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写真　北中康文

本年の日本地質学会表彰（本誌p.14参照）の受賞理由になった

「日本の滝」（山と渓谷社発行）のⅡ西日本767滝の表紙を飾る滝で

ある．熊本県南部，人吉市の西部位置し，肥薩火山岩類のみごとな

柱状節理にかかる．日本の滝100選に選ばれている．

「日本の滝」北中康文著（山と渓谷社発行）

Ⅰ東日本661滝，432p，3990円（税込），2004年９月発行，ISBN4-

635-06257-0

Ⅱ西日本767滝，496p，4410円（税込），2006年８月発行，ISBN4-

635-06258-9

札幌大会関連プレスリリースについて

札幌大会での講演や行事について．８月24日（金）にプレス発表

を行う予定です．学会ニュース誌５月号で予告した日時から若干変

更になりましたので．ご注意願います．学会からのプレス発表をご

希望の方は．８月１日（水）までに学会事務局（ma i n@

geosociety.jp）にご連絡願います．会員の皆様におかれましては．

プレスリリース解禁日をお守りいただき．公平かつ効果的な情報発

信にご協力願います．不明な点は学会事務局までお問い合わせ願い

ます．

（日本地質学会広報委員会）



①　向山理事から以下の報告があった．

１．会員減少などにより500万円の収入

減であったが，一部事業が繰越となり

支出も少なかったため収支に差はな

かった．

２．上記以外は，ほぼ予定通りの予算執

行がなされた．

②　佐藤尚弘監事から適正な会計処理がな

された旨，会計監査報告がなされた．

③　２号議案の承認（拍手）．

採決結果

議決権行使書　35，賛成35，反対０，保

留０

議場評決総数　87 賛成87，反対０，保

留０

委任状　35，賛成35，反対０，保留０

賛否　合計　賛成157

（3）３号議案　選挙結果の報告（本誌10巻２

号参照）

①　関選挙管理委員長から報告

②　３号議案の承認（拍手）

採決結果

議決権行使書 35，賛成35，反対０，保

留０

議場評決総数 87 賛成87，反対０，保

留０

委任状　35，賛成35，反対０，保留０

賛否　合計　賛成157

（4）新旧役員，代議員の交代

議長より，この時点での2006年度と2007年

度の役員，代議員の交代が告げられ，４号議

案からの議決権は2007年度の役員ならびに代

議員に移ることの確認が行われた．

①　出席者数の報告

成立定数102名

現在の出席者90名，特定委任３名，議決

権行使書35名，委任状32名，合計160名で

成立している．

（5）４号議案　2007年度事業計画について

（本誌別掲参照）

①　天野副常務理事から報告

②　坂口インターネット委員長からホーム

ページのリニューアルについて説明

③　４号議案に対する質疑

１．博物館としてIYPEを利用して普及

活動を行いたいので，学会としてバッ

クアップしていただきたいとの意見が

あった．

２．IYPE，ジオパーク，地質の日を個

別で行うのではなく，それらを有機的

な活動としていきたいので，博物館と

も連携をとりたい（佃副会長）．

④　４号議案の承認（拍手）．

議事録
議　長　小嶋　智

副議長　木村克己

日時　2007年５月14日　17：30－19：13

会場　幕張メッセ　国際会議場　302会議室

１．開会

（1）久田行事委員長より開会の宣言

２．議長および書記選出

（1）議長：小嶋　智，副議長：木村克己

書記：青野道夫，柴　正博の各代議員が

選出された．

３．議案

（1）１号議案　2006年度事業経過報告（本誌

別掲参照）

①　渡部常務理事から昨年度の事業経過報

告が資料を基に行われた．

②　理事会議決事項に関する資料訂正

２．２）の任期２年，2008年総会まで

→2007年

２．２）新任（2008年）まで　→2007年

③　逝去者13名に対して黙祷

④　出席者数の報告

成立定数102名

現在の出席者84名，特定委任３名，委

任状31名，議決権行使書35名，合計153

名で成立している．

⑤　１号議案に対する質疑

１．法人化にかかわる現状の説明を求め

る発言があった．

２．昨年に公益法人法の改訂があり現在

文科省，内閣府との調整中で認可作業

が中断している．新法施行前に認可さ

れるよう，努力していきたい（齊藤靖

二法人化実行委員長）．

３．賞推薦理由の下記について間違いが

あったことが指摘された．

・日本地質学会賞の推薦理由の19行目

（闢崎氏→磯闢氏）

・Island Arc賞の掲載年（2003年の追

加）

⑥　時間節約のため，反対・保留意見がな

ければ，本総会における議決をカードで

はなく拍手で行うことが議長から提案さ

れ，拍手で承認された．

⑦　１号議案の承認（拍手）．

採決結果

議決権行使書　35，賛成35，反対０，保

留０

議場評決総数　87 賛成87，反対０，保

留０

委任状　35，賛成35，反対０，保留０

賛否　合計　賛成157

（2）２号議案　2006年度決算報告（本誌別掲

参照）

採決結果

議決権行使書　35，賛成35，反対０，保

留０

議場評決総数　93 賛成93，反対０，保

留０

委任状　32，賛成32，反対０，保留０

賛否　合計　賛成160

（6）５号議案　2007年度予算案について

①　向山理事から５号議案の説明

１．管理費のうち事業における管理費は，

事業費に振り分けた．

２．今後の会員数予測を行った結果，現

在会員は4400人で会費収入は5000万円

だが，平成22年度には4000人で4500万

円程度になる．シニア会員の割引など

も検討し会員の確保に努力したい．

②　５号議案に対する質疑

１．法人化および専門部会・研究委員会

の予算について，少なすぎるのではな

いかとの質問があった．

２．専門部会・研究委員会の活動の多く

はボランティアでやっている場合が多

く，学会としてもできるだけ補助した

い（向山理事）．

３．法人化については，書類制作につい

てはすでに終了していて，費用はあま

りかからない（齊藤法人化実行委員

長）．

４．事業収入に対して事業費支出が多い

のは問題ではないかとの質問があっ

た．

５．学会は事業収入が少ないので，改善

していきたい（向山理事）．

６．会員獲得のため，院生会費を値下げ

できないか，との質問があった．

７．院生・学生の会費値下げによって，

会員増が見込めるならば検討したい

（向山理事）．

８．IYPEなどの活動に対しての予算処

置について質問があった．

９．事業関連管理費で対応していく（向

山理事）．

10．シニア会員の割引の導入にあたって

は希望者のみを対象にすべきであると

の意見があった．

11．いくつかの選択肢を考えて検討して

みる（向山理事）．

③　５号議案の承認（拍手）．

採決結果

議決権行使書　35，賛成35，反対０，保

留０

議場評決総数　93 賛成93，反対０，保

留０

委任状　32，賛成32，反対０，保留０

賛否　合計　賛成160
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・その他委員会：　各賞選考委員会（選考

