

紹　介
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■声明「科学者の行動規範について」採択

10月３日に開催された第149回総会において，声明「科学者の

行動規範について」が採択されました．声明の全文は日本学術会

議ホームページの以下のURLに掲載されています．

URL http://www.scj.go.jp/ja/info/kohyo/pdf/kohyo-20-s3.pdf

また，同声明の表出に際して，会長談話「科学者倫理の確立に

向けて」が公表されました．会長談話の全文は以下のとおりです．

科学者倫理の確立に向けて：声明「科学者の行動規範について」

表出に際しての会長談話

我々科学者は，科学と科学研究は，社会のために，そして社会

とともに　あることを強く認識しなければならない．国内外で起

こった科学者の不正　行為は，科学そのものの発展を妨げるだけ

でなく，科学や科学者コミュニティの社会からの信頼を大きく損

なうことになりかねず，その防止は私たち科学者が自らの問題と

して取り組まなければならない重要な課題である．

日本学術会議は，我が国の科学者コミュニティを代表する立場

から，こうした科学者の不正行為の防止に向け，第18期，第19期

の「学術と社会常置委員会」において，対外報告「科学における

不正行為とその防止について」及び「科学におけるミスコンダク

トの現状と対策－科学者コミュニティの自律に向けて－」を取り

まとめるなど，継続的に取り組んできた．

昨年10月に発足した第20期日本学術会議においては，その一環

として，全ての学術分野に共通する「科学者の行動規範」の作成

を目指し，委員会を設置し，４月の総会での議論を踏まえて原案

を公表し，大学・研究機関や学協会等を対象としたアンケート調

査などで多くの意見を取り込むプロセスを経て，本年10月の総会

で「科学者の行動規範について」（声明）を採択した．なお，専

門職としてさらに加えるべき倫理など検討するべき課題は残って

いる．

大学・研究機関や学協会におかれては，この声明を参照して，

不正行為の防止を自らの課題ととらえ，それぞれの機関・分野に

応じた行動規範と倫理プログラムを策定・実施し，社会の信頼を

得て，主体的かつ自律的な科学研究を進めていただきたい．

日本学術会議としては，科学者コミュニティにおける議論を喚

起し，また，社会との対話を積極的に行い，科学と社会との健全

な関係を築くよう引き続き努力する方針である．

平成18年10月３日

日本学術会議会長

金澤一郎

【問い合わせ先】

日本学術会議事

務局企画課（総

括担当）

Tel:03-3403-1250，

houan@scj.go.jp

日本
学術会議
ニュース
＜平成18年10月＞

このコーナーでは，
日本学術会議の動向
を紹介しています．

「日本学術会議ニュース」は下記URLから

も閲覧できます．

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

html＞

ご意見・問い合わせは下記まで．

日本学術会議事務局　

〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34

電話：03-3403-1906，g227@scj.go.jp

大塚　勉（信州大学，全学教育機構）・信州大学自然災害科学

研究会・信州大学山岳科学総合研究所

活発な梅雨前線の活動による「平成18年７月豪雨」において，７

月15日から19日にかけて長野県で降り続いた雨は，県中部を中心と

する地域に土砂災害をもたらし，９名の犠牲者を含む甚大な被害が

生じた．７月17日未明から19日正午までの連続累積降水量は，辰野

町で約400mm，諏訪市で約360mmに達していた．信州大学の上記

の組織のグループによる，災害発生直後からの調査の結果，今回の

災害の地質学的な発生要因の概要が明らかになった．

災害発生地域は，諏訪湖の南部から南西部にわたる地域である．

ここには，主として輝石安山岩の角礫を多量に含む凝灰角礫岩から

なる下部更新統塩嶺累層が広く露出している．塩嶺累層は，基質・

角礫ともに風化が著しく，粘土化が進行している．

岡谷市の湊地区小田井沢川左支（写真１）では，７月19日午前４

時30分頃土石流が発生し，７名の犠牲者を出すこととなった．ここ

では，被災地から標高差約200ｍ上の稜線付近において，塩嶺累層

の変質した凝灰角礫岩（写真２）を覆う火山灰質の表土が崩壊し，

多量の水が一気に谷を流れ下った．途中，谷底に存在していた角礫

混じりの土壌を洗掘し，洗い出した礫を伴って被災地に押し寄せた．

同市の川岸東地区の志平川（犠牲者１名）・本沢川でもほぼ同時

に土砂災害が発生した．いずれの例でも，稜線直下に存在する表土

が崩壊し（写真３），多量の水がはき出されたらしい．塩嶺累層を

覆う表土中には，災害数日後でも水を排出するパイプが観察された

（写真４）．多量の水は一気に谷を流れ下り，途中，谷底に存在して

いた角礫層・黒色土壌を洗掘し，洗い出された礫を伴って被災地に

押し寄せた．とくに志平川では，河床の洗掘は下流部に限られ，上

流部では泥水が通過したのみである（写真５）．

岡谷市における災害は，変質した塩嶺累層の凝灰角礫岩を被覆す

る多孔質の風化火山灰を含む表土が，多量の水を支えきれなくなっ

て崩壊したことが引き金となっている．崩壊発生地から被災地まで

の距離が長い例では，崩壊土砂が主体となって直接下流を襲うこと

は少なく，崩壊を機に表土からはき出された多量の水が，河川水と

一体となって河床を洗掘した．下流を襲ったのは，洗掘された土砂

を含む多量の泥水であり，岡谷市での災害は洪水流に近いタイプで

あったと判断される．

表紙紹介

「平成18年7月豪雨」での長野県岡谷市における
災害発生地の状況



☆JABEE委員会
報　告

１．平成18年度第１回「地球・資源およびその関連分野」運営委員

会の報告（５月23日）

１）運営委員について：分野運営委員長に大和田秀二前委員長を

再任．分野審査委員長に千木良雅弘前委員長を再任，但し今期

限りとし，来年度は交代を考える．

２）今年度の申請案件の受理可否審議：本審査３件，中間審査２

件．すべて受理承認．

３）2006年度審査員候補者について：名簿に基づいて候補予定者

を決定．本審査３件の審査長候補者，中間審査２件（いずれも

書類審査）の審査長候補者を決定．３名．大和田委員長が受審

校との関係無いこと確認後，本人意思確認し担当校決定する予

定．これらの審査に関する審査員候補者７名を決定．オブザー

バ２名を決定して，他各学協会から推薦を受け付ける．

４）平成17年度決算，18年度予算案：

平成17年度決算を原案通り承認

平成18年度予算概算：17年度同様，各学協会の協力金拠出無し，

オブザーバ派遣費用負担なし．審査費用は，審査員が未決定なの

で17年度実績からの概算推定値を使用．研修など特別の行事は予

定無し．

５）JABEE委員などの確認

理事　　　　　　　　　金子勝比古（資源・素材学会副会長）

運営委員　　　　　　　大和田秀二

認定・審査調整委員　　千木良雅弘

基準委員　　　　　　　増田昌敬

総務委員　　　　　　　岡部　進（資源・素材学会事務局長）

事務局長連絡会　　　　岡部　進（資源・素材学会事務局長）

大学院ＷＧオブザーバ　福澤仁之

６）分野運営・審査委員会の構成について：地質系のメンバーを

強化する必要がある．できれば東京近郊のメンバーを加えたい

が，地方でもよい．

７）導入研修：具体的な実施予定はないが，地質系のメンバーを

強化する必要有り．地質系を中心に，本分野として一度開催し

たい．講師の養成も必要．

２．JABEE大学院特別検討委員会WG（５月26日，７月26日，８月

31日）の開催

大学院認定についての作業の今後の進め方，作業項目ごとの実行

グループの組織化と役割分担ほかを検討するために３回会議を開催

された．とくに，建築分野を中心に検討されてきた基準案等を中心

に検討を進めることになり，サブWGとして，の基準サブWGと審

査員養成WGが設けられた．平成18年度の試行については，建築分

野から実施するとの回答があった．ただし，建築分野の試行は来年

度の本格認定審査を控えた実証的試行であり，他の分野で実施する

予定の試行とは別の内容となるとの説明が大中WG委員長からあっ

た．今後もうける方向の分野別検討サブワーキングについては「分

野別に産学連携プラットフォーム」を設けて検討するもので，各分

野は速やかに人選して進めていただくということになった．

上記の基準サブWGでは，認定基準・審査マニュアル，自己点検

書の内容について検討して，審査に必要な条件等について議論され

た．なお，建築分野が現在必要としている認定分野のように，専攻

科のなかのさらに細分化されたコースのようなものも，学生の出入

りがなく，一定のカリキュラムが同定できるならば一つのプログラ

ムとして認定対象となることを確認した．認定期間，学習・教育目

標の公開・周知の期間，エビデンスの保存等は，学部と同じとする

ことを確認した．また，大学院認定と技術士試験の一次試験免除に

ついては，今後検討しなければならないいろいろな課題があること

を確認した．

３．平成18年度プログラム認定審査のオブザーバーの推薦（９月４

日）

今年度の審査オブザーバの推薦依頼（９月20日〆切）が分野事務

局からあり，地質学会として数名程度の候補者を推薦することとし

た．なお，５月23日の分野運営委員会にて決定のとおり，今年度も

オブザーバ派遣費用は分野運営委員会より支出し，各学協会にご負

担いただく必要はないとのことである．
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委 員 会 だ よ り

