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日本地質学会広報委員会

現在日本地質学会では，月刊の地質学会News誌とホームページ

で，地質学会の活動やお知らせを会員に発信しています．しかし，

なかなかこの２つの方法では伝えきれない情報もあり，今後さらに

これら２つの隙間を埋めるまたは，News誌とHPをより活用できる

媒体として，メールマガジンを発行することになりました．

・メールマガジン発行回数：月２回程度．緊急のニュースがある場

合，臨時を出します．

・読者：メールアドレスを登録した会員

・対応メールアドレス：パソコンのメールアドレスの他，長文

（3000字程度）を受信できるケータイメールアドレス．

・内容：地質学会の活動やお知らせ，HPの更新内容など．

・投稿：メールマガジンを通じて会員に広報したい内容がありまし

たら，事務局<journal@geosociety.jp>までお知らせください．

メールマガジンでの広報が適切と判断したものを発信していく予

定です．支部例会，専門部会のお知らせなど，全会員向けでない

ものでも受け付けます．

メールマガジンを発行するに当たり，会員のメールアドレス収集

は，まず専門部会等からのデータの提供をお願いしておりますが，

事務局に“メールマガジン購読希望”と連絡いただければ送信リス

トに加えます．ぜひメールマガジンを会員相互の連絡ツールとして

ご利用ください．

メールマガジンを始めます
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1．各種申込み締切日

◯ランチョン・夜間小集会　７月３日（火）
◯賛助会員・企業等団体展示会（係代表者へ）８月10日（金）
◯各大学同窓会（各大学代表者が竹下へ） ８月31日（金）
◯小さなEarth Scientistのつどい　７月20日（金）
◯理科教師対象見学旅行　８月24日（金）
◯大会参加登録　８月８日（水）18：00
大会参加（参加登録費・講演要旨集代の支払い）/見学旅行・

見学旅行案内書/宿泊・交通/講演要旨集頒布（大会に参加しない
方および複数購入用）/懇親会・弁当
◯書籍販売および見本，機器等の展示・販売　８月10日（金）
◯保育室利用　　８月24日（金）

2．オンライン申込について
大会参加登録・講演申込とも例年通りオンラインでお申し込み

いただけます．
両システムはそれぞれ独立しておりますので，講演をされる方

は，２種類の申込操作を行って下さい．また，大会参加登録時に
発行される「登録番号」と講演申込時に発行されるIDは共通で
はありませんので，ご注意下さい．
また今年から参加登録費等のお支払い方法を，銀行振込とクレ

ジットカード決済からお選びいただけることになりました．

3．各報道機関へのプレスリリースについて
札幌大会および札幌大会の講演内容について，学会からプレス

リリースを８月30日（木）９：00に行います．学会を通してのプ
レスリリースを希望する方は，８月27日（月）までに学会事務
局＜journal@geosociety.jp＞にご連絡ください．原稿作成要領
をお送りします．
また，個人的にプレスリリースを行う方も，できるだけ８月30

日（木）９：00以降に行ってください．

札幌大会ニュースNo.3

一般講演・講演要旨原稿提出締切　
オンライン　7月3日（火）17：00
郵送　6月26日（火）必着

日本地質学会第114年学術大会（札幌大会）2007年９月９日（日）～11日（火）場所：北海道大学（札幌市）

詳細は，ニュース誌５月号予告記事または，大会ホームページを参照してください．

http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/̃mmgc/GSJ-Sapporo2007/
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個人情報の適正な取扱いにより個人の権利利益を保護するため，個人情報の保護に関する法律が施行されました．日本地質学会（以下「本
学会」という）は学術団体であり学術研究の用に供する目的で個人情報を取り扱うときは，本個人情報の保護に関する法律の適用外となりま
すが，4500人以上の個人データを扱っていることなどから，同法律に準拠した対応を取り，会員等の権利利益を保護するため「プライバシー
ポリシー」を制定し，具体的な対応策を講じることといたしました．

日本地質学会プライバシーポリシーの制定について 日本地質学会理事会

日本地質学会プライバシーポリシー
制定：2007年４月７日

本学会は，個人情報の収集・利用・管理についての重要性を
深く認識するとともに，以下の通り適切に取り扱うよう努めま
す．
１．個人情報の収集
本学会は，本学会の事業目的に沿ったサービスの提供のため，
個人情報（生存する個人に関する情報であって，特定の個人を
識別できるものをいいます．）を必要な範囲で収集します．個
人情報を収集する際は，その目的を明示するとともに，提供者
の意思に基づく情報の提供（登録）によることを原則とします．
２．個人情報の利用
本学会は，収集した個人情報を以下の目的の範囲で利用しま

す．
１）本人確認，本学会の行う事業に関するサービス・情報の
提供，会費・利用料金の請求，およびサービス提供条件の
変更・停止・中止・契約解除の通知．
２）会員等の相互連絡，選挙・会議等の通知など本学会の運
営・事業に関わる情報の提供．
３）事業の実施（関連学協会との連絡および協力などそのた
めの第三者提供を含みます）．

４）上記の他，本学会の実施するサービスに関する情報提供
（会費・利用料金の請求，および利用サービス提供条件の
変更・停止・中止・契約解除の通知などを含みます）や
サービス向上のための調査．
５）上記の各目的に付随する目的．
ただし，次のいずれかの場合には利用目的以外に利用または

提供することがあります．

①法令の規定に基づくとき．
②提供者の同意があるとき．
③事業の実施に必要な範囲内において個人データの取り扱
いの全部または一部を委託する場合．
④その他，本学会総会または理事会で正当な理由があると
認められたとき．

３．個人情報の管理
本学会は，収集した個人情報が外部へ漏洩したり，破壊や改

ざんを受けたり，紛失することのないよう適切な管理に努めま
す．ただし，提供者自身により開示されたり，既に公開された
りしている個人情報については，本学会の管理の対象外としま
す．
４．個人情報の開示および訂正等
本学会は，個人情報の提供者から自己に関する個人情報の開

示の請求があったときは，原則として遅滞なく開示します．ま
た，自己に関する個人情報の訂正等の申し出があったときは，
原則として遅滞なく訂正等を行います．

＜付記＞
１．プライバシーポリシーの変更について
個人情報の保護に関する法律の変更に準じるため，または，

その他の理由により，予告無くプライバシーポリシーに変更を
加えることがあります．
２．個人情報の取り扱いに関する問い合わせ先
本学会における個人情報保護に関してご質問などがある場合

は，下記までご連絡下さい．
日本地質学会　運営財政部会
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル６Ｆ
電話　03-5823-1150 FAX  03-5823-1156