検討委員会，アイランドアーク賞選考委

員会を設置し，該当賞の選考を諮問），

地質基準委員会，名誉会員推薦委員会，

女性地球科学者の未来を考える委員会，

オンライン化委員会，インターネット委

員会，アイランドアーク調整委員会，法

務委員会など，メールによる会議を含め，

随時開催し活発な審議を行った．

３）行事の開催

＜第113年総会＞

日時：2006年５月22日

会場：幕張メッセ　国際会議場

＜第113年年会＞

会期：2006年９月16日-18日

会場：高知大学

参加者：718名（会員680名，非会員38名）

一般発表：476件（申込み480件）：口頭249

件（申込み250件），ポスター227件（申

込み230件）

シンポジウム：９件（74講演）

見学旅行：実施12コース（１コースのみ２

回実施，企画11コース）

優秀講演賞の授与：９件（ポスター発表の

み）

ランチョン：専門部会を中心に13件

夜間小集会：11件

＜日本地質学会各賞の授与式＞

日時：2006年９月16日

会場：高知大学共通教育棟２号館212教室

日本地質学会賞受賞記念講演：平　朝彦会

員「日本の地質学の発展と将来」

日本地質学会柵山雅則賞受賞記念スピー

チ：辻森　樹会員

＜年会関連行事＞

・地質情報展「2006こうち―黒潮よせるふ

るさとの地質―」2006年９月15日～17日

共催：（独）産業技術総合研究所

・一般公開シンポジウム「防災教育と地質

学：子ども達を災害から守るために」

20065年９月17日：パネラー：鈴木尭士

会員，小川晴美氏，山本　聡氏，齊藤靖

二会員

・地学教育委員会：

第３回小・中・高校生徒地学研究発表

会　2006年９月17日：参加校10校，12件，

うち４件に優秀賞を授与した．

第５回地学普及のための巡検「室戸半

島の四万十帯」（2005年９月17日）を企

画したが，台風13号の接近により中止と

なった．

４）出版物の刊行

＜地質学雑誌＞

112巻４号（2006年４月）～113巻３号

（2007年３月）を刊行した．総ページ数は665

ページ．

地質学雑誌補遺：高知大会見学旅行案内書

CD-ROM版

＜日本地質学会ニュース＞

９巻４号（2006年４月）～10巻３号（2007

年３月）を発行した．総ページ数は342ペー

ジ．

＜Island Arc＞

・Island Arc 編集委員会の編集により，

Blackwell Science 社より Vol.15,Issue 2

～Issue 4 Vol.16,Issue 1 を刊行した．総

ページ数は560ページ．

・日本学術振興会から2007年度科学研究費

補助金（定期刊行物）の交付内定を得た．

＜出版社を通じての刊行＞

・共立出版：フィールドジオロジー２巻

「シーケンス層序と水中火山岩類」，「デ

ジタル地質学用語集　CD（Windows

版）」を発行

５）関連外部委員会への協力

下記の関連外部委員会等に対して本学会か

ら選出された委員を通じて，これまでに引き

続きそれぞれの活動，関連学会の発展と連携

に協力した．

日本地球惑星科学連合：運営会議副議長,

評議員（木村　学），連絡委員（久田健一郎），

プログラム委員会（副委員長；渡辺真人）財

務委員会（七山　太），教育問題検討委員会

（委員長：阿部国広，委員：芝川明義，中井

睦美（教員養成等検討小委員会世話人）），国

際委員会（公文富士夫），男女共同参画委員

会（宮下由香里），国際地学オリンピック小

委員会（副委員長　久田健一郎）

地質科学関連学協会連合（天野一男），自

然史学会連合（斎木健一），地理関連学会連

合，地質技術関連学協会継続教育協議会

（CPD，公文富士夫），日本技術者教育認定

機構（JABEE，福沢仁之），国際惑星地球年

（IYPE）国内準備委員会（佃　栄吉），原子

力総合シンポジウム（運営委員，高橋正樹），

アイソトープ・放射線研究発表会運営委員会

（運営委員，小笠原正継），JIS A 0204と新規

JISの原案作成委員会委員（委員長：坂　幸

恭），地質情報活用機構（GUPI）技術者の認

定制度創設のための委員会委員（山本高司）

６）その他報告事項（主なもの，そのほかは

News誌，HPに掲載の理事会議事録，評議