☆構造地質部会

平成18年度構造地質部会例会のお知らせ

日時：2007年３月16日（金）～18日（日）

場所：和歌山県南紀白浜温泉 HOTEL BAY LILY

（和歌山県西牟婁郡白浜町古賀之浦3770，TEL：0739-42-3050）

内容：来年９月，紀伊半島沖で南海トラフ地震発生帯の掘削が始ま

るなど，今，紀伊半島を中心に地球科学の大きなプロジェクトが

動きつつあります．日本地質学会構造地質部会では，これを機に，

構造地質学を中心に，地球科学の各分野が交流を持てるような場

を設けたいと思います．

コアセッション（予定）：紀伊半島に関する地球科学

（i）紀伊半島の地下，フィリピン海プレートの沈み込みに伴う低周

波微動とスローイベントなど東南海・南海道地震に関する話題．

（ii）四万十帯等の付加体・三波川帯の上昇・中央構造線や仏像構造

線などの断層，熊野酸性岩など，紀伊半島の地質に関する話題．

（iii）南紀伊半島の温泉「なぜ，海溝近傍でこのような高温の温泉

が湧出するか？」

その他に，一般発表の場も設けます．構造地質に関わる内容でし

たらいかなる内容でも結構です．

参加費用：一般：１泊￥8,175，発表を行う地質学会院生割引正会

員・学生会員：１泊￥6,175（いずれも宿泊費，昼食代，入湯税

を含む）．全日程参加の場合，一般￥16,350，発表を行う地質学

会院生割引正会員・学生会員￥12,350．

参加登録締切：2006年11月20日（月）

会場は一般宿泊施設を借りることになります．そのため最終予

約のための参加登録が必要になります．

発表締切：2007年２月10日（土）

参加登録締め切り前に発表申し込みをされる方は，参加登録も

同時に行ってください．なお，参加登録締め切り以降，発表申し

込みをされる方は，参加登録を事前に行ってください．

参加登録及び発表申し込み方法：

参加登録では16～18日の参加日程を，発表申し込みでは発表者

氏名・発表題目・講演要旨を産業技術総合研究所・重松紀生

（n.shigematsu@aist.go.jp）までお送りください．なお，コアセ

ッションの講演者につきまして，発表者氏名・発表題目のみ2006

年12月20日までにお願いします．ご協力をお願いします．

講演要旨原稿について：

講演要旨のフォーマットは，地質学会の大会（地質学会News

Vol. 9 No. 5を参照）に従ってください．講演要旨はPDF形式も

しくは MS-Word形式で送ってください．

今後のお知らせについて：

コアセッションの講演内容など例会の詳細につきましては決ま

り次第，構造地質部会ホームページに掲載しますので，こちらを

ご覧ください（http://www.geosociety.jp/organization/bukai/

struct/struct-index.html）．

専 門 部 会 だ よ り



日本地質学会News ９（10）12

研究調査の過程では，図書館で調べ物をすることも多いでし

ょう．自分で調べたり，図書館司書のレファレンスを受けて，

リストから論文等にあたりますが，見つけた資料をコピー（複

製）するときには，やはり著作権が問題となります．

権利者に無断でコピーする行為は，複製権の侵害となり得ま

すが，著作権法条号31条１項は，一定の場合には，著作権者の

許諾を得なくても，図書館等の資料を複製することができると

定めています．これは図書館が，学術研究の進歩発展に寄与し

ているからです．

著作権法31条　図書，記録その他の資料を公衆の利用に供

することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるも

の（以下この条において「図書館等」という）においては，

次に掲げる場合には，その営利を目的としない事業として図

書館等の図書，記録その他の資料（以下この条において「図

書館資料」という）を用いて著作物を複製することができる．

１ 図書館等の利用者の求めに応じ，その調査研究の用に供

するために，公表された著作物の一部分（発行後相当期間

を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあって

は，その全部）の複製物を一人につき一部提供する場合

２ 図書館資料の保存のため必要がある場合

３ 他の図書館等の求めに応じ，絶版その他これに準ずる理

由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物

を提供する場合

ここで注意しなければならないのは「図書館」と呼んでいて

も，企業が社内に設置する図書館はここでいう図書館には当た

らないことです．該当するのは，国会図書館，司書のいる図書

館法２条１項の図書館，大学や高等専門学校に設置された図書

館など，著作権施行令1条の3に定められた図書館に限定されて

います．したがって，小，中，高等学校の初等中等教育機関の

学校図書室もここでいう「図書館」には含まれません．

著作権法施行令第１条の３　法第31条（法第86条第１項及

び第102条第１項において準用する場合を含む）の政令で定

める図書館その他の施設は，国立国会図書館及び次に掲げる

施設で図書館法（昭和25年法律第118号）第４条第１項の司

書又はこれに相当する職員として文部科学省令で定める職員

が置かれているものとする．

１ 図書館法第２条第１項の図書館

２ 学校教育法（昭和22年法律第26号）第１条の大学又は高

等専門学校（次号において「大学等」という）に設置され

た図書館及びこれに類する施設

３ 大学等における教育に類する教育を行う教育機関で当該

教育を行うにつき学校教育法以外の法律に特別の規定があ

るものに設置された図書館

４ 図書，記録その他著作物の原作品又は複製物を収集し，

整理し，保存して一般公衆の利用に供する業務を主として

行う施設で法令の規定によって設置されたもの

５ 学術の研究を目的とする研究所，試験所その他の施設で

法令の規定によって設置されたもののうち，その保存する

図書，記録その他の資料を一般公衆の利用に供する業務を

行うもの

６ 前各号に掲げるもののほか，国，地方公共団体又は民法

（明治29年法律第89号）第34条の法人その他の営利を目的

としない法人（次条から第３条までにおいて「公益法人」

という）が設置する施設で前２号に掲げる施設と同種のも

ののうち，文化庁長官が指定するもの

２ 文化庁長官は前項第６号の指定をしたときはその旨を官

報で告示する．

複製の主体は著作権法31条１号の場合でも図書館であり，調

査研究目的であること，公表された著作物の一部であること，

１人につき１部提供する場合であることが必要です．ですから，

利用者自身がコピーすることや利用者が外部業者に依頼してコ

ピーする行為は著作権法31条の範囲外の行為となります．また，

一部分の解釈は，半分を超えない範囲とされています．ただ，

定期刊行物の場合は，例外があります．例えば，学会誌の中に

５つの論文が収録されている場合に，その１つの論文を全部コ

ピーすることは「一部分」を超え許されないようにも思えます

が，学会誌は定期刊行物ですので，次号が出ているようなとき

には（相当期間経過），論文を全部コピーすることができます．

複製の対象は，図書館の蔵書や保管資料ですので，図書に限

らず，レコード，CD，等の視聴覚資料も含まれます（技術的

に複製ができるかは別です）．

利用者側としては，図書館のレファレンスを受けたら，その

資料をFAXで欲しいと思うことがよくあります．しかし，こ

れは公衆送信権侵害となってしまいますので，図書館では許容

されません．なお，国会図書館（http://www.ndl.go.jp/）では，

事前に登録手続をすることでインターネットを通じて，複製物

を郵送してくれるサービスがあります．

ジオロジストのための

法律メモ

弁護士　高木宏行
（キーストーン法律事務所）
日本地質学会顧問

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

弁護士　高木宏行

著作権譲渡等同意書の解説（19）

日本地質学会Island Arc賞　新設

日本地質学会の公式英文誌Island Arcに発表された論文のうち，

科学的な達成度が高く，学界に大きなインパクトを与えた論文を顕

彰するため，新たに日本地質学会Island Arc賞を設けることになっ

た．この賞が著者・投稿者を勇気づけ，地質学とIsland Arc誌の発

展につながることを期待する．

初回は2007年９月の日本地質学会年会において授賞予定であり，

2006年中に選考を開始する．2003年と2004年のIsland Arcに掲載さ

れた全論文（総説を含む）を選考の対象とする．本賞の選考委員会

は各賞選考委員会の諮問機関とし，Island Arcの編集委員長２名と

Editorial Advisory Boardの全員（本誌に氏名明記）により構成さ

れる．本賞は日本地質学会とBlackwell社連名の表彰状，記念メダ

ル，賞金500米ドル（総額）よりなる．受賞者が年会に参加できな

い場合は郵送される．本賞は毎年１編の論文に対して授与し，会

員・非会員を問わず著者全員が受賞者となる．2007年のIsland Arc

に掲載される論文の場合，2010年または2011年に受賞の可能性があ

る．このチャンスを逃さず，斬新で優れた論文を是非Island Arcに

投稿していただきたい．編集委員一同，第一級の論文が多数投稿さ

れるのを待ち望んでいる．

Island Arc編集委員長

石渡　明・Simon R. Wallis
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平成18年度見学会
「北摂地域の地下水環境と地質」のご案内