日本地質学会Webサイトへの投稿規定
2007年３月10日

（1）倫理責任と著作権管理

日本地質学会のWebサイトへの投稿原稿に対して，その倫理性

および権利侵害のないことについて著作者に保証して頂くために

「保証書」に，また著作権を日本地質学会に譲渡することを同意す

る「著作権譲渡等同意書」に，それぞれ，画面上で同意していただ

いた場合に限り，電子投稿の画面に進むことができるようになって

います．

（2）文献等引用方法

引用文献の記載方法は，著者名，発表年，掲載誌名などを明記し，

引用文献が特定できるようにして下さい．

（3）校閲

広報委員会は，申し込まれた講演について，会則第４条に示され

ている日本地質学会の目的ならびに日本地質学会倫理綱領に反して

いないかということについて校閲を行ないます．校閲の結果，いず

れかの条項に反していると判断された場合には，広報委員会は内容

の修正を求めるか，あるいは受理しないことがあります．委員会の

措置に同意できない場合には，投稿者は法務委員会（東京都千代田

区岩本町2-8-15井桁ビル　日本地質学会事務局気付）に異議を申し

立てることができます．法務委員会は直ちに審理し，結論を広報委

員会ならびに異議申立者に伝えることになります．

この受理方法は，依頼執筆者にも適用されます．異議申立てに関

する詳細は学会Webサイトに掲載されます．

（4）デジタル原稿（データ）

投稿する原稿，図版，動画等のデジタル原稿（データ）は，下記

のフォーマットのものが受け付けられます．

文書：MS Word, Text, PDF, RTF, XML

図，表，写真：PDF, EPS, Adobe Illustrator, MS Excel, JPEG,

TIFF, PNG, GIF, Adobe PhotoShop

動画：WMV, AVI, Flash, QuickTime, MPEG2, MPEG4, H.264,

DivX

保証及び著作権譲渡等同意書

著作者（代表者）は，日本地質学会Webサイトに掲載する下記

表題の原稿（以下「本原稿」という．）について，以下のとおり保

証し，かつ著作権を譲渡等いたします．

第１　保証

著作者は，本原稿について，以下の各号記載の事項を保証し，確

約します．

１）本原稿が著作者自身の著作物であり，既にいずれかで出版公表

されているものと同一ではないこと．

２）本原稿が既存の出版公表物などに対する知的財産権のいかなる

侵害も含まないこと．

３）本原稿中に他から転載されているすべての図表について，転載

許可を得ていること．

４）本原稿中，他の論文等の引用がある場合には，当該引用が公正

な慣行に合致し，目的上正当な範囲内であること．

５）本原稿には，日本地質学会の名誉を傷つけ，その信用を毀損す

る盗用データ，捏造データ，その他学会の倫理綱領に反するもの

を含まないこと．

６）本原稿が共同著作物である場合には，代表して本書に同意する

者が，すべての共著者から，本書に同意することについて同意な

いし必要な権利を得ていること．

７）本原稿についての問い合わせ，苦情，紛争などが発生した場合，

署名者はすべての責任を負うこと．

第２　著作権譲渡等

著作者は，本原稿について，日本地質学会著作物利用規定にした

がい，以下の各号記載に同意します．

１）本原稿のすべての著作財産権（著作権法27条，同29条に定める

権利を含む）を日本地質学会へ譲渡すること．

２）本原稿について，日本地質学会ならびに日本地質学会から正当

に権利を取得した第３者及び当該第３者から権利を承継した者に

対し，著作人格権（公表権，氏名表示権，同一性保持権）を行使

しないこと．

３）本原稿の下記の各利用形態に関する権利を日本地質学会が排他

的に行使すること．

ａ）複製，翻訳，翻案（出版，電子出版，翻訳出版，データベー

ス化，ビデオグラム化，その他すべての記録メディアへの記

録・掲載などを含む）

ｂ）展示・上映

ｃ）放送，有線放送，自動公衆送信（地上波，CATV放送衛星，

通信衛星，インターネット，パソコン通信，その他あらゆる送

信媒体及び将来開発されるすべての送信媒体による公衆送信を

含む）

ｄ）頒布，譲渡，貸与

ｅ）その他，本著作物に関する一切の利用（技術の進歩により将

来生じうる利用形態を含む）

以上

※Web画面からの原稿投稿時に「同意ボタン」をクリックするこ

とにより，上記内容に同意し，投稿ページにすすむことができま

す。
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大きな投稿メリット！　ーWebサイトへの投稿規定整備にあたってー

日本地質学会ホームページは年間５万人の訪問者を誇る国内地質系で最大規模のウェブサイトです．会員は情報発信プラットフォームと

してホームページを活用することができます．今秋のリニューアルでは一般向けコーナーを拡充しアクセス数の倍増を図ります．投稿規定

やホームページ上の投稿口も整備されました．「地球なんでもＱ＆Ａ（仮称）」「フリーコラム（仮称）」「海外調査の現地情報（仮称）」の原

稿が募集中です．また新企画案もどしどし寄せて下さい．お待ちしております．

インターネット委員会

委員長　坂口有人



日本地質学会ニュース誌表紙写真投稿規定
2007年３月10日

１．投稿写真は，原則として未発表のものとする．

２．投稿写真は，プリントまたはデジタルファイル（ファイル形

式：jpg , pct等）で，A４またはA３サイズに拡大したときに十

分解像度があるものであること．

３．投稿写真の著作権については，地質学会に譲渡する．なお，依

頼掲載写真についてはこの限りではない．

４．投稿写真全体の，日本語（20字以内）および英文のタイトルと

日本語解説を付ける．

５．投稿写真が複数の場合には，それぞれに日本語（20字以内）お

よび英文のタイトルを付ける．

６．投稿写真には，所定の様式の地質学会ニュース誌表紙写真投稿

整理カードを添え，タイトルおよび解説の原稿は可能な限り電子

媒体で提出することとする．

７．投稿写真は審査の上，地質学会ニュース誌表紙への掲載を決定

する．

写真の投稿先

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-18-15

井桁ビル内　日本地質学会事務局

e-mail:journal@geosociety.jp
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ニュース誌表紙写真投稿規定

毎月ニュース誌の表紙を飾る写真は好評ですが，その投稿状況はいつもかなり切実です．ホームページは９月の完全リニューアルに向け

て，インターネット委員会の作業が続いており，コンテンツ等の充実のためにも多くの会員の協力が欠かせません．今回，ニュース誌表紙

写真投稿規定が理事会で承認されましたのでお知らせ致します．ニュース誌表紙と地質学会ホームページは，会員の皆さんの投稿をいつで

も受け付けております．

日本地質学会ニュース誌編集委員会

表紙紹介

瀬戸内海中部，芸予諸島，ホボロ島の生物侵食作用
写真：沖村雄二・土岡健太・船越雄治（東広島市自然研究会）
解説：沖村雄二・後藤益巳・矢原大和（広島県立教育センター）

広島県東広島市安芸津町赤碕の沖にある小さな

島，ホボロ島は，ここ数十年の間にみるみる小さく

なり，若いころに遊んだ島の面影は全くなくなった

と語る老年の方々は少なくない．台風のたびに目

だって小さくなるし，どうしてこの島だけが急速に

小さくなるのだろうか？と，理由がわからないまま，

ホボロを売るという民話ともあいまって，わびしく

見守られてきた．

明治30年と大正14年に測図され，昭和３年と31年

に発行された２万５千の分地形図，三津図幅では，

この島の高さは21.9mと標記され，長径が120m+と

読み取れるが，現在，高潮位時の海面上に見られる

部分は，高さ６m・幅が８m×３mに足りない搭状

の岩石が島の西端に一つあるにすぎない（表紙写

真）．ちなみに周辺の島の規模はほとんど変化して

いない．

島がなくなるのではと言われる中，安芸津町木谷

小学校５年生の環境学習テーマとして島の自然がと

りあげられ，コスモ石油エコカード基金（学校の環境教育プロゼ

クト）と父兄の助けを借り，海浜の生態系を中心に調べる上陸作

戦が行われた．筆者らは，同行の機会をいただいて，地質調査を

行った．構成岩石は，デイサイト溶結結晶凝灰岩（松浦，2001）

で，赤色化の激しい風化作用のために軟岩化がすすみ，島全域の

潮間帯に無数の穴があることに気がついた．調査がすすむにつれ

て，10mm±くらいの“ダンゴムシ”よう生物がこの穴に棲んで

いることが確認され，その頻度は表面積の50％以上に達し（裏表

紙），明らかに生物侵食作用であることを伝えた．潮間帯上部で

は穴がこわれて連続して巻貝やカニの棲みかとして利用され，波

のエネルギーによるムシの棲みかの崩壊が容易に考えられる．そ

れによって引き起こされる潮間帯の軟岩の崩壊が，上位の岩石の

崩落をまねき，島が小さくなる大きな原因であることは間違いな

い．実際に潮間帯の穿孔穴が発達する軟岩化した基盤岩の上には，

風化作用を受けていない巨～小礫岩が散在している．詳しくは，

本誌に発表する作業をすすめているが，このムシが，凝灰岩に穿

孔することが知られている「ナナツバコツブムシ」（裏表紙写真

右上）であることを，北九州自然史博物館，下村通誉学芸員に鑑

定していただいた．生物侵食作用（bioerosion）という学術用語

は知られているが，ほとんどが生痕として観察・記載されたもの

で,島が消失するという規模とその速度からして，この島の現象

はきわめて異質であり報告する（2007．2．10，日本地質学会西

日本支部例会でポスター発表）．

文献

松浦浩久，2001，三津地域の地質．地域地質研究報告（５万分の

１地質図幅），地質調査所

左：ホボロ島位置図．

右：写真上）昭和30年代（1955～）のホボロ島（北東から）．撮影者不明．写

真下）平成7年4月・干潮時（大潮）のホボロ島（北東から）．
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100万分の1日本地質図　第3版　4枚組　￥6, 300