平成18年度日帰りの見学会を「北摂地域の地下水環境と地質」を

テーマとして企画しました．大阪北部の北摂地域には，従来からヒ

素含有地下水の問題が知られています．そこで，北摂山地のヒ素を

含有する湧水と鉄バクテリア法による高速浄化処理，高槻市周辺の

水源井，浄化処理や帯水層構造，サントリー山崎蒸留所などの見学

を行う予定です．

主催：日本地質学会 近畿支部

共催：日本応用地質学会 関西支部　協賛：関西地質調査業協会

月日：2006年11月24日（金）

集合場所・時間：JR宝塚線　川西池田駅 改札前　午前９：00集合

見学地：北摂山地湧水（平野鉱泉とヒ素含有析出物の見学），川西

市の鉄バクテリア法ヒ素浄化処理施設の見学，高槻市水源井，有

機塩素系浄化処理施設見学と高槻市低地部帯水層構造の紹介，サ

ントリー山崎蒸留所の見学と試飲

案内者：殿界和夫氏（高槻市）ほか

募集定員：24名（中型バスを利用）

参加費：3000円（学生1000円）（昼食代含む）

申込方法：参加者氏名，連絡先，「見学会申込」を明記して，ファ

ックスまたは電子メールにて下記へお申し込み下さい。

参加費支払方法：郵便振替にて下記口座までお振り込み下さい．

郵便振替口座：00990－1－27643

加入者名：日本応用地質学会　関西支部

申込期限：2006年10月31日（火）

申込先：日本地質学会近畿支部

〒588 大阪市住吉区杉本3－3－138

TEL 06（605）2592，FAX 06（605）2522

e-mail：kseg@sci.osaka-cu.ac.jp

大阪市立大学理学部地球学教室（三田村宗樹宛）

支部コーナー

☆近畿支部
案内

2006年８月28日（月）～９月１日（金）の５日間，国際堆積学会

が福岡の国際会議センターでおこなわれました．

学会の日程は５日ですが，前後には巡検が設けられています．九

州自体は研究室の巡検でも何度か足を運んでいるのですが，今回も

参加してきました．『指導教官がアレンジする巡検を手伝う』のが

名目です．プレ・エクスカージョンは，大分の長湯温泉でアラゴナ

イトのトラバーチン（Fig. 1），ポスト・エクスカージョンでは，四

国のジュラ系石灰岩と現生トゥファを観察しました．したがって，

今回のわたしの全日程は10日間におよび，トラディッショナルな日

本の晩夏の中，英語が飛び交う脱・日常的なものになりました．

ここから始まった・温泉巡検

［１日目］温泉巡検の参加者の多くは，IODP307航海の参加者です．

指導教官と，同研究室の先輩は昨年この航海に参加しており，深海

サンゴ礁マウンドの発達過程について，安定同位体やストロンチウ

ム同位体年代を用いた研究を立ち上げています．彼らは，横浜でお

こなわれたクルーズミーティングから直接やってくることになって

いたので，最初のストップである，別府の地獄温泉で落ち合うこと

になりました．

最初の仕事として，血の池地獄の前で巡検参加者に水を配ったの

ですが，なぜか受け取ってくれません．どうやら売り子と間違われ

てしまったようです．わたしたちは彼らの観光バスに同行していな

かったので無理もありません．なんとかNo Charge（No tux & no

chip）であることを伝え，地獄めぐりの次の場所へ誘導します．地

獄めぐりはコンセプトのわからない？ものも含め，予想以上に興味

深いものでした．かまど地獄では，狭い敷地内に複数の泉質の熱湯

が湧出しており，そのひとつは，水の色が変化するというもの．浮

遊している微粒子が成長することで光の散乱が変化するそうです．

この日は深いブルーグリーンでした．また，坊主地獄は，熱泥が沸

騰する，これまた不思議なものでした．

［２日目］この日は研究室で調査をおこなっている長湯温泉に向か

います．同行していた４年生の卒論テーマにもなりうるので，水と

堆積物をサンプリング．このトラバーチンは非常に緻密なアラゴナ

イトの結晶で，表面は黄土色をしているものの，内部は黒く，バク

テリアの影響をうかがわせます．組織が硬いため，サンプリングに

苦労しましたが，日本人参加者のおひとりがつるはしで粉砕してく

ださいました（つるはしは彼の標準装備だそうです）．その後，同

じ温泉街にあるがに湯に移動．長径３mほどの完全露天です．わた

したちが到着したとき，ちょうど中年の男性が入浴中で，大勢の外

国人に囲まれた姿があまりに気の毒な状態に．そのうち，指導教官

やIODPチーフを含めた数人とたまたまやってきた観光客数名が入

浴し，状況を打開しました．

何かやりきったかのような達成感のなか，本番はこれから．夜は

Ice Breaking Partyで．

学会・ヒアリングは続く・ワークショップ・ポスター発表

ようやく学会です．発表はなるべくみっちり聞こうと決めていま

院生コーナー

広島大学理学研究科地球惑星システム学専攻
博士課程後期1年
堀　真子

ISC2006Fukuoka 国際堆積学会参加報告

Fig. 1 郷の湯にて（大分県竹田市）．トラバーチンを観察する巡

検参加者．



した．というのも，思っていた以上に自分のヒアリング能力が低い

ことを思い知ったからです．もちろん，プログラムには興味深いセ

ッションがいくつも設けられていましたが，同時にヒアリング練習

の場でもあったわけです．

今学会は，比較的若い人が座長をしていることが多く，元同研究

室の先輩で，現在ドイツに留学中の白石さんも，座長をしておられ

ました．彼の英語は留学中にドラマティカルにチェンジしたそうで

す．やはり，日常的に英語を聞き，英語で考えることが上達の道だ

そう．日本に住み，日本語に囲まれているわたしたちはどうすべき

なのでしょうか？

中日の30日はセッションがなく，その代わりにmicrobialiteのワ

ークショップに参加しました．わたしたちの研究室でも，昨年から

蛍光顕微鏡を導入し，クロロフィルの自家蛍光や，DAPI染色によ

る発光で，トラバーチンやトゥファ（冷泉堆積物）の生物寄与につ

いて研究を始めています．しかし，まだまだ初期段階であり，染色

法の先端技術を知るよい機会になったと思います．わたしとしては，

蛍光を用いないリピッドの染色に興味を持ちました．

さて，問題のポスター発表ですが，ワークショップでお世話にな

った先生や，巡検の参加者の方が見に来てくださり，無事に終える

ことができました（Fig. 2）．ありがとうございました．

まだまだ終わらない・石灰岩・トゥファ巡検

［１日目］ワークショップでFISHの最先端について説明してくださ

ったアルプ先生も，実は古生物や堆積層序に並々ならぬ関心をもっ

ておられるおひとり．天気もよく，路頭では枝状サンゴなどを産出

する層準からウーライトの層準へと環境変化する様子がよく観察す

ることができました．案内した鳥の巣層群は，わたしの指導教官で

ある狩野先生が修論のときに主に調査を行った場所であり，現在留

学中の白石さんがサンプリング段階で終わってしまった場所．おお

まかな年代はわかっているものの，岩体同士の関係や形成プロセス

については依然未解決な点が多く残されています．いずれ，同期の

柿崎くんがこれらの問題を解決してくれることと期待します．

わたしは，卒論のときから現生トゥファを扱ってきたので，こう

した古い時代の炭酸塩について理解が乏しく，彼の説明がなければ

この巡検は半分も意義を失っていたことでしょう．

［２日目］予定よりも日程が早く進み，午前中に刺胞動物の化石を

観察した後，愛媛県城川町で現生トゥファを見に行くことになりま

した．わたしにとっては，目玉のひとつです．というのも，城川で

発達するトゥファは，同研究室ではじめて詳細に調査し，安定同位

体比の相関や縞状組織の発達過程に関する解釈の基本となった沢で

あるにもかかわらず，いまだ現物を見たことがなかったからです．

ここでは，中流付近で２m以上に発達した古トゥファと現在の水サ

ンプルを採集しました．トゥファ研究も佳境に来ており，今後，い

かに古トゥファに展開するかが重要な鍵であると感じます．

温泉巡検に比べ，参加者６名とコンパクトになった今巡検ですが，

大変有意義なものでした．最後にはお店の人に英語で注文してしま

うほど？英語に親しみました．

Later, somewhere!

別れの挨拶にSee you later. というのは常套句ですが，実際，地

質学をやっている以上，今回お世話になった先生がたや学生のみな

さんと関わる機会は今後も大いにあることと思います．次はディス

カッションできるように，I wish my English will be improved...
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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.jp 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）
t02h106@amail.shinshu-u.ac.jp 北沢俊幸（信州大）

Fig. 2 ポス

ター発表会

場にて．

☆リーフレットシリーズ1・2・3 好評発売中！！
１）大地の動きを知ろう―地震・活断層・地震災害―

200円（非会員300円）
２）大地のいたみを感じよう―地質汚染Geo－Pollutions

200円（非会員300円）
３）大地をめぐる水―水環境と地質環境―

300円（非会員400円）

あ２版裏表カラー印刷，ハンディタイプでポスターにも
なります．教材としてもご活用いただけます．ご希望の方
はFAXまたはe-mailで学会事務局までお申し込み下さい．
小額の場合切手送付でも可．
FAX 03-5823-1156 e-mail：main@geosociety.jp
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2001年より会費の院生割引制度が設けられています．定収のない院生（研究生）については，本人の申請により院生割引会費が適用されま
す．つきましては，次年度（2007年度）の会費について申請受付を行っていますので，該当される会員は下記の書式にて申請書を提出して下
さい（郵送）．会費請求書発行の都合もありますので，請求書発行前の受付〆切は11月22日（水）と致します．特に口座自動引落で会費を納入
されている方は，この期日までに申請書をご提出下さい．なお，これまで（～2006年度）の会費についての申請受付は終了していますので，
2007年度分の申請のみ適用となります．