100万分の1日本重力図（ブーゲー異常） ￥3, 885

地球化学アトラス　－北関東－　￥5, 565

200万分の1地質編集図

コンピュータ編集による日本地質図（付記付き）￥2, 310

日本の磁気図（説付き） ￥2, 520

300万分の1 日本列島地温勾配図　￥1, 680

数値地質図

200万分の1東・東南アジアの数値地質図（説付き） ￥2, 625

20万分の1数値地質図幅集

北海道北部　￥1, 050，北海道南部　￥1, 050 東北￥3, 045

関東甲信越及び伊豆小笠原諸島　￥2, 835

日本の新生代火山岩の分布と産状　CD-ROM版　￥1, 260

東・東南アジア都市域の地球科学データ CD-ROM版　￥1, 155

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

北海道地質ガイドマップ　CD-ROM版　￥945

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

富士火山地質図CD-ROM版　￥1, 155

日本重力図CD-ROM版（説付き） ￥945

400万分の1東アジア磁気異常図 CD-ROM版（第２版） ￥945

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

日本周辺海域音波探査データベース　CD-ROM版　￥945

東北・九州地熱資源図CD-ROM版　￥945

特殊地質図

東京湾とその周辺の地質　￥6, 195

秋田地熱資源図 ￥5, 040

諏訪湖湖底堆積状況図（1：1.35万） ￥1, 575

東海沖海底音響画像図（1：40万） ￥735

札幌－岩内地域火山・鉱化熱水系分布図　￥3, 780

札幌地熱資源図　￥4, 620

青森地熱資源図　￥5, 145

50万分の1鉱物資源図

北海道（東部, 西部） ￥7, 140, 東北　￥4, 305, 

関東甲信越　￥4, 515, 中部近畿　￥4, 515, 

50万分の1地質図幅

旭　川 （第2版） ￥2, 100

50万分の1活構造図

東京（第2版） ￥3, 255, *京都（第2版） ￥3, 675

2.5万分の1地質構造図

阿寺断層系ストリップマップ（説付き）￥2, 940

中央構造線四国地域活断層ストリップマップ（説付き）￥4, 515

中央構造線近畿地域活断層ストリップマップ　￥2, 415

柳ヶ瀬－養老断層系ストリップマップ（1：10万） ￥2, 520

糸魚川－静岡構造線活断層系ストリップマップ（1：10万）￥2, 520

兵庫県南部地震に伴う地震断層ストリップマップ

野島・小倉及び灘川地震断層－（1：1万, 説付き）￥3, 570

花折断層ストリップマップ　￥2, 835

海洋地質図

鳥取沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 990

鳥取沖表層堆積図（1：23万, 説付き） ￥3, 255

室戸沖表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥2, 835

経ヶ崎沖表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 045

下北半島沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 360

経ヶ崎沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

粟島周辺海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 460

佐渡島北方表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 675

佐渡島北方海底地質図（1：20万, 説付き） ￥4, 305

豊後水道南方海底地質図（1：20万, 説付き）￥5, 040

豊後水道南方表層堆積図（1：20万, 説付き）￥3, 885

駿河湾海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 670

ゲンタツ瀬海底地質図（1：20万, 説付き） ￥4, 095

塩屋崎沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 250

響灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 885

ゲンタツ瀬表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 780

日向灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

塩屋埼沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

響灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

能登半島西方表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

海外地球科学図　（英文）

東・東南アジア熱流量図（1：500万） ￥2, 310

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

取扱い地質図一覧（委託販売） 07/06月現在
表示価格は税込みです．会員には表示価格から消費税分を割り引いて販売いたします（代金後払い）．

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

韓国南部・日本西部及び周辺海域の地球科学図集　￥1, 365

東アジア地質災害図　￥3, 675

重力図　（ブーゲー異常）1：20万

青森地域　￥2, 100, 秋田地域　￥1, 470, 

山形地域　￥1, 400, 北上地域　￥2, 415, 

渡島地域　￥1, 700, 苫小牧地域　￥1, 575, 

札幌地域　￥1, 700, 帯広地域　￥1, 575, 

旭川地域　￥1, 500, 北見地域　￥1, 575, 

根室地域（2枚組）￥2, 520, 天北地域　￥1, 890, 

名寄地域　￥1, 890, 大分地域　￥1, 785

福岡地域　￥2, 415

空中磁気図

尖閣諸島海域　￥2, 100

伊豆大島地域（1：5万）伊東周辺地域（1：2.5万）￥1, 050

雲仙地域（1：5万） ￥1, 050

西表島周辺地域（1：10万） ￥1, 050

由利原地域高分解能空中磁気異常図（1：5万） ￥2, 730

火山地質図

桜島火山（1：2.5万）￥1, 260, 有珠火山（1：2.5万） ￥1, 155, 岩手火山　￥2, 730

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

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

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

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

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

日本炭田図

天草炭田地質図　￥7, 140

日本油田・ガス田図

新潟県中部地域　￥3, 885

20万分の1地質図幅

相川及び長岡の一部　￥1, 785, 青森　￥2, 310, 一関　￥3, 465, 

飯田（第2版）￥2, 415, 糸満及び久高島　￥3, 465, 厳原　￥1, 360, 岩内　￥2, 415, 

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

開聞岳及び黒島の一部　￥2, 520, 鹿児島　￥2, 520, 金沢　￥2, 730, 

唐津（第2版） ￥2, 205, 岐阜　￥2, 730, 木本　￥1, 365, 熊本　￥2, 835, 

久米島　￥1, 890, 甲府　￥2, 940, 高梁　￥2, 520, 

高田　￥2, 730, 徳島（第2版） ￥2, 100, 日光　￥2, 940, 富山　￥2, 415, 

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

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

夕張岳　￥2, 520, 和歌山　￥2, 625

５万分の１地質図幅　地質図1：5万, 地域地質研究報告

赤名　￥2, 835, 姉崎　￥3, 570, 秋田　￥1, 890, 

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

伊平屋島及び伊是名島　￥1, 890, 今市　￥3, 045, 

上野　￥4, 200, 浦郷　￥3, 360, 

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

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

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

尾鈴山　￥3, 675, 折尾　￥3, 150, 海田市　￥2, 835, 開聞岳￥3, 885, 柿崎￥3, 465, 

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

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

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

熊川　￥3, 780, 熊田　￥3, 465, 

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

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

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

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

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

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

田島　￥3, 675, 龍野　￥3, 570, 立山　￥4, 935, 館山　￥3, 675, 

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

十勝池田　￥3, 570, 戸隠　￥4, 410, 砥用　￥6, 195, 豊岡　￥2, 520, 十和田　￥3, 780, 

苗場山　￥2, 835, 長岡　￥4, 200, 中野　￥2, 625, 那古　￥1, 890, 

那覇及び沖縄市南部　￥3, 570, 名張　￥3, 360, 

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

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

広根　￥3, 675, 福江　￥2, 730, 福知山　￥3, 360, 富津　￥6, 615, 豊後杵築　￥4, 095, 

北条　￥4, 200, 松江　￥3, 465, 

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

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

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

￥2, 625, 四日市　￥2, 835, 寄居　￥3, 150, 和歌山及び尾崎　￥2, 415
*このほかの地質図, 産総研地質調査総合センター出版物の詳細は以下のホームページhttp://www.aist.go.jp/GSJ/Map/でご覧になれます．



百選』を公募，選考し，地質・地学・地球科

学に対する理解の増進，貴重な自然資源の保

全と活用とを図るとともに，地域振興及び

『観光立国』VJCの一環としたツーリズムの

一層の発展に寄与したいと考えています．

『百選』に選定された地域では，地質事象

上重要な情報を今まで以上に保全し，幅広く

公共的理解を求めるため，地質博物館及び巡

検コ－スのような施設・設備を整備し，また

その科学的研究に対する支援の輪を広めると

日本地質学会ニュース９卷１号（2006年１

月号）にて，候補地募集をお願いしておりま

した「日本の地質百選」について，（NPO）

地質情報整備・活用機構と（社）全国地質調

査業協会連合会が事務局を勤めている「日本

の地質百選選定委員会」が第３回委員会を開

催し第１期選定箇所83箇所を選定いたしまし

た．

自薦他薦約380箇所から日本の地史を理解

するのに欠かせないなど学術的観点に観光・

教育といった視点も加味して，当面83箇所を

候補として選定しました．これを関係自治体

に通知して了承を得，５月10日付けで公表い

たしました．選定箇所の市町村には選定委員

会から認定書を送付いたしました．詳しくは

（http://www.zenchiren.or.jp/new/hyakusen

.html）をご覧下さい．

百選ですから最終的には100箇所選定する

必要がありますが，あとの20箇所程度につい

ては，今後も募集選定を続ける予定です．新

たな立候補も受け付けますので，各地でのご

応募を期待しております．

なお，一覧表の名称については，自治体等

の意見を踏まえ，一部修正される箇所があり

ます．また，公表日の５月10日は，３月13日

に開催された第１回「地質の日」提唱共同発

起人会において「地質の日」に決まった日で，

来年度からは様々な地質に関連するイベント

が行われます．地質の日については，

（http://www.gupi.jp/letter/letter047/letter-

047.htm）をご覧下さい．

「日本の地質百選」の選定の趣旨と今後の活

動 地質は地域固有の自然遺産であり，世界

的に見ても特殊な地質環境下にある日本列島

のさまざまな地質に関する情報を国民一般や

地域住民と共有することが，我々やこの領域

に関わる多くの人達の存在意義を高めること

に繋がると考えております．

このため，広く日本全国から『日本の地質

ともに，これらの中からユネスコ・ジオパ－

クの候補地選定などを働きかけたいと思って

います．

今後，学会誌・関連団体機関誌等への記事

掲載，リーフレットや解説書の刊行等々を通

じてPRすることにしました．さらにこの百選

を国際惑星地球年の活動の一環として位置づ

け広報活動を行うとともにジオパーク運動へ

もつなげ，ジオパーク運動を盛り上げ，地元

を支援していく役割が重要と考えています．
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「日本の地質百選」（第１期選定
箇所）公表

ご案内

本会以外の学会およ

び研究会・委員会か

らのご案内を掲載し

ます．



る方２名の氏名，所属，連絡先，E-mail

応募締切：平成19年７月31日（火）必着

封筒に「地球環境科学講座教員（准教授）

応募書類」と朱書し，簡易書留にて郵送願い

ます．なお，選考の過程で面接をおこなう場

合があります．

書類送付先・問合せ先

〒860-8555 熊本市黒髪2-39-1

熊本大学大学院自然科学研究科理学専攻

地球環境科学講座主任　渋谷秀敏

電話：096-342-3417（直通）

e-mail: shibuya@sci.kumamoto-u.ac.jp

http ://www.sc i .kumamoto -u .ac . jp/

earthsci/

職名及び人員：環境変動部門地球変動講座

教授　１名

専攻分野：地球科学的手法により，国際共同

研究などを通じてアジア地域の地球・環境

の変動に関する研究を行える方

応募資格：

（1）博士の学位を有すること

（2）大学院の修士・博士課程における地学系

の講義，学生指導，ならびに全学共通教育

地球科学分野を担当できること．また，地

質学的野外実習の指導ができること

（3）採用時年齢55歳以下が望ましい

採用予定：平成20年４月１日

提出書類：

（1）履歴書（高校卒業以降，学会活動，社会

連携，受賞歴などを含む）

（2）研究・教育業績

① 研究業績目録および主要論文５編の別

九州大学大学院比較社会文化研
究院教員公募

募集人員：准教授１名

専攻講座：理学専攻・地球環境科学講座

専門分野：固体地球物理学，水文学，地質学，

または古生物学

担当科目：大学院および理学部における地球

科学の基礎と応用に関連した科目，ならび

に教養教育科目

応募資格

１．学位：博士あるいはPh.D.の学位を有す

ること．

２．実績・能力：

・研究に対して十分な能力と熱意があり，国

際的な教育研究活動を有すること．

・専門分野において優れた研究業績を有する

こと．

・大学院博士後期課程の指導が出来ること．

・教育および教室運営など学内の業務遂行に

意欲と能力を有すること．

採用予定日：採用決定後できるだけ早い時期

提出書類：１．履歴書（市販のもので可．写

真を添付すること．）/２．研究歴および業績

リスト/３．主要論文（５編まで）の別刷り

またはコピー/４．教育に対する抱負（A４

用紙に1000字程度）/５．研究に対する抱負

（A４用紙に1000字程度）/６．所見を求めう

刷（コピーでも可）とその概要（各400

字程度）

② これまでの研究成果の概要（1000字程

度）

③ 外部資金およびその他の経費により，

これまでに関わった研究プロジェクトと

その成果の概要（各200字程度，代表・

分担を明記）

④ 学位論文（修士・博士）審査件数（主

査・副査の別と学位授与機関・部局）

（3）着任後の研究と教育についての抱負

（1000字程度）

提出期限：平成19年８月29日（水）必着

提出先：

〒810-8560 福岡市中央区六本松4-2-1

九州大学大学院比較社会文化研究院長

根井　豊

提出書類は「書留」とし，封筒に「地球変

動講座　教授　応募書類在中」と朱書きする

こと

問い合わせ先：

〒810-8560 福岡市中央区六本松4-2-1

九州大学六本松地区事務部庶務係

TEL：092-726-4508

備考：九州大学では，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．本大学院は，平成

21年３月に現在建設中の伊都キャンパスに

移転し，同年４月から新キャンパスで教

育・研究を開始する予定です．
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公募結果

東京学芸大学宇宙地球科学分野の助教公

募結果

氏名：佐藤たまき

着任：平成19年７月１日

熊本大学大学院自然科学研究科
理学専攻地球環境科学講座教員
募集

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

３）科学技術振興部門：大学等の研究開発成

果を活用したベンチャー創出，地域におけ

る産学官連携，研究開発の社会的必要性に

関する研究等の分野において，科学技術の

振興に寄与する活動を行い，顕著な功績が

あったと認められる個人又はグループ

４）技術部門：　中小企業，地場産業等にお

いて，地域経済の発展に寄与する優れた技

術を開発した個人若しくはグループ又はこ

れらの者を育成した個人

５）理解増進部門：青少年をはじめ広く国民

の科学技術に関する関心及び理解の増進等

に寄与し，又は地域において科学技術に関

する知識の普及啓発等に寄与する活動を

行った個人又はグループ

（2）若手科学者賞

萌芽的な研究，独創的視点に立った研究等，

高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績を

あげた40歳未満の若手研究者個人

１．表彰内容

（1）科学技術賞

１）開発部門：我が国の社会経済，国民生活

の発展向上等に寄与する画期的な研究開発

若しくは発明であって，現に利活用されて

いるものを行った個人若しくはグループ又

はこれらの者を育成した個人

２）研究部門：我が国の科学技術の発展等に

寄与する可能性の高い独創的な研究又は開

発を行った個人又はグループ

２．受賞候補者の推薦について

本表彰は，文部科学省研究振興局長が推薦

依頼を発出した機関（以下，推薦機関）から

の推薦のみ受け付けております。従って，個

人に対する募集は行っておりませんのでご注

意下さい。

３．推薦締切

平成19年７月13日（金）

（お問い合わせ先）

研究振興局振興企画課奨励室　山口・轟木

電話：03-6734-4071（直通）

03-5253-4111（代表）（内線4071，4231）

メール：sinsyore@mext.go.jp

＜詳細，提出書類＞

http://www.mext.go.jp/

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７月２日（月）
までに，理事会に書類一
式を添えてお申し込み下
さい．

平成20年度科学技術分野の文部
科学大臣表彰受賞候補者の推薦



後４時30分まで）

場所：福井県立恐竜博物館３階　特別展示室

観覧料：一般 800円，大学・高校生 600円，

小・中学生 400円（上記料金で常設展もご

覧になれます）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

関連イベント（予定）

特別展講演会「イルカとクジラがたどってき

た道（仮題）」

講師：ユワン・フォーダイス教授（ニュー

ジーランド・オタゴ大学）

日時：７月15日（日）14：00

場所：福井県立恐竜博物館講堂

クジラ化石の世界的な研究者であるフォー

ダイス教授が，イルカやクジラの誕生から現

在に至るまでの進化の歴史について，最新の

後ろ足があるクジラの化石は，水中生活に

適応していったクジラの進化の歴史を語って

くれる．クジラの祖先は陸上を駆け回る哺乳

類として西アジアで誕生した．やがて水中生

活への道を選んだクジラは進化の過程で後ろ

足を失い，腕はヒレになり，呼吸のため鼻の

位置が頭上へと移動し，水の抵抗を減らす方

向に姿を変えていった．今回は後ろ足がある

クジラや歯があるヒゲクジラをはじめ，貴重

な標本を世界で初めて一堂に公開する．クジ

ラの進化の驚異と圧倒的な大きさを，実物化

石を含めた140点の標本から体感しつつ，ク

ジラをじっくりご覧いただきたい．

会期：2007年７月13日（金）～10月８日

（月・祝）（ただし，９月12日（水），26日

（水）は休館）

時間：午前９時から午後５時まで（入館は午

データに基づきながら紹介する．聴講無料．

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（代表）

http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
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Ambulocetus natans：パキスタン産の半水

半陸生のクジラ．頑丈な後ろ足で水を蹴って

泳いでいたと考えられる．この化石が発見さ

れたことで，クジラが水中へ適応していく過

程がよく理解されるようになった．ちなみに，

Ambulocetus natansは「泳ぎ歩くクジラ」

という意味．体長3.8m

博物館だより

福井県立恐竜博物館

平成19年度特別展
「クジラが陸を歩いていた頃－恐竜絶滅後の王者－」

集会「南海トラフ巨大地震発生帯の
掘削科学」
８月８日（水）10：00～17：30

会場：東京大学海洋研究所講堂

問い合せ先：芦　寿一郎

ashi@ori.u-tokyo.ac.jp

月　September
◯第15回ゼオライト夏の学校
９月６日（木）午後～９月８日（土）午前

会場：東北大学川渡共同セミナーセンター

申込締切７月31日（火）

http://res.tagen.tohoku.ac.jp/̃katz/school/

☆日本地質学会第114年学術大会
９月９日（日）～11日（火）

会場　北海道大学（札幌市）

http://www.geosociety.jp

講演申込締切

郵送：６月26日（火）

オンライン：７月３日（火）17時

月　October
○第３回国際シンポジウム“東およ
び 南 ア ジ ア の 地 質 学 的 解 剖 ”
（IGCP516）
10月８日（月）～14日（日）

場所：インド・デリー大学

http://staff.aist.go.jp/hara-hide/igcp516

月　November
○第４回“Gondwana to Asia”国際
シンポジウム・国際ゴンドワナ研究

11

10

9

2007.7～

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．

2007年
月　July

○Eurasian Geological Seminar
2007-Geodynamic Process of
Asia:Its Origin, Crustal Evolution,
and Natural Resources Potential-
７月18日（月）～28日（木）

場所：Mongolian University of Sciences

and Technology, Ulaanbaatar, MONGOLIA

問い合わせ先：Kazuhiro Tsukada

E-mail;tsukada@num.nagoya-u.ac.jp

Fax: +81-52-7895896

月　August
◯触媒道場
主催　触媒学会

８月６日（月）～８日（水）

場所　公共の宿　山陽ハイツ（岡山県倉敷市）

http://www.chem.tottori-u.ac.jp/̃dojo/

◯東京大学海洋研究所共同利用研究

8

7

連合2006年学術大会
11月８日（木）～10日（土）

会場：九州大学・西新プラザ

問い合わせ先：gond-asia@scs .kyushu-

u.ac.jp：中野伸彦（九州大学）

http://www.scs.kyushu-u.ac.jp/earth/

2007gond-asia/

◯ロンドン地質学会200年記念式典
（BICENTENARY of the GEOLOGICAL
SOCIETY OF LONDON 1807－2007）
11月12（月）～13日（火）

会場：The Geological Society of London,

Burlington House, Piccadelly, London

巡検：11月９～11日 : the Isle of Wight.