送付先：〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6階

日本地質学会

2007年度日本地質学会会費院生割引申請書 

院生（研究生）の方へ「院生割引申請」について

2007年度（2007.4～2008.3）院生割引会費受付中

注意！！

毎年更新となりますので，今年度の割引を受けている方で，次年度も該当する方

は改めて申請して下さい（来年３月まで院生（研究生）の方も申請すれば適用）．

請求書発行前受付〆切

2006年11月22日（水）



長谷川孝宗，内藤　忍，ランジャン　クマ

ール　ダハル　

学生（3）：村本政史，守安　誠，上原康裕

２） 退会者（正４）：神賀誠，菅家奈未，

井村　隼，岩下享平

３）逝去者（名誉２）：市原　実（8/4），

茅原一也（8/29）

４）８月末現在会員数

賛助34，名誉76，正4462（内，273院割），

学生39，合計名4,611

５）追悼記事：今井名誉会員→関係者によ

り検討中．市原名誉会員→楡井会員

６）会員関係の検討課題について

・名簿発行について，アンケートの返信状

況と今後の見通し（→審議事項）

・会員の動静について

配付資料について説明：年齢構成は50

代がピーク，会員数ピークの30年代を見

るとピークは30歳代だった．2007年問題

（団塊の世代の退職に伴う会員減少）は

それほど深刻ではないかもしれない．退

会者数としては，地質調査業界と院生が

多いので，これらの階層に魅力のある活

動をする必要がある．院生の退会者は，

専門職への就職の減少が原因かも知れな

い．これらの事情も考慮することが必要．

さらに60代になっても学会から離れない

ような方策が必要．12月評議員会での検

討を望む．

・会員管理ソフト及びハードの入れ替え検

討中，会計と相談のうえ年度中に実行す

る．

地球惑星科学連合（久田連絡委員）

・2007年レギュラーセッション見直しに添

って，５月19日～24日の開催が決定した．

地質学会の総会期日については，５月20

日（日）夕刻に設定してもらうよう，久田

委員から日本地球惑星科学連合事務局に早

めに依頼することとした．

会計関係（担当理事-向山）

・雑誌印刷の契約更新（113巻2007年より）

のための入札を行う．

従来通りの発行形態を前提とすることを

承認した．ただし，契約書においては形

態変更への協議事項を含む．

・不調のパソコン機種の入れ替えをおこな

った，現状のリース料とほぼ同額．

・会員管理ソフトおよびハードの入れ替え

検討中．予算内で今年度中に実施．

リースで年間70万円程度の経費予定での

実施を承認した．

・会費の再検討について：除籍者減少対策

として，総務部会は自動引き落としキャ

ンペーンなどの検討を進めている．除籍

までの債務量を減らす方向の提案を，次

2006年度　第３回理事会

議事録

2006年９月15日

期　日：2006年９月２日（土）

12：00～16：30

場　所：地質学会事務所

出席者：木村会長，伊藤副会長，佃副会長，

渡部常務理事・天野副常務理事・Wallis・

上砂・大友・狩野・高橋・久田・宮下・向

山　各理事，橋辺（事務局）

欠席理事：増田・公文・倉本

＊成立員数（12/17）に対し，出席者14名，

委任状０名，欠席者３名で，理事会は成立．

○報告事項

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＞

・応用地質学会：応用地形学講習会（11月

24日）協賛依頼を了承した．

・海洋調査技術学会：第18回研究成果発表

会（11月９日～10日）協賛依頼を了承し

た．

＜賞の公募関連＞

・財）日本科学協会：平成19年度研究助成

（10月１日～10月13日）→News誌，HP掲

載

・社）大学婦人協会：守田科学研究奨励賞

（11月30日〆切）→News誌，HP掲載

・三菱財団平成18年度助成決定通知

＜挨拶状＞

・財）日本科学技術振興財団役員選任挨拶，

理事長有馬朗人（変更なし）

＜その他＞

・東京大学海洋研究所：平成19年度学術研

究船「白鳳丸」，「淡青丸」の共同利用公

募について（９月22日締め切り）→　HP

に掲載

・会員07年問題等の現状と今後について，

会員および会計担当者で８月９日，30日

の２度にわたって検討を行った．

・若手の賞新設に当たり，新メダルを作成

した．順次学会の顕彰に使用するが，名

誉会員へは従来のものを使用する予定．

会員関係（担当理事-中山）

１）入会の承認

正会員（5）：齋藤洋輔，趙　大鵬，銭谷竜

一，三和　公，朝日博史

院生割引（13）：佐久間広展，木下和也，

平城兼寿，杉原　誠，菊池岳人，花井健太，

渡辺悠太，西村啓介，北條　愛，李野修士，

回に審議する事とした．現行，滞納４年

目ごとの除籍処理については，期間短縮

は行わない．

広報委員会（担当理事-大友）

・来週末，高知大会のプレスリリース予定．

地質情報展と高知県副知事挨拶について

のリリースを要請．現在候補を行事委員

に募集中．

・プレス出口は広報委員会が一括．リリー

ス先は周辺と検討しマニュアル化するこ

ととした．

・国際学会等での英語ポスターを作成して

おく事とする．アウトリーチのための作

業委員会を編成し，作業を進めることと

した．

ニュース誌編集小委員会（担当理事-大友）

・地質事象の原稿募集をニュース誌で行う

とともに，高知大会でも宣伝，募集する．

インターネット運営小委員会（担当理事-

大友）

・高知大会で委員会開催を計画中．

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）

・見学旅行案内書の編集が完了した．

・災害緊急展示は３件受付．

・地質情報展オープニングセレモニーへの

招待（９月15日）：県副知事と会長が出

席

・プログラムは８月号News誌に掲載，発

行済み．

・講演要旨の印刷部数を1000部，見学旅行

印刷部数を300部と確認した．

・高知県から補助金が交付されることが決

まった．金額は未定（参加者数による）．

・高知大会期間の外部対応・プレス等の窓

口，連絡体制等を広報，行事，会長等が

検討する．

・高知大会実行委員会の努力に対し学会と

しての感謝を示す，次回北海道大会の準

備委員会メンバー，北海道支部の高知大

会状況視察や意見交換などを準備する．

支部長との連絡は支部長連絡会議（伊藤

副会長担当）が対応する．

・保育室の利用が少ないため赤字事業とな

るが，単価を上げることにも限界がある

ので，男女共同参画と会員サービスの面

から今後とも積極的に実施する事を確認

した．保育単価（時間当たり１名）は

800円として，差額を学会負担とするこ

とを確認した．

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
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定常航海が開始する2007年９月の出版を