URL : www/geolsoc.org.uk/bicentenary

◯第５回火山都市国際会議島原大会
11月19日（月）～23日（金）

会場：雲仙岳災害記念館・島原復興アリーナ

http://www.citiesonvolcanoes5.com/jp/

2008年
月　January

◯The Third International Confer-
ence on the Geology of the Tethys
１月８日－11日

場所：Aswan Town, Egypt

問い合わせ先：

Prof. El Sayed Abd El Aziz Aly Youssef, 

Head of Geology Department, Faculty of

Science, Cairo University, Giza, Egypt. E-

mail: elsayedyoussel2005@yahoo.com

1
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2007年度総会・個人講演会・特別講演会の報告

日程：2007年５月13日（日）

場所：札幌市北区北10西８北大・理・２号館409教室

出席者：46名

●総会　13：00-14：00

［議長：古沢　仁（札幌市博物館活動センター）］

●個人講演会　14：00-16：00

［座長：中川　充（産総研），発表件数６件］

●特別講演会　16：00-17：30

木村　学（日本地質学会会長）：「地質学と地質学界の将来」

【議事録】

１．総会では，2006年度活動報告，会計報告，会計監査報告，なら

びに2007年度事業計画・予算の説明がなされ，了承された．

２．日本地質学会第114年学術大会（札幌大会）に前後して，札幌

で開催される地質系関連学会・団体の各種行事を，北海道Geo-

Week2007として共同で広報活動する．活動状況について宮坂支

部長より説明があった．

３．石井正之氏（明治コンサルタント）・田近　淳氏（道立地質研

究所）・中川　充氏（産総研）をメンバーとする「北海道地質百

選」検討グループを北海道支部に設置することが了承され，これ

までの経緯について田近氏より説明がなされた．

４．札幌大会開催に向けたこれまでの経緯と，現時点における準備

状況について，竹下　徹氏（大会準備委員会事務局長）より報告

がなされた．

５．木村　学氏（日本地質学会長）による特別講演「地質学と地質

学界の将来」では，沈み込み帯研究の最先端が紹介され，地質学

が社会にとっての重要性を一層増していることが説明された．地

質学界を取り巻く状況は明るいものではないが，関連学会との連

携による事態打開に向けた動きについても紹介がなされた．

2007年度支部役員

支部長　宮坂省吾（（株）アイピー）

支部幹事　庶務：川上源太郎（道立地質研），会計：渡邊　剛

（北大），岡村　聡（北教大），重野聖之（明治コンサルタント），

中川　充（産総研），今山武志（北大・院生），前田仁一郎（北

大），高清水康博（道立地質研）

会計監査：嵯峨山　積（道立地質研）

地質災害委員会　支部専門委員：川村信人（北大）

北海道地質百選検討グループ：石井正之（明治コンサルタント），

田近　淳（道立地質研），中川　充（産総研）

（より詳しい内容については，北海道支部HPを参照下さい）
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支部コーナー

☆北海道支部
報告

学会オリジナルフィールドノート
好評発売中！！

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．

☆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）

A２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



札幌市南区小金湯の豊平川の河床で，2001年，小学生がカイギュ

ウの化石を発見した．札幌市博物館活動センターを中心に，北海道

教育大学・北海道立地質研究所などが協力して，市民に公開しなが

ら，化石の同定・復元，化石産出層の調査・研究が進められている．

この見学旅行では，その成果を中心に，札幌周辺の地質を見学する．

日程：2007年９月８日（土）日帰り

見学コース：８：00 北海道大学総合博物館（旧理学部）前集合→

藻岩山→五輪大橋→石山緑地公園→小金湯→百松沢→定山渓温泉

→17：15 地下鉄真駒内駅前解散

主な見学内容：

（1）藻岩山山頂から札幌付近の地形を展望，地下構造を解説

（2）豊平川沿いで新第三系の層序・層相（火砕流堆積物・火山性礫

岩・ハイアロクラスタイトなど）および，関連する火山岩類（硬

石山石英安山岩など）を観察

（3）小金湯のカイギュウ化石産地を見学，“サッポロカイギュウ”

の特徴・産状，化石発見の意義などについて解説

（4）藻岩山溶岩・支笏火砕流堆積物など第四紀の火山岩・火山噴出

物を観察

（5）その他，火山性温泉（定山渓温泉）を見学

定員：20名

案内者：岡　孝雄＊（北海道立地質研究所）・岡村　聡（北海道教

育大学札幌校）・松田義章（札幌稲北高校）・前田寿嗣

費用概算：4000円（バス代・保険代・資料代）

地形図：2.5万分の１「札幌」「石山」「定山渓」

備考：

（1）マイクロバス使用．

（2）昼食・飲み物は各自持参.

（3）小雨決行.

（4）一部で沢に沿って歩きます．長靴などが望ましいが運動靴でも

可能です．

（5）今回の見学コースは，年会の見学旅行「豊平川」と同一コース

です．しかし当日の受付，使用するマイクロバス・資料などが異

なりますのでご注意ください

（6）遠方から参加を予定される方は，前日に札幌で宿泊する必要が

あります．宿は各自手配してください．問題がある場合は，事前

にご相談ください

（7）東京および名古屋方面は，新千歳空港からの当日最終便に十分

間に合います（５月の時刻表）．関西方面は時間に余裕がありま

せんので，事前にご相談ください

申込締切：2007年７月31日（火）

申込先：

氏名・連絡先を明記の上，お申し込みください

日本地質学会地学教育委員会

第114年学術大会教員対象見学旅行担当　中井　均

〒101－0032 東京都千代田区岩本町2－8－15 井桁ビル６F

FAX 03－5823－1156

e-mail: main@geosociety.jp

その他関連行事
◯小さなEarth Scientistのつどい

～第５回小，中，高校生徒「地学研究」発表会～

2007年９月９日（日） ９：00～16：00（参加費無料）

会場：日本地質学会年会ポスター会場（北海道大学）

発表申込締切：2007年７月20日（金）

◯地質情報展2007北海道－探検！熱くゆたかなぼくらの大地－

2007年９月７日（金）～９日（日） ９：00～17：00（入場無料）

会場：北海道大学クラーク会館

主催：産業技術総合研究所地質調査総合センター，北海道立地質研

究所，日本地質学会

◯市民講演会「地質遺産の活用でまちおこし

－ジオパークの試み－」

2007年９月９日（日）13：00～15：00（入場無料）

会場：北海道大学札幌キャンパス理学部５号館大講義室

札幌大会では，この他地学教育・地学史のセッションが予定され

ています．皆様の参加をお待ちしております．なおセッションや他

の年会プログラムへの参加には，大会参加登録費が必要です．ご注

意下さい．詳細は、大会予告記事または，大会ホームページ

http://www.ep.sci.hokudai.ac.jp/̃mmgc/GSJ-Sapporo2007/をご覧

下さい．
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日本地質学会第114年学術大会（札幌大会）関連行事

理科教員対象見学旅行
札幌1,500万年史（札幌周辺の地質見学

－“サッポロカイギュウ”化石産地を中心として－）

日本地質学会地学教育委員会・札幌大会準備委員会　共催，北海道教育委員会・札幌市教育委員会　後援

地学教育のページ
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2007年３月20日から24日にかけて，第８回Project A meeting in

Hawaii『海山を知り，宇宙を眺める』（リーダー：九州大・清川昌

一氏）がハワイ・オアフ島及びハワイ島にて開催された．国内各地

を転々としながら毎年開催されるこの会合は，今回で初めて舞台を

海外に移し，ハワイ大学の研究者も交えて国際的なものとなった．

今回は，「地球表層環境の変遷史の理解や付加帯研究等の様々な面

で『真の海山』を知ることは，地球科学を学ぶ上で非常に大事

だっ！」との清川先生のいつもの強力な牽引力と，ハワイ大学に短

期滞在中であった伊藤　孝氏（茨城大）の絶大な御尽力により，開

催が決まったようである．今回は地球科学を愛する研究者・学生ら

合計21名が参加者として集まった．中には外国が初めてという人も

いたが，海外経験の豊富な山口耕生博士

（JAMSTEC・IFREE）ら協力にも助けられ，

初の海外でのProject Aミーティングは行わ

れた．今回も，ミニシンポジウム・大学研究

施設見学・すばる望遠鏡見学・火山巡検等

と，相変わらずたくさんのメニューが盛り込

まれた．

１日目：２月20日朝，私達は常夏の楽園ハ

ワイ・オアフ島に降り立った．昼からは先生

方の案内で早速火山巡検に繰り出した．賑や

かなワイキキを抜け，オアフ島の名所，ダイ

アモンドヘッド前のバス停を降りた．火口の

外のなだらかな斜面に沿って設けられた頂上

までの遊歩道には，サージ堆積物の露頭が多

くあり，直ちに議論が始まった．トンネルを

抜けて頂上展望台に到着すると，眼前にはま

るで巨大なスタジアムのような大風景が広

がっていた．約30万年前のマグマ水蒸気爆発

でできたタフリングは，直径が１kmある．

故中村一明先生の教科書にも載っていたが，

後侵食期火山活動でできたものらしい．ダイ

アモンドヘッドを観光地としか見なかった私にとって，地質学的に

意味がある火山なのだと感動を覚えた．私は卒業論文で6000年前に

できた直径１kmのマールである鹿児島県鰻池の堆積物を扱ったが，

木々が生い茂り静かに水をたたえた鰻池と，ハワイの荒涼とした火

口の窪に共通点があると気づき，嬉しくなった．

２日目：いよいよシンポジウム開始である．オアフ島にあるハワ

イ大学School of Ocean and Earth Science and Technology

（SOEST）を訪れ，大学院生Samuel Hulme氏を交えたミニシンポ

ジウムである．規模こそ昨年の鹿児島県甑島でのProject Aより小

さいが，内容は高度でグローバルなものであった．シンポジウムは

リラックスした雰囲気の中で行われ，より活発な意見を述べやすい

ものであった．昨年は全く理解不能だった話が，理解できる部分が

増えた気がした．シンポジウムの合間に，Samさんにより研究室の

最新研究施設を案内していただいた．世界に２台あるうちの１つで

ある次世代大型SIMS（二次イオン質量分析装置Cameca IMS 1280）

を筆頭に，数々の各種高度分析装置を見て，最先端の太陽系の研究

や海洋研究を目の当たりにした．また，ハワイ大の大学院生の池

俊宏氏には，地震学・地球物理学系の研究室を案内していただいた．

各部屋では，教官・学生らが熱心に研究を進めていた．大学の廊下

は広く明るく荷物がなく，研究関連の展示やポスターが多い作りに

なっており，アメリカらしくダイナミックな中にユーモアのセンス

を併せ持っていた．例えば，縦２m×横15mの火星表面のパネルが

廊下にあったが，ハワイ大学の先生に「○○○は見つけた？」と聞

かれ，戸惑っていると，彼の示した先には火星のクレーターの隅に

立つ３cmのウォーリーであった．他にも地域性を生かしたハワイ

諸島周辺の詳細な海底地形図や日本の学校と同じくポスターを掲示

しており，興味のあるテーマを見つけては読みふけっていた．なお，

学生も教官も，おおむねビーチサンダルをはいていた．

３日目：オアフ島からハワイ島に移動．飛行機から美しい珊瑚の

海を眺めた後，ハワイ島の滑走路上空に到着するやいなや，眼下に

は植生のまばらな黒い大地が広がっていた．その先にはあまりにも

なだらかで一見低そうに見えるマウナケア山（高度4200ｍ）が見え

た．ハワイ島最初の巡検地はマウナケア山頂とすばる望遠鏡であっ

た．雲が漂いもう一つの山は見えず不安であった，途中のオニツカ

施設では，国立天文台ハワイ観測所の元気の良い林左絵子氏と合流

した．ハワイ州の車のナンバープレートには

虹の絵が描いてあり，不思議に思って尋ねる

と「ハワイは虹が多いのですよ．つまり雨が

多いですから」と．そこから天候を気にしな

がら，急峻な舗装道路をただひたすら山頂を

目指した．突然，晴れ上がった青い空と真っ

赤な火山山頂が見えた．快晴である．思った

より，ぼこぼことたくさんのスコリア丘が分

布している．草木の全く見られない4200mの

山頂の一種異様な状態は，太古代の地球を彷

彿させる気がする．山頂直前からはダート道

路になり，運転による砂埃を立てないように

時速５km以下の徐行が義務づけられている．

当然観測に影響があるためである．

山頂には様々な形の11カ国の天文台があっ

た．かなり下に雲海があり，高度を感じなが

ら，いよいよ望遠鏡内部に入った．ヘルメッ

トを着用し，高山病で意識が朦朧としてくる

が，エレベータで上がった空間には，巨大な

青い円筒形の物体が少しずつ動き出してい

た．すばる望遠鏡である．この青い物体の中

に技術の結晶である直径8.2mの一枚鏡が入っ

ているという．ちょうど望遠鏡の調整時で，傾き始めたところだっ

た．操作の殆どはコンピュータ制御されており，小さな誤差でも許

されない．林さんからは，望遠鏡の解体・保守点検作業や，研究

チームによる重要な発見がなされる瞬間について等，説明を聞いた．

高山病で頭が痛くなったが，望遠鏡を入れている建物自体が工場で，

この中で望遠鏡を組み立てたと聞き，改めて驚く．天文学者らは，

望遠鏡を使用するために多大な努力・お金を払っているため，１晩

の観測でも無駄にしないよう，整備は必ず日が沈むまでに終わらせ

るそうだ．これで宇宙の果てを観察していると聞くと，なにか壮大

な気がする．

すばる望遠鏡の建物をでると，暗雲が立ちこめてきており，ヒロ

で買い出し時には雷を伴う強烈な雨になった．夕食を買い込み，夜

まっくらになってVolcano Houseというキラウエア火山国立公園の

バンガローに入った．このときすでに20時くらいになっていたため，

荷物を入れるとすぐに公園内の軍駐屯地の１室に向かった．例年ど

おりProject Aらしく慌ただしく，夜間の研究集会が始まった．ひ

とたび発表となると，皆，疲れを忘れて聞き入り，議論は次第に熱

を帯びていき，それは23時すぎまで続いた．
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院生コーナー