計画している．

５．その他

支部長連絡会議（担当理事-伊藤）

・９月17日（日）昼に支部長会議開催の予

定．

地質災害委員会（担当理事-天野）

・下記の災害調査団を承認した．

2006年集中豪雨による長野県中南部の地

質災害調査，日本地質学会現地調査団

三宅康幸，公文富士夫，原山智，小坂共

栄，大塚勉，村越直美

【以下，評議員会の下の委員会】

法務委員会（担当理事：委員長-上砂）

・８月８日，地質学会事務局で法務委員会

を開催し，「高知大会見学旅行案内書に

ついて」著者からの質問について検討し

た．

検討結果：見学案内書は地質学雑誌の

supplementとすることが７月の理事会

で決定されたので，同書は地質学雑誌内

の著作物としての取り扱いを受けると判

断する．また，著者の危惧（二重投稿に

関わることなど）については，そのよう

な事態が発生する可能性があるとの判断

から，著者らに対しては対応策を講ずる

よう示唆することとし，法務委員会より

行事委員長にメールにて見解を送付し

た．

・見学旅行担当者より内容確認の依頼があ

った「高知大会見学旅行案内書の表紙裏

付，奥付」についても，副会長の要請に

より検討し，見解を伝えた．

・同じく「安全のしおり」についても検討，

返信した．

・その後２，３の質問，回答を繰り返した

が，補遺化に際し生じている，色々な齟

齬については移行過程の問題として，投

稿規定の改正等を正規の手続きに基づい

て急ぎ進めるよう，法務委員会から理事

会へ要請された．これに対し各種規約規

定類の修正が編集委員会から今回提案さ

れ，審議事項において議論し，対応した．

オンライン化委員会（委員長-斉藤　眞）

本年は，昨年までの講演申し込みに加えて，

年会の参加登録のオンライン化を行った．し

かし，クレジットカード決済は，参加登録だ

けの場合はまだできず，トップツアー関係の

宿泊手配等をした人だけ，サービスでトップ

ツアーのクレジットカードの使用が可能であ

った．今後どう改善すべきか検討が必要であ

る．

また，講演申し込み期限の最終日に，サー

バーのトラブルが発生した．アメリカのサー

バーを用い，国際回線を使っている業者のた

め，原因がはっきりしないまま復旧した．こ

れも来年にむけての検討課題である．

なお，本年は地質学雑誌の査読のオンライ

委員長-久田，宮下＝企画担当）

・９月号発刊の遅延の恐れ

9/2現在で，一週間遅れで９月号が発刊

出来る可能性がでてきた．だが続く10月

号以降の成り行きは予断を許さない．た

だし，最近新着原稿が増えてきたので，

改善される見通しはある．この状況は特

集号が成立するまで続くであろう．

・今月の編集状況は以下の通りです（９月

１現在）．

112-8：論説４・短報１・口絵１，（52p）

発行済み

112-9：総説２・口絵１．（31p）入稿中

・本年度投稿論文数73編［論説48（和文

42・欧文６），総説４（和文４），ノート

２（和文２），短報16（和文16），討論３

（和文３），］口絵６（和文４・欧文２）

・投稿数昨年比　＋８　　査読中55編

・電子投稿・査読システム：実際の投稿原

稿での試行運用中．画面やシステムの細

部について，修正依頼中．高知大会にて

システムのデモンストレーション（9/17

ランチョン）と展示ブースでの体験コー

ナーを設置（JSTによる出展）予定．

・科学技術振興機構（JST）の電子アーカ

イブ対象誌に地質学雑誌が選定．PDF

データの提供方法，著作権取り扱い等に

ついて，JST 担当者と事務局にて打ち

合わせを行った（8/29）．

Island arc編集委員会（担当理事-Wallis，

事務局長-竹内圭史・角替敏昭）

・日本地質学会Island Arc（仮称）の新設

を提案

・Island ArcのSynergy上のアーカイブ

が，Vol.1 No.1から登録済みで，参照

が可能となった．

・Blackwellとの次期出版契約準備を進行

中で，次回理事会で報告予定．

４．普及教育事業部会（部会長-高橋，倉本）

地学教育委員会（委員長-阿部国広）

・地球惑星科学連合「教育問題検討委員会」

・中央教育審議会に対し，７月27日に提言

書を提出した．

「すべての児童生徒が地球人としての科

学リテラシーを身につけるために―義務

教育段階での「理科」のあり方に関して」

地質基準委員会（委員長-新妻信明）

・毎月開催される地質基準委員会において

第二次地質基準の策定作業を行ってい

る．

2006年12月の評議員会に「第二次地質基

準案」を提出すべく，作業を進めている．

策定された第二次地質基準に従って，A

ランクの研究を紹介する「第二次地質基

準」は，2008年９月に出版する計画であ

る．

・「海の地質基準」の出版準備作業も並行

して進めており，掘削船「ちきゅう」の

ン化の見込み（現在試行中）．これについて

は編集委員会から報告された．

選挙管理委員会（委員長-関　陽児）

・８月２日第１回選挙管理委員会を開催．

互選により委員長に関陽児を選出した．

・選挙規約に基づき，今後のスケジュール

を確認した．

今選挙は，代議員100名の改選を行い，

理事７名および評議員20名を改選する．

公示　９月10日

立候補受付　10月１日～31日

投票期間　11月15日～12月15日

開票日　12月18日

・公示（９月10日）に先立ち，News８月

号に予告記事を掲載することとした．

６．４役会議審議内容

１）柵山賞に関わる新造メダルについて

２）国際堆積学会におけるブース展示につ

いて

３）アイランドアークについて（→理事会

審議事項へ）

４）地質学雑誌の原稿不足について（→理

事会審議事項へ）

５）第２回定例評議員会について

６）見学旅行案内書の件について

７）その他

○審議事項

１．地質学雑誌の原稿不足について

・この件に関しては長期的な検討を早急に

始める必要がある．依頼や特集企画だけ

で年間12回を確実に編成できるだけの一

般投稿数が維持できるか検討が必要，そ

れがどの程度中期的に確実かについても

要検討，欠号を出さずに出版をする単位

が１巻（１年）単位である上に，出版計

画の変更は総会承認事項であることを考

えると，来年の総会において承認を得た

としても，再来年１号からしか変更が出

来ないこと等を確認した．基本的には投

稿数・入稿数の確保の方策をまず議論す

ることとし，大会シンポジウムからの特

集招聘を行うこと，連載記事等の新たな

カテゴリーを考える，研究部会での企画

を特集にする等を検討した．なお，基本

的には受理原稿がある限り，欠号や合併

号とせずに，１編であっても直近に予定

通り出版することを原則とすることとし

た．

２．日本地質学会Island Arc賞の新設提案

・賞新設に伴う規約等の改正案がウォリス

理事から提示され，従来の日本地質学会

論文賞の規定の変更なしに，新たに提案

通りの「日本地質学会Island Arc賞」の

設立方針を認め，高知大会での評議員会

にはかることとした．顕彰者名は，地質

学会会長とブラックウェル社の代表を併

記とすることとした．
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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９月15日（金）

14：00―17：00

場 所：高知市文化プラザ　中央公民館　第

３学習室

出席者：木村　学会長　佃　栄吉副会長

（評議員　20名）＜07年任期＞　安間　恵

永広昌之　国安　稔　田崎和江　田近　淳

新妻信明　三宅康幸　横山俊治　＜08年任

期＞　石垣　忍　石渡　明　井内美郎　井

龍康文　岡　孝雄　小山内康人　酒井治孝

徐　垣　新井田清信　針金由美子　松田博

貴　丸山茂徳

（理事12名）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19名）：会田信行

浅野俊雄　足立勝治　阿部国広　荒戸裕之

安藤寿男　磯闢行雄　板谷徹丸　加藤　進

紺谷吉弘　柴　正博　納谷友規　楡井　久

保柳康一　矢島道子　山路　敦　松岡　篤

脇田浩二　渡辺真人

欠席者　評議員（委任状なし１名）：巽　好

幸

理事（３名）：伊藤谷生副会長　増田富士雄

渡部芳夫

＊成立員数（21/40）に対し，出席20名，委

任状19名で，評議員会は成立.