九州大学理学部地球惑星科学部門
修士1年　二宮知美

Project A meeting in Hawaii
「海山を知り，宇宙を眺める」参加報告

Fig. 1 すばる望遠鏡:：ちょうど回転し

て横倒し状態になっている様子．



４日目：朝になると雨が上がっていた．いよいよハワイ島火山巡

検である．宿泊場所からすぐのところで，キラウエアの火口が見ら

れた．直径４～５km・深さ130mのキラウエアカルデラは，昨日の

雨を吸い込んだせいか至る所から蒸気を上げている．まだまだ熱い

のだ！ジャガーミュージアムでハワイ島の火山について学び，カル

デラに近づいた．少し移動すると，２つあるキラウエアのリフト

ゾーンの１つであるサウスウエストリフトが伸びている．カルデラ

内のハレマウマウクレーターでは硫黄臭がたちこめ，中を観察する

と一部で黄色い硫黄のチムニーがあり，すぐ双眼鏡の取り合いに

なった．現在活動中のプウオオ火山へ向かう途中，左手にある迫力

満点の溶岩流の断崖に圧倒された．巨大正断層ホーレイ・パリでは，

断層面をつたって1970年マウナウル噴火時の溶岩が流れ，黒い滝の

ようである．教科書でしか見たことのなかった溶岩トンネルや溶岩

チューブ等の構造を，実際に間近で観察できた．岩石学の専門家で

ある金丸龍夫氏（神戸大）や菅沼悠介氏（東大）は，全く知識のな

い私に溶岩について丁寧にいろいろと教えてくれた．パホイホイ溶

岩の表面は実際にみると光沢があり，流れに平行な筋状の模様や，

流れに直交した縄状の模様，舌状の溶岩チューブが認められた．と

ころどころでは，「ペレの毛」と呼ばれる噴出溶岩の急冷相もあっ

た．ホーレイシーアーチ（Holei Sea Arch）に着くと，数マイル先

で海に溶岩が流れ込み水蒸気がもくもくとたっているのが見えた．

ここまで来ると，もっと先に行って見てみたいというはやる気持ち

は抑えられなかったが，既に夕方であったため，翌朝４時の出発を

約束してキャンプ場へ戻った．

バンガローでのバーベキューの夕食が終わる頃に，また大雨が降

りはじめてしまった．しかし，今晩はお腹も満ちていたので，幸せ

な気分で研究発表会に向かった．前日同様，夜中まで続いた．私も

発表があり，いろいろ的確で建設的な意見をいただき，これからの

研究課題が明確になった気がした．Project Aミーティングはプラ

ス思考の会合なので，私達のような初心者マークでも良いアドバイ

スをもらえる．時差ぼけにもかかわらず，参加者の方々がそれを感

じさせない程にがんばっているのに本当に驚いた．

この３日間のミーティングでは，層序学・地球化学・古海洋学・

火山学・岩石学といった地球科学ならではの幅広い分野の他，人生

論・新入社員の心得などの話もあり，学問的にも今後の生き方にも

ためになるものであった．東大の菅沼悠介さんはこの日なんと30歳

の誕生日を迎えた．

５日目：最終日の午前４時，暗闇の中に赤く光って流れる溶岩を

見るべく，未明から出発した．途中，キラウエア火口の駐車場で満

点の星空を見た！福岡の100倍ぐらいの多くの星が見えた気がした．

昼間通った断層崖から，数マイル先で赤く神秘的に光る溶岩が見え

た．昼間の水蒸気だけの風景とは全く違った地球の動きを感じる．

再びホーレイシーアーチから，懐中電灯を手に溶岩地帯に足を踏み

入れ数キロ歩く．パホイホイ溶岩はガラス質なので滑りやすい．ふ

と前方が見にくくなったと思ったら，突然，雨期特有の強烈なス

コールに襲われた．先ほどの星空が嘘のようで，何もない溶岩大地

の中で，猛烈な雨に打たれて佇んだ．空を見ると，黒々とした雨雲

がいくつも待ち構えていた．どうしても行きたい衝動に駆られたが，

あと2時間かかることもあり，今回は残念ながら引き返す決断がな

された．帰りの道中で振り返ると，紫色に光を帯びだした東雲「し

ののめ」の空の下では，先ほど雨が降ったにもかかわらず，溶岩が

赤々と輝き続けていた．夢が１つ叶った瞬間であり，もっと近くで

見てみたいという新たな希望が誕生した瞬間でもあった．

オアフ島に戻る夕方の飛行機の時間迄，ハワイ島巡検を続けた．

サーストン・ラバチューブでは溶岩トンネルの中を歩いて内部構造

を観察し，ブラックサンドビーチでは浜に上がっていたウミガメに

は目もくれずに溶岩でできた砂粒を観察した．ふと我に帰ると，こ

の４日間のほとんどの時間で美しい海に背を向けていた事に気がつ

いた．荒涼とした大地や黒々とした溶岩の一つ一つの風景に格別の

面白さを見い出せるのは，地球科学ならではの醍醐味であろう．

オアフ島に戻った後，この５日間のことを振り返った．研究発表

にまたしてもついて行けない場面があった自分の未熟さを悔しく思

うと同時に，先生や先輩方のように発表の全てを理解して活発に意

見を交えたいと強く感じた．広大な溶岩の地形を体感して，より大

きなスケール地球観を得た事や，ハワイ大学の学生が研究に取り組

む様子，参加した同世代の発表に進んで興味を抱けた事は，どれも

今後勉強をしていく上で励みとなるであろう．そして，子供の頃に

は百科事典でしか見られなかった「すばる望遠鏡」や，頭の隅では

疑っていた赤い溶岩流の存在を確認できたことは，まさに夢が叶っ

たという感じで，何物にも代え難い貴重な経験であった．今回の出

費は15万ぐらいで，いまその穴埋めに苦しんでいるが，それ以上の

体験をし，地質学は本物を実際に見るというのが，いかに大切です

ばらしいかを学んだ．多くの感動と興奮があった今回のProject A

meetingを無事成功に導いて下さった関係者の方々には，心から感

謝している．

今回の経験を充分に活かして，来春に開催予定の次回のProject

A meetingでは，もっと大きなものを得たい，そして自分から何か

与えたいと感じています．Project A meetingの参加はオープンで

す．是非，皆様もトライしてください．そして，感動を共有しま

しょう！

参加者の内訳：研究者９名，大学院生６名，学部生４名，一般２

名；

所属：茨城大・東京大・神戸大・高知大・九州大・ハワイ大，海洋

研究開発機構
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院生コーナー

Fig. 2 キラウエア火口:：雨のあとで割れ目に沿って，水蒸気があ

がる様子．中央部には硫黄のチムニーなどもみられる．

Fig. 3 ハワイ大学のミーティング後の様子：笑顔の参加者．



多井義郎先生の
ご逝去を悼む

多井義郎先生は本年３月28日夜，

肺癌のため三木市民病院で逝去され

ました．二度の入院と自宅療養のお

よそ半年間の闘病生活でしたが，ご

令室の手厚いご看病の甲斐無く永眠

されました．享年86でした．

先生は，大正11年４月９日兵庫県に生まれられ，広島高等師範学

校を経て広島文理科大学地学科に入学，昭和23年３月に卒業されま

した．同年４月に広島文理科大学副手になられ，助手を経て昭和32

年2月広島大学理学部講師，昭和35年４月皆実分校助教授に昇任さ

れました．また同月には「西部本州の中新世微化石層位学」（英文）

の論文により広島文理科大学より理学博士の学位が授与されまし

た．同43年３月教養部教授に昇任，同49年６月総合科学部教授に配

置換えになられ，同50年と54年には旧ソヴィエト連邦へ出張，停年

一年前の同60年３月に広島大学を退職され，同年４月広島大学より

名誉教授の称号を授与されました．更に同年４月１日付けで武庫川

女子大学教授に就任，平成５年３月に退職されました．

広島大学皆実分校から教養部にあっては，一般教育の地学を担当

され，地学教育の充実と発展に鋭意努力されました．総合科学部創

設後は，自然環境研究講座教授として地質学，古環境学等を担当，

さらに大学院環境科学研究科設置後は地質環境論を主宰され，一般

教育の確立と学部・大学院教育における学際的教育の確立に尽力さ

れました．

先生はご専門の微化石層位学の研究において優れた業績を挙げら

れました．本州西部に広く分布する第三紀中新世の海成層について

詳細な層序の検討をされ，有孔虫微化石に基づく地層区分，地質時

代の決定，国内外の中新統との対比をされ，本州西部における海成

中新統の有孔虫微化石層位に基づく標準層序区分および階区分を創

設されました．この層序区分は，東北日本や北海道などの主要な中

新統との対比にも有効に活用されました．また，日本海側の海成中

新統中の一連整合の泥岩層中で，有孔虫化石群集が急にその組成を

変える著しい境界の存在を発見され，これをフォラム・シャープ・

ラインと呼び，これが対比の基準線として日本海側中新統の対比お

よび古環境復元に広域にわたって有効に利用できると報告されまし

た．

昭和50年，日本学術振興会の派遣研究員として旧ソ連科学アカデ

ミーの招待で訪ソの際，同アカデミー地質学研究所のM. Ya.