＊小山内康人，松田博貴両評議員を書記に選

出．

○報告事項

Ⅰ　理事会報告

１．運営財政部会（部会長-上砂，中山，向

山，大友）

１）総務委員会

庶務関係（担当理事-上砂）

・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

・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

・日本粘土学会「第50回粘土科学討論会」

共催

・21世紀の地学教育を考える大阪フォーラ

ム実行委員会子供のためのジオカーニバ

ル企画委員会：第７回子供のためのジオ

カーニバル2006（2006年11月11日―13日）

後援

・朝日新聞社：第４回ジャパンサイエン

ス＆エンジニアリング（JSEC2006）高

校生科学技術チャレンジ（平成18年６月

～19年５月）後援

・社）計測自動制御学会：第32回リモート

センシングシンポジウム協賛

・応用地質学会：応用地形学講習会（11月

24日）協賛

３．会員名簿発行について

・アンケート回収が少ないため，方針決定

が不能．高知大会等でもキャンペーンを

行い回答数を増やすことにした．７割程

度のアンケート回収を発行の最低条件と

するが，年度末までに到達しない場合に

は，次年度に事業を繰り越さずに，名簿

発行事業について根源的に検討し，評議

員会に提案することとする．

・今年度事業での発行に努めることとし，

アンケート回収手段をさらに検討実施す

る．なお，事務局からの学会連絡用のメ

ールアドレスはアンケート調査に利用で

きない．高知学会の受付でアンケート回

答を集める．

・12月の評議員会への報告に向けて，選挙

管理委員会の了承を得た上で，選挙投票

の際に最後のアンケートを同封して回答

を集計することとする．

４．見学旅行案内書の補遺化に伴う，編集規

約等の改正案

・編集委員会より，編集規約等関連規約の

改正案が提案され，検討した．見学旅行

案内書編集委員会の位置づけについて，

地質学雑誌編集委員会の下に置く方が，

修正案の大会実行委員会内に置くよりも

良いのではないかとの意見が出たが，大

会の場での編集が実態を反映していると

判断し，修正案を承認した．

2006年度　第４回理事会

議事録

2006年10月14日

期　日：2006年９月15日（土）

13：00～14：00

場 所：高知市文化プラザ　中央公民館　第

３学習室

出席者：木村会長，佃副会長，天野副常務理

事・Wallis・上砂・大友・狩野・公文・倉

本・高橋・久田・宮下・向山　各理事，三

宅評議員会議長，橋辺（事務局），

欠席理事：伊藤副会長，渡部常務理事・増田

＊成立員数（12/1）に対し，出席者14名，委

任状２名，欠席者１名で，理事会は成立．

○審議事項

評議員会への報告事項，審議事項の内容確

認および配布資料確認．

2006年度　第２回

定例評議員会議事録

2006年10月14日

・海洋調査技術学会：第18回研究成果発表

会（11月９日～10日）協賛

・今年度事業として産業技術総合研究所と

共同研究契約を締結した（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」

・若手の賞新設に当たり，新メダルを作成．

次年以降は各賞全てに使用する．

JABEE委員会（委員長-福澤仁之）

・書面にて報告あり（本号別掲載）

会員関係（担当理事-中山）

前回から今回までの入退会ほか

（1）入会

正会員（15）：岩崎毅吏，久保篤規，高橋

かづ江，小野雅弘，山口正秋，森　良太，

棚橋道郎，山本伸次，水上知行， ティモ

シー　バーン， モア　グレゴリー，齋藤

洋輔，趙　大鵬，三和　公，朝日博史

正会員割引（79）：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，山中晶子，宮川歩夢，五十嵐雄大，

三浦知洋，草宮尚隆，宮副智之,田所弘行，

影山典史，昆　慶明，吉田広人，室田真宏，

川井隆宏，穴田真一，本多　結，山本　巨，

新納亜希子，伊牟田みはる，二階蔵晃，鈴

木友香里，真木祐典，庵谷奈津子，武田史

明，松井真理，桝本洋輔，清水　瞳，毛利

崇，大浜敏樹，福成徹三，森本隼平，播磨

雄太，イスラム　エムディ　ラフィクル，

ドゥヴェディ　スニル　クマル，ジョシ

ガネス　ラージ，川村明加，中村　慧，中

野大智，梅原綾乃，岡本直也，米島真由子，

高谷真樹，高橋功治，塚本祐也，玉原正之，

大城広樹，田中大地，松原拓穂，菊池直樹，

バキロフ　アザマト，石川智子，大井剛志，

八木裕介，西田慎一，澤木佑介，野地耕平，

節田祐介，草葉陽子，佐久間広展，木下和

也，平城兼寿，杉原　誠，菊池岳人，花井

健太，渡辺悠太，西村啓介，北條　愛，李

野修士，長谷川孝宗，内藤　忍，ランジャ

ン　クマール　ダハル

準会員（15）：廣瀬祐市，峯村純子，田阪

美樹，桐川隆之，樋口衡平，角田絵理，相

澤育実，岩本はるか，尾吹　萌，高柳栄子，

佐津川貴子，伊東佑子，村本政史，守安

誠，上原康裕，

（2）退会（９，正のみ）

藤沢亜希子，江崎弘造，伊豆隆太郎，島野

裕文，猪野恭平，藤井　諭，神賀誠，菅家

奈未，井村　隼

（3）逝去６名（名誉４名，正２名）

名誉会員：小島丈児（6/1）羽田　忍（6/2）

市原　実（8/4），茅原一也（8/29）

正会員：阿久津純（5/4），川上　廣（5/22）

逝去された６名の会員に対し評議員会出席

者全員による黙祷が行われた．
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２）国際交流委員会（特任理事-公文）

・IYPEを機会に，イタリア地質学会の若

手の会代表者より連携交流の申し入れが

あった．

・インド地質学会，韓国地質学会との今後

の交流について紹介された．

・アジア出身の会員を含めてWGの設置を

検討してはどうかとの意見があった．

・各種国際会議について，「情報ネットワ

ーク」の強化と連動し地質学会としての

宣伝が必要との意見があった．

３．編集出版部会（部会長-狩野，久田，宮

下，Wallis）

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）

・地質学雑誌掲載論文の不足により，月例

発行の危機と今後について検討．

・今月の編集状況は以下の通りです（９月

５日現在）．

112-8：論説４・短報１・口絵１，（52p）

発行済み

112-9：論説３・口絵１．（45p）入稿中．

ただし一週間程度の発行遅れが見込まれ

る．

・本年度投稿論文数75編［論説49（和文

43・欧文６），総説４（和文４），ノート

２（和文２），短報17（和文17），討論３

（和文３），］口絵６（和文４・欧文２）

・投稿数昨年比　＋８　　査読中55編

・電子投稿・査読システム：実際の投稿原

稿での試行運用中．高知大会にてシステ

ムのデモンストレーション（9/17ランチ

ョン）と展示ブースでの体験コーナーを

設置（JSTによる出展）．

・科学技術振興機構（JST）の平成18年度

の電子アーカイブ対象誌に地質学雑誌が

選定された．これにより，創刊号から全

ての号がアーカイブされる．

・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，柏木健司氏

（富山大）に新委員を依頼．

・見学旅行案内書の補遺化に伴い，投稿規

定の改正等を理事会に提案した．

・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/紀

伊半島における中新世火成作用とテクト

ニクス

４．普及教育事業部会（部会長-高橋，倉本）

１）地学教育委員会（委員長-阿部国広）

・高知大会における普及事業（小中高生地

学研究発表会，公開シンポジウム，理科

教員向け見学旅行）は，高知県および高

知市教育委員会の後援を得た．また，小

中高生研究発表会は日本地球惑星連合の

後援も得た．

・小中高生地学研究発表会に「優秀賞」を

設けることを内規案添付のうえ普及事業

部会を通じて理事会に提案した．

（4）会員の動静（2006年８月31日現在）

（5）総務部会を開催し（8/9，8/30）会員07

年問題等の現状と今後について，会計委員

会と共に検討した．

会計関係（会計委員長-佐々木和彦，担当

理事-向山）

・2007年度支部補助金（会員数に比例）を

交付した．

北海道支部：74 ,000円，東北支部：

79,300円，関東支部：168,900円

中部支部：110,100円，近畿支部：94,200

円，四国支部：71,800円，

西日本支部：101,700円

・７月までの会計報告

・総務部会において，会費徴収を確実にす

るための方策として，自動引き落とし推

進キャンペーンなどの検討を進めてい

る．

２）広報委員会（担当理事-大友）

・高知大会のプレスリリースを行った（文

部科学省の記者クラブおよび高知教育記

者クラブ）

プログラムを中央紙ほか高知地方紙にも

配布した．

・プレスリリースの出口は広報委員会が一

括．リリース先を検討しマニュアル化す

る．

・国際学会等での利用に備え，学会の英語

ポスターを作成する．アウトリーチのた

めの作業委員会を編成し，進めることと

した．

２．学術研究部会（部会長-久田，公文，増

田）

行事委員会（担当理事-久田）

・高知大会一般発表登録数は552件（口頭

252，ポスター230），シンポジウム９件

（講演数74）．異議申し立てはなかった．

・高知大学から年会の後援を得て，会場費

が無料となった．高知県から補助金が交

付される予定，金額は未定．

・災害緊急展示は５件受付

・地質関連学会との連合開催を検討した．

2008年以降の共催について，岩鉱学会か

ら検討したいとの回答を得た．

・2008年の年会開催地について，正式な回

答は得ていないが，東北支部として秋田

での開催受け入れ方向で検討中との報告

があった．

・事前登録を行う際，地方では中央大手銀

行への振り込み手数料が高いことが問題

との指摘があった．

①地球惑星科学連合「教育問題検討委員

会」（委員　阿部国広）

・中央教育審議会に対し，７月27日に提言

書を提出した．

「すべての児童生徒が地球人としての科学リ

テラシーを身につけるために―義務教育段階

での「理科」のあり方に関して」（資料回覧）

２）生涯教育委員会（委員長-柴　正博，担

当理事-高橋）

高知大会での夜間小集会の開催と教育シン

ポジウムへの協力をした．

３）地質基準委員会（委員長-新妻信明）

毎月開催される地質基準委員会において第

二次地質基準の策定作業を行っている．

2006年12月の評議員会に「第二次地質基準

案」を提出すべく，作業を進めている．策定

された第二次地質基準に従って，Aランクの

研究を紹介する「第二次地質基準」は，2008

年９月に出版する計画である．

「海の地質基準」の出版準備作業も並行し

て進めており，掘削船「ちきゅう」の定常航

海が開始する2007年９月の出版を計画してい

る．

４）地層名委員会（委員長-天野一男）

・第三紀，第四紀問題についてワーキング

グループを設置する．

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-伊藤）

・９月17日（日）支部長会議開催予定．

２）地質災害委員会（担当理事-天野）

・災害調査団を派遣

2006年集中豪雨による長野県中南部の地

質災害調査，日本地質学会現地調査団

大塚　勉，公文富士夫，小坂共栄，三宅

康幸，原山　智，村越直美会員

・昨年に続き地学教育委員会とともに，高

知においても一般公開シンポジウム「防

災教育と地質学：子どもたちを災害から

守るために」を開催する．

３）日本地球惑星科学連合（木村会長，久田

連絡委員）

・連合の評議会メンバーとして会長に代わ

り，伊藤副会長を登録．

・次次期プログラム委員長候補者（次期副

委員長）として，渡辺真人会員（産総研）

を推薦．

・連合大会プログラム委員として，昨年に

引き続き七山太，片山肇の２会員を推薦．

・2007年度連合大会の日程が決定，2007年

５月19日（土）～24日（木）

４）ジオパーク設立推進委員会（担当理事，

委員長-佃）

・「地質事象100選」の候補収集を開始．

この追加事象提案と選定作業のため，日
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れも来年にむけての検討課題である．なお，