Serova教授との共同研究で，日本と極東ソ連との新第三紀有孔虫

群集の発達段階と地質層序の対比について研究されました．特に昭

和38年に先生によって提唱された対比基準線，フォラム・シャー

プ・ラインがカムチャッカやサハリンで追跡できることを確認さ

れ，Serova教授と共著で旧ソ連の科学アカデミーから出版されて

いる雑誌に報告され，それまで皆無であった日ソ間新生界の詳細な

対比が可能であることを立証されました．その後，加藤道雄氏（現

在，金沢大学理学部教授）の協力を得て，北海道中部や南部にも研

究の歩を進め，サハリンやカムチャッカの微化石群集と比較されて

います．

先生は，瀬戸内海の海底堆積環境の環境論的研究を加藤氏と協力

して遂行され，また国立極地研究所の南極リュツオホルム湾の海底

堆積物中の現世有孔虫についても同氏と共に研究されました．

また，過去80余年にわたって論争のあった中国脊梁面及び吉備高

原面の成立について，両平坦面形成に時代的差異はないと結論づけ

られました．脊梁山地における吾妻山の平坦面よりウニ・貝化石を

含む海成中新統の備北層群下部砂岩層を発見され，脊梁面と吉備高

原面は鮮新世時代に同一削平作用を受けて出来た準平原面で，その

後の衝上断層を伴う波状曲隆運動によって現在の高度差を生じた

と，波状曲隆運動の挙動形態をはじめて図示して公表されました．

このことは幾つかの学術書にも引用されました．

学内にあっては，先生は広島大学キャンパス用地調査委員会の委

員を務められました．東広島市で中期更新世の西条層及び後期更新

世の段丘堆積物が広く分布する地域の地質調査に当たられ，地質図

と夥しい地質柱状図を作成され，統合移転候補地として現在の広島

大学キャンパスの選定に貢献されました．

学外では，日本地質学会西日本支部会の企画委員や幹事，広島地

学会の副会長等を歴任され，会の運営と発展に貢献されました．先

生は金属鉱物探鉱促進事業団の調査員，同事業団精密調査岩芯検討

委員として中国地方の黒鉱鉱床開発のための基礎的研究に従事され

ました．島根原子力発電所（中国電力（株））の第二号機耐震委員

会の委員としても，二号機の安全設置のため地質学の面から検討さ

れ，同機の安全設置に尽力されました．財団法人国土開発技術研究

センターでは建設省中国管区内の地質図作成委員会の委員長として

中国地方の土木地質図・同解説書の作成に当たられました．

広島大学総合科学部の創設は大学院設置も視野に入れたものでし

たので，新学部設置後，教室の整備に多井先生は陣頭指揮を取られ

ました．図書室の整備では教室で選定した国内外の雑誌のバックナ

ンバーや書籍等が東京の古書店からトラックで運び込まれました

し，研究用実験装置等の設置や学生実験用の顕微鏡等も補充されま

した．この時期の先生は，訪ソの予定もあり，まさに八面六臂の活

躍をなさっておられたことが思い出されます．

先生の大学での日常は時計の様に正確で，時間についてはご自分

に厳しい方でした．研究室では寸暇を惜しんで顕微鏡下に有孔虫を

見ておられました．研究室は常に整頓されていて，私が誰某の論文

別刷を貸してください，と申し出ますと立ち所に見つけ出されて貸

してくださいましたし，書類についても全く同様でした．

先生は高潔で，物事に拘泥されず，明るく，温厚なお人柄の方で

ありました．また，該博な学識で学生の指導に当たられ，多数の教

え子を育成されました．彼らは地質技術者，教育者，研究者となっ

て世に出ています．広島市東千田キャンパスでは，先生の研究室と

私の研究室（旧自然棟時代）はドアー続きの部屋でしたので，先生

の部屋で開いておられたゼミの時間に学生の笑い声が一斉に起こっ

たりするのが偶に聞こえましたので，良い雰囲気で教えておられる

なと私は思ったものです．先生独特の温かいオーラで彼らを包みな

がら育てておられました．

武庫川女子大学をご退職後は専ら俳句三昧のご生活を楽しんでお

られました．私が一昨年秋にご夫妻をお訪ねした時，広島時代の関

係者の来訪があると「銀座俳句」に投稿していた俳句が必ずといっ

て良いくらい入選する，これは本当に不思議だよ，と大変嬉しそう

なお顔をなさったことが髣髴として甦ります．最近はご令室の悦子

様が色紙に水彩の絵をお描きになり，先生が絵に添えて入選作の俳

句を認められたものを折りに触れて頂戴いたしました．銀座俳句の

入選作（秀逸・佳作）の中から私どもの生業に関係あると思われる

ものと先生最後の句をここに原文のまま記させて頂きます．

山頂や枯木の闇に春の星

春めくや買ひ揃えたる地図と靴

化石出しラベル書き換え夏終わる

路迷ふ汗ぽたぽたと地図の上

青空へ煙ますぐや落葉焚く（最後の句）

先生のご鴻恩に改めて感謝申し上げると共に万感をこめて偏にご

冥福をお祈りいたします．なお，ご遺族のご多幸を切にお祈り申し

上げる次第です．

（佐田公好）
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土谷信之さんの
御逝去を悼む

長い間本会会員であった土谷信之さんは，2007年５月11日，内臓

疾患のため亡くなられました．

53歳の誕生日を２日後に控えての，あまりにも早い旅立ちでした．

第一線の研究者としてこれからという時に病に倒れ，それからの10

年近くに及ぶ闘病生活に思いを馳せますと，いまは安らかにお眠り

下さいと言うほかに言葉が見つかりません．

土谷信之さんは1954年５月13日長崎県長崎市で出生されました．

幼い頃から天体観測など自然への関心が深く，県立長崎南高校では

地学部の部長として活躍されました．高知大学文理学部において，

鈴木尭士先生のもとで地質学の研究者としての道をスタートし，そ

の後九州大学大学院理学研究科に進まれました．

大学院修士課程在籍当時の土谷さんは物静かながら確固たる信念

を持ち，当時，勘米良研究室での主要研究テーマであった四万十帯

の成因について，宮崎県耳川中流域の厳しいフィールドでの研究活

動に従事しました．その研究成果は「四万十帯緑色岩類の産状と岩

石学的特徴」として結実しています．こと研究に関しては先輩諸氏

に対しても臆することなく，フィールドでの観察事項に対する解釈

の違いについて激論を戦わす一面もあり，騒ぎを聞きつけた勘米良

先生が仲介されるという一幕もありました．また時に研究が深夜に

及ぶと夜食が欲しくなり，各自持ち寄った食材で調理する事になる

のですが，土谷さんは出身地長崎の名物である固焼きそばを作るの

を得意としており，皆でおいしく食べた事が懐かしく思い出されま

す．座が和むと少し能弁となり，自らを引き合いに出しての絶妙の

笑いを誘うユーモラスな一面を持ち合わせておられました．

修士課程を1979年に修了し，同年，通商産業省工業技術院地質調

査所（現，産業技術総合研究所）に入所されました．

地質調査所に入所後，大学院在籍時からの友人で，当時結婚３年

目であった中島宅に招かれた際には，泣き止まない友人の長女をみ

て「うるさいけど家庭を持つのもいいな」としみじみと話され，そ

の後しばらくしてよき家庭人としてもスタートを切られました．

地質調査所では島弧地質の実態解明と地質図幅の作成を主たる任

務とする地質部に所属され，病気のため退職の止むなきに至るまで

の27年間その職務に励まれました．

主として秋田県から新潟県にかけてのグリーンタフ地域の地質調

査を精力的に実施し，「太平山」・「象潟」・「中浜」・「鶴岡」・「清

川」・「大沢」・「鳥海山及び吹浦」・「刈和野」・「岩ヶ崎」・「飯山」

等々の地域の1/5万地質図幅を作成されました．また第三紀火山岩

類の専門家として，北関東や西南日本，九州等の図幅作成及び広域

編さん地質図の作成にも参加を乞われ，これまでに1/5万地質図幅

「温泉津及び江津」，1/20万地質図幅「村上」等々の図幅を作成して

きました．

また，これらの地質図幅作成と並行して主として火山岩を対象と

する岩石学的研究にも熱心に取り組んでこられました．その成果の

代表的なものとしては，東北日本日本海側の火山岩類の精密な地質

調査を行いその正確な時間的空間的分布と岩石化学的特徴を明らか

にし論文にとりまとめた，「東北日本孤の中新世中期における玄武

岩の背孤リフト火成活動」が挙げられ，これにより北海道大学より

博士号を授与されています．また，地質学雑誌1988年掲載の論文

「秋田－山形油田地帯付近に於ける中新世中期玄武岩類の背孤リフ

ト火成活動」により平成元年度日本地質学会研究奨励賞を受賞致し

ました．

90年から91年にかけては企画室付きとして，所の運営業務をサポ

ートする任務に従事されました．この頃は１年のうち50～80日を野

外調査に費やすと同時に，それと並行して調査終了図幅の原稿を執

筆するというハードなスケジュールをこなしていた時期でした．そ

のような状況下での一年間の研究中断は，その後の負担増が明らか

なだけに土谷信之さんも大変ご苦労されたと思いますが，愚痴をこ

ぼすこともなくそれまでと変わらずデスクワークに励んでおられま

した．当時の地質部年次報告には，「私にとって，企画業務は研究

面ではマイナスであったが，視野を広めることが出来た」という彼

のコメントが残されています．

その後も，精力的に各地の地質図幅調査を行うとともに，地質学

論集の論文執筆や人事院等内外の委員，地質図幅プロジェクトのサ

ブグループ長などを努め，中堅研究者として重要な役割を着実にこ

なしてこられました．しかしながら，40代半ばで病に襲われ，以後

仕事を続けながら病と闘ってこられましたが，昨年春退職され，以

後治療に専念しておられました．退職時の所属は，産業技術総合研

究所地質情報研究部門島弧複合地質研究グループでありました．

研究の中断により未完のまま残されたフィールドノートやルート

マップ・地質図類・岩石試料等は後継の者に引き継ぐべく現在整理

しているところですが，なかにはほぼ完成状態の1/5万地質図もあ

り，すべてを中断して旅立たなくてはならなかった土谷さんの無念

さがあらためて忍ばれます．

土谷さんは日頃から物静かで，どちらかといえば寡黙な印象であ

りましたが，３時のお茶に集まって雑談している際などには，興味

のある話題になると一転して多弁になり，楽しそうに話されていた

姿が，その笑顔と共に思い出されます．

土谷信之さんは，奥様のえり子さん，一人娘の桜子さん，小さい

時から慈愛のまなざしで見守ってこられたお兄さんらに見送られて

逝かれました．桜子さんが希望する大学にこの春無事入学を果たし

たことを見届けてからの事であったのが，せめてもの慰めでありま

した．謹んでご冥福をお祈りいたします．

なお，ご遺族の要望により，ご家族の住所の公表は控えさせて頂

きます．

（久保和也・中島浩一）
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　　　  年Year 　　月Mo 　　日Day 生born on　 

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

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

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

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

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

Sex：□ 男 Male　□ 女 Female　Country： 

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

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

　　　　　   学校 High school　　　　年卒業 Year completed

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

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

電話Phone :　　　　　　　　　　　 　　ファックスFax :

電子メールE-mail :

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

電話Phone :　　　　　　　　　　　 　　ファックスFax :

電子メールE-mail :

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

紹介者名（正・院生会員）       　　　　　　　　　　　　印 

Recommended by （name of member）　　　　　　　　　　Signature        　　　　　　　 

院生割引申請欄：運営細則に基づき会費の院生割引を申請いたします． 

指導教官（員）　所属：　　　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　印 

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

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

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

Application form for the Geological Society of Japan





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