本年は地質学雑誌の査読のオンライン化の見

込み（現在試行中）．

Ⅲ　選挙管理委員会（委員長-関　陽児）

・８月２日第１回選挙管理委員会を開催．

・今年度委員（加藤　潔，澤田臣啓，関

陽児，高橋路輝，西村瑞恵）の互選によ

り，委員長に関陽児を選出した．

・選挙規約に基づき，今後のスケジュール

を確認した．

今選挙は，代議員100名の改選を行い，

理事７名および評議員20名を改選する．

公示　９月10日

立候補受付　10月１日～31日

投票期間　11月15日～12月15日

開票日　12月18日

・公示に先立ち，News誌８月号に予告記

事を掲載した．

Ⅳ　その他

１．第17回国際堆積学会議（ISC2006）成功

裏に終了

ISC2006は福岡国際会議場を会場として，

８月27日から９月１日まで，50カ国，800人

以上の参加者を得て，大成功のうちに終了し

た．参加者やその国別の数字は集計中である

が，中国や韓国の参加者が100名以上あり，

ヨーロッパや北アメリカのみならず，近隣の

アジアからの参加者も多かった ．参加人数

のみならず，企画や講演の質の高さもIAS執

行部から高く評価された．

国際堆積学会議は国際堆積学協会（ISA）

が主導して４年に１度開かれるもので，東

アジアでの開催は今回が初めてであった．

IAS，日本堆積学会，日本地質学会が共催し，

多くの学協会の後援をえて開催された．野外

見学は国内19コース，韓国２コース，台湾１

コースで行われ，東アジアの堆積学者の協力

を得て成功させることができた．次回は

2010年に南米，アルゼンチンのMendozaで

開催することが決まっている．地質学会およ

び会員諸氏のご協力に深く感謝する．

Ⅴ　理事会審議事項（主なもの）報告

１．前期名誉会員推薦委員会で審議手続き漏

れとなった推薦について，前期名誉会員推

薦委員会に審査を要請し，当該被推薦者を

名誉会員候補者として評議員会に追加推薦

するという，答申を受けた．追加推薦を評

議員会に諮り，評議員会議長より追加推薦

承認の回答を受けた．臨時総会の開催，当

該候補者への配慮等も含め，改めて状況を

総合的に検討した結果，総会招集権をもつ

会長の判断として，次年度の推薦者と一括

での指名を総会に諮るとの提案がなされ，

承認した．

２．見学旅行案内書について，学術的ステー

タス確保の方策について検討し，高知大会

巡検案内書から地質学雑誌のサプリメント

化を実施することとした．地質学雑誌の編

本地質学会からは高橋理事を担当者とし

た．

５）情報ネットワークの強化について（情報

特認担当理事-宮下）

・情報ネットワーク強化部員募集　

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-酒井治孝）

・高知大会でのポスター賞選考について紹

介された．

２．名誉会員推薦委員会（担当理事：委員

長-伊藤副会長）

・前年度審議手続き漏れとなった名誉会員

候補者追加推薦選考を，前期委員会（加

藤委員長）で行い評議員会に推薦した．

３．学術会議報告（木村会長・連携会員）

・地球惑星科学委員会国際対応分科会

IUGS小委員会の第１回会議が開かれ，

松本　良委員長を互選．

４．女性地球科学者の未来を考える委員会

（委員長-大友幸子）

大学の助手の職階が変更になることについ

て問題提起があった．

５．法務委員会・倫理規定策定委員会（委員

長・担当理事-上砂）

・学会が共催・後援する時限組織（学会・

発表会等の運営委員会等）による出版物

について，実施終了後の著作権の管理体

制について，今後検討する．原則的には，

当該組織からの要請があれば，日本地質

学会は著作権の移譲を受けて管理するこ

ととした．

・見学旅行案内書の地質学雑誌の補遺化に

伴う「高知大会見学旅行案内書」，「高知

大会見学旅行案内書の表紙裏付，奥付」

「安全のしおり」等の，著者，案内書編

集担当者らからの質問について，法務委

員会に対し検討要請があり,検討を行い

返答した．

・補遺化に際し生じている，色々な齟齬に

ついては移行過程の問題として，投稿規

定の改正等を理事会に要請した．

６．オンライン化委員会（委員長-斎藤　眞）

本年は，昨年までの講演申し込みに加えて，

年会の参加登録のオンライン化を行った．し

かし，クレジットカード決済は，参加登録だ

けの場合はまだできず，トップツアー関係の

宿泊手配等をした人だけ，サービスでトップ

ツアーのクレジットカードの使用が可能であ

った．今後どう改善すべきか検討が必要であ

る．

また，講演申し込み期限の最終日に，サー

バーのトラブルが発生した．アメリカのサー

バーを用い，国際回線を使っている業者のた

め，原因がはっきりしないまま復旧した．こ

集規約，規定等において巡検案内書の位置

づけを明記することを提案し，編集過程や

形式等は地質学雑誌に準じる指定を行う．

高知大会は過渡的なこととして，印刷物も

出版し，雑誌巻末号でCD添付による全会

員への配布と，J-STAGEへの登録を行う．

３．2007年度総会日程について検討した．５

月20日（日）夕刻（17：00-19：00等）の

時間帯を候補として，連合に依頼した．

４．“小中高生徒「地学研究」発表会”の

「優秀賞」の授与提案を承認し，基本的に

は学会長・普及教育担当理事・地学教育委

員会委員の合計３名による選考委員会の設

置を了承した．

５．2006年度選挙管理委員会委員を選出．継

続：加藤　潔，関　陽児，高橋路輝，新

任：西村瑞恵，澤田臣啓

６．地質学雑誌の原稿不足について検討し，

長期的な検討を早急に始める必要がある．

基本的には投稿数・入校数の確保の方策を

まず議論する．大会シンポジウムからの特

集招聘を行うこと，連載記事等の新たなカ

テゴリーを考える，研究部会での企画を特

集にする等を検討した．なお，基本的には

受理原稿がある限り，欠号や合併号とせず

に，１編であっても直近に予定通り出版す

ることを原則とする．（→評議事項）

７．「日本地質学会Island Arc賞」の新設提

案と，それに伴う規約等の改正案が提示さ

れ，従来の日本地質学会論文賞の規定の変

更なしに，新たに提案通りの「日本地質学

会Island Arc賞」の設立方針を認めた．顕

彰者名は，地質学会会長とブラックウェル

社の代表を併記とする．

８．会員名簿発行については，アンケート回

収が少ないため（200通ほど），方針決定が

不能．７割程度のアンケート回収を発行の

最低条件として，年度末までに到達しない

場合には，次年度に事業を繰り越さずに，

名簿発行事業について根源的に検討し，評

議員会に提案する．なお，今年度事業での

発行に努め，アンケート回収手段をさらに

検討し実施する．

９．見学旅行案内書の補遺化に伴う，編集規

約等の改正案が提案され，検討のうえ修正

案を承認した．

Ⅵ．評議員会メール審議の確認

前回の評議員会以後，１回のメール審議を

行った．

６月28日発議，７月５日結審，７月５日理

事会に報告

議題：名誉会員の追加推薦について

前期名誉会員推薦委員会で審議手続き漏れ

となった推薦について，前期名誉会員推薦委

員会から当該被推薦者を名誉会員候補者とし

て追加推薦がなされた．この件についての賛

否評決を行い，賛成と決した．さらに，その

件の総会での議決方法についての意見集約を

行った結果，「高知大会において，またはそ

れ以前に臨時総会を開催する」という意見が
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提案があった．

２．会員名簿の発行について，アンケート結

果の報告と検討

・中山理事から，８月時点で200名弱しか

アンケート回収が無い旨報告され，70％

程度の回収のために〆切を2006年12月と

することが紹介された．

・現行規約では名簿の発行は必要である

旨，意見があった．

・12月の回収状況により，再度，検討する

こととなった．

３．その他

１）Island Arc賞について，規約の一部改正

（石渡）

・Blackwell社からの提案と資金提供を受

け，同賞を設定することとした．

・同賞の選考には，各賞選考委員会への諮

問委員会（選考検討委員会）が当たる．

多数であった．

○評議事項

１．2008年以降の学術大会開催地および関連

学会との共催について

・久田理事から2008年度秋田での開催予定

が紹介され，以下の議論を踏まえて理事

会で検討することとなった．

・2008年以降は，鉱物科学会（岩鉱学会と

鉱物学会の統合学会）との共同開催も検

討する．

・他学会との共催・連携についても今後検

討する．

・アジア諸国との連携・シンポジウム開催

について提案があった．

・IYPE（2007-2009）との関連について提

案があった．

・2009年大会は西日本支部を予定．これに

より支部持ち回りが一巡することから，

その後も支部持ち回り制を維持するよう

・選考検討委員は理事会で決定し，各賞選

考委員会と調整することとした．（本号

別掲載）

２）地質学雑誌の現状と将来（狩野，宮下）

・原稿確保について議論され，継続審議と

なった．

３）編集委員会規約および編集規約の改正

（宮下）

・学術大会巡検案内書の地位向上のため，

規約の改正を行いたい旨報告され，了承

された．（地質学雑誌112巻９号巻末に掲

載）

４）院生・学生の学術大会懇親会費の軽減に

ついて（針金）

・上記について提案があり，すでに高知大

会では「半額」を実現している旨紹介さ

れた．
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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

○第51回地盤工学シンポジウム
11月16日（木）～17日（金）

場所　東京

http://www.jiban.or.jp/top.html

○平成18年日本地熱学会天栄大会
11月20日（月）～11月22日（水）

場所　福島県岩瀬郡天栄村　羽鳥湖高原交流

促進センター

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

○第６回地質学教養セミナー：「人類
の活動域の形成過程と地球環境変動」
11月20日（月）13：00～17：00

会場：建設交流館801号室（グリーンホール）

増田富士雄　沖積層から探る地層累重様式の

ダイナミクス

柏谷健二　湖沼－流域系からみた地球環境変

動－六甲獺池からバイカル湖まで－

連絡先：断層研究資料センター

電話・FAX 06-6532-6218

E-mail: fred_c@orange.livedoor.com

月　December
○第16回環境地質シンポジウム
12月８日（金）～９日（土）

場所：日本大学文理学部　百周年記念館　国

際会議場

http://www.jspmug.org/

○2006年度日本情報地質学会シンポ
ジウム
「Web-GISによる公開情報活用とその促進環

境の新展開」

12

2006.11～

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　November
○第７回こどものためのジオ・カー
ニバル
11月11日（土）～12日（日）

場所：大阪市立科学館

http://geolo.sci.osaka-cu.ac.jp/geo/2006geo.

html

○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/

○地質調査総合センター第６回シン
ポジウム「地質情報の社会貢献を考
える」
11月14日（火）13：30～18：00

（展示発表を含む）

場所：秋葉原コンベンションホール

お問い合わせ：

地質調査総合センターシンポジウム事務局

sympo06_gsj@m.aist.go.jp

○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

12月15日（金）９：30－17：00

場所：秋葉原ダイビル５階　５Ｂ会議室

http://www.jsgi.org/

○地質学史懇話会
12月23日（土）

場所：北とぴあ701号室、

中陣隆夫　大学の成立と書物・出版の歴史

高柳洋吉　日本の有孔虫学－その流れをたど

って－

http://www.geocities.com/jahigeo/jahigeo5

1.html

2007年
月　March

○第41回日本水環境学会年会
３月15日（木）～17日（土）

場所：大阪産業大学

http://www.jswe.or.jp/index.html

○Second International Conference
on the Geology of the Tethys
３月19日（月）～23日（金）

場所：Cairo University

Fax: 002-02-5728843

Tel.: 002-02-5676887，002-012 2926034

E-mail：elsayedyoussef2005@yahoo.com,

elsayedyoussef@hotmail.com

http://geosociety.jp/calendar/2007-2nd-

Tethys.pdf

○日本地理学会2007年春季学術大会
３月20日（火）～22日（木）

（ただし総会・代議員会は19日）

場所：東洋大学

問い合わせ先：渡辺満久（東洋大学）

電話　03-3945-8288

http://wwwsoc.nii.ac.jp/ajg/home_J.html
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名誉会員　今井　功さんのご逝去を悼む

本会名誉会員の今井　功さんは，2006年３月25日胆管ガンのため，

盛岡市のご自宅で最愛のご家族に看取られて静かに80年のご生涯を

閉じられました．最近体調が芳しくないとはおっしゃっておられま

したが，昨年末東京での地質学史懇話会総会にも出席され，未だ現

役の地学史研究家として活躍しておられただけに残念でなりませ

ん．

今井さんは1925（大正14）年10月20日愛媛県松山市にお生まれに

なり，その後東京でお育ちになりました．1947年３月に早稲田大学

専門部工科鉱山地質科をご卒業になり，４月に商工省鉱山局地下資

源調査所（後の通産省工業技術院地質調査所）に入所，地質部に所

属され，終始図幅調査に従事されました．

入所時から1950年代前半にかけては北海道芦別川流域の白亜系や

九州北西部の炭田地域の第三系を調査され，「上芦別」「呼子」「平

戸」「唐津」「伊万里」などの５万分の１地質図幅を作成されました．

その後に行った北海道日高西部の鵡川・沙流川流域の新第三系の調

査結果は，５万分の１「富川」図幅，さらに「北海道日高沿岸地域

の第三系構造発達史」にまとめられ，1962年北海道大学から理学博

士の学位を授与されておられます．1950年代後半から60年代には北

陸地方の「金沢」「小口瀬戸」「邑知潟・虻が島」，下北半島の「近

川」，紀伊半島の「田並」を手掛けられました．1967年頃から調

査・研究対象を南九州の四万十累層群に向けられ，宮崎県内の「神

門」「諸塚山」の５万分の１地質図幅をまとめておられます．なお

地質調査所の地質図幅調査が全面的に５万分の１に切り替えられる

前，今井さんは７万５千分の１「塩原」を作成されました．

今井さんは地質図編集業務にもたずさわられ，20万分の１図幅

「唐津」「長崎」「七尾・富山」「静岡・御前崎」「延岡」，50万分の１

図幅「鹿児島（第２版）」のほか，100万分の１，200万分の１，500

万分の１の日本地質図の編纂にも従事しておられます．なお20万分

の1「延岡」（1981）や50万の１「鹿児島（第２版）」（1980）に示さ

れた四万十累層群の構造のユニークさは海外でも注目されたとお聞

きしました．今井さんは図幅調査という基礎事業を大切にされ，ご

自身地質調査所発行になる全ての縮尺の地質図に名を連ねている

（恐らく唯一の方である）ことを大変誇りにされていたようでした．

今井さんは1982年９月地質調査所から文部省に出向され，岩手大学

教育学部教授に就任され，その後学生部長や評議員を歴任されまし

た．この間，また1991年３月の停年退官後も岩手県内の教育関係者

などで組織された岩手県地学教育研究会の活動に尽力され，後年同

会会長を務められました．今井さんとの会話から，地学教育を教育

界にとどめることなく社会に広く普及することが必要であること，

地学教育に必要なのはまず自然に接し，その中で沢山の疑問にぶつ

かり，自分で考えることを教えることであるという信条をお持ちで

あることを知りました．

大学へ出向される前後，宮崎県庁からの委託により20万分の１宮

崎県地質図（第４版）（1981）や10万分の１宮崎県中央山地地方地

質図（1989）の調査・編纂作業がすすめられていました．ご多忙の

中，毎年宮崎県内の四万十累層群の分布する山深い地域を精力的に

調査されましたが，著者の一人宍戸は10年近くに及んだこの調査に

ほとんど同行させていただき，地質調査の手法から物の考え方に至

るまで，多くのことを教えていただきました．

そんな中で，今井さんが地質調査所における調査事業の行き詰ま

りの原因を探るためと，研究上の必要から地学史に関心を持たれ研

究されたことを知りました．その結果は「地質図幅調査事業の歴史」

（1962）や「地質調査事業の先覚者たち」として地質ニュース誌上

に連載（1963～1965）され，これらを修正改編して1966年「黎明期

の日本地質学」（ラティス）を上梓されました．この本は明治期に

活躍した７人の先駆者の業績を通して日本への地質学の導入と定着

の過程を描いたもので，資料価値の面で高い評価を受けています．

ご本人は，類書が少なく盲点をついただけだと謙遜しておられまし

た．

日本地質学会75周年記念出版物「日本の地質学―現在と将来への

展望」（1968），「地質調査所百年史」（1982），日本地質学会100周年

記念出版物「日本の地質学100年」（1993）には今井さん作成の年表

が掲載されています．これらの年表は，古いものから最新のものま

で数多くの文献や資料に目を通され，それらを的確に評価し整理さ

れたもので，今井さんの日頃の地道な努力，広い視野と高い見識を

感じさせ，日本地学の発展過程を一望できる傑出した資料だと思わ

れます．

1969年には江戸時代中期の奇石愛好家の木内石亭著「雲根志」の

訳注解説書（築地書館）を出版されています．

1972年から約10年間，東京地学協会の日本地学史資料調査委員会

の委員として「日本地学史文献集」（1976，1978，1979）の作成に

尽力されました．

1978年には片田正人氏と共著で「地球科学の歩み」（共立出版）

を出版されています．この本は幅広い地球科学分野の歴史を分かり

やすくまとめた好著として，多くの先生方の授業に使われたと聞い

ています．

1986年からお亡くなりになるまでの約20年間は，東京地学協会の

日本地学史編纂委員会委員長として「日本地学史」のとりまとめに

当たっておられました．同委員会編の「日本地学史」は，1992年の

「西洋地学の導入＜その１＞」以来順次地学雑誌に連載され，2006

年の「日本地学の展開＜その６＞」で，明治元年から昭和20年の太

平洋戦争終結までの地球科学各分野の歴史が記述されています．

1994年大森昌衛氏を初代会長として発足した地質学史懇話会にお

いて，今井さんは1998年から2002年まで第２代会長を務められまし

た．この間学問の近代化の陰に取り残されている基礎的分野がない

かどうか，世界的水準に達したとされている分野でも明治以来の欧

米追従の傾向が残ってはいないかどうか，ということを気遣ってお

られたことが思い出されます．まさに生涯現役の地学史研究者だっ

たと思います．

今井さんの蔵書・資料の大半は，ご遺族のご好意で2005年に発足

した本会アーカイブス委員会が引き取らせていただきました．

終始周りの人々への配慮を怠られなかった温厚なお人柄の今井さ

んに改めて感謝申し上げると同時に，ご冥福をお祈りする次第です．

（宍戸　章・鈴木尉元）

日本地質学会News ９（10）22

追　悼



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

SMBCファイナンスサービス株式会社 

日 本 地 質 学 会 会 費 等 

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

蕁03-5444-1533東京都港区三田3－5－27
〒108-6350
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広告募集 

News誌に広告を掲載しませんか． 
　News誌の掲載広告を募集しています．学会の直接取り扱

いになりますので，カラー印刷・掲載サイズなどご相談に

応じます．ぜひご利用ください． 

申込・問い合わせ：日本地質学会事務局 
電話　03-5823-1150　FAX　03-5823-1156 
e-mail ; main@geosociety.jp

表3

表2

表4

＜広告掲載価格表＞ 

（単位：円） 

カラー 

＋10,000 

－ 

－ 

－ 

版下作成 

＋10,000 

＋10,000 

＋10,000 

＋5,000

価格（モノクロ） 

60,000 

50,000 

40,000 

35,000

 

表４ 

表２ 

表３ 

普通 



（表紙）

写真１：泥水が流れ下った小

田井沢川左支．遠方

に諏訪湖を望む．

（裏表紙）上から，

写真２：塩嶺累層の変質した

凝灰角礫岩．

写真３：谷頭部における表土

の崩壊．志平川．

写真４：風化した塩嶺累層

（写真右下）と表土

（写真左上）中に形

成されたパイプ．本

沢川．

写真５：洪水流によって草本

がなぎ倒された志平

川上流部．