員会議事録参照）

＜他学協会との共催・後援あるいは協賛行

事，この期間に依頼のあったもの＞

・第17回国際堆積学会議（ISC2006）（８

月27日―９月１日）共催

・学術会議地球惑星科学委員会主催，

IYPEシンポジウム「国際惑星地球年

2007-2009」，国際地球惑星年　開催宣言

式典（１月22日）協賛

・国際地質科学連合の理事会（IUGS-EC）

（07年１月16日～20日，奈良市）開催支

援．

・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

・ゼオライト学会：第14回「ゼオライト夏

の学校」協賛，「第22回ゼオライト研究
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（7）６号議案　名誉会員の推薦について（本

誌別掲参照）

①伊藤副会長から報告

②6号議案の承認（拍手）

採決結果

議決権行使書　35，賛成35，反対０，保

留０

議場評決総数　93 賛成93，反対０，保

留０

委任状　32，賛成32，反対０，保留０

賛否　合計　賛成160

３．閉会

（1）木村会長挨拶

（2）札幌大会の概略説明（竹下札幌大会実行

委員会事務局長）

（3）閉会宣言（小嶋議長）

2006年度事業経過報告
１．報告事項

１）会員の動静

2007年４月末現在の会員は，賛助会員34社，

名誉会員74名，正会員4157名（うち院生割引

163名），

準会員25名，会員総数4453名，2006年４月

末と比べて78名の減少であり，その内訳は次

のとおりである．

入会者　150名（正会員129名（うち院生割

引94名），準会員21名）

退会者　115名（正会員115名（うち院生割

引９名））

除籍者　99名（正会員99名）

逝去者　14名（名誉会員６名，正会員８名）

名誉会員：小島丈児，羽田忍，市原実，茅

原一也，佐藤博之，秀　敬，

正会員：阿久津純,川上廣，曽屋龍典，島

田 郎，赤嶺秀雄，多井義郎，大矢暁，

吾妻穣

＊今年度に入り，杉山隆二名誉会員が逝

去された．

２）学会運営に関する諸集会及び委員会等の

活動

＜第113年総会＞

日時：2006年５月14日　13：00～15：00

会場：幕張メッセ　国際会議場

出席者：代議員：出席　88名，委任状提出

者　72名，理事　16名，合計　176名，

定足数102名

審議事項：１）2005年度第２期事業経過報

告，２）2005年度第２期決算報告，３）

選挙結果報告，４）2006年度事業計画案，

５）2006年度予算案について，６）名誉

会員の推薦

＜委員会等の開催＞　

・理事会（12回）議事内容，報告等につい

ては，随時HP,ニュース誌に掲載

・定例評議員会（４回）議事内容，報告等

については，随時HP，ニュース誌に掲

載



会主催「ジオフェスティバル」（9/2）・

全地連主催「技術e-フォーラム」（9/6～

7）・産総研主催「地質情報展」（9/7～9）

などが札幌で開催されることから，この

期間をGeo-Weekと名付け，北海道支部

を含む各主催団体が共同で宣伝・広報活

動などにとりくむ．

東北支部

１．支部総会と学術講演会（2007年３月17

日－18日，秋田大学）

・参加者は約50名，（久田行事委員長も参

加）

・支部活動の方向：３月開催を定例とし，

これまでの隔年から毎年行うことを確認

・2008年の全国大会へ向けての活動の強化

等が決議された．

・次期幹事校：東北大学

・学術講演会：口頭発表16件，ポスター発

表５件

関東支部

１．平成18年度支部総会と講演会（特別講演

と総会記念講演会）（６月18日）

２．シンポジウム「地球から読み取る未来－

かけがえのない地質遺産からみえるも

の－」（10月５日）

＊講演内容を編集し，同名の小冊子（41p.）

を作成し，関係各機関に無料配布．

中部支部

１．中部支部総会・シンポジウム「中部地方

の火山と火山岩」，参加者43名（2006年６

月３日）

２．巡検「富山県西部，中新世のアダカイト

と月長石流紋岩」，参加者25名（2006年６

月３日）

近畿支部

１．近畿支部，四国支部・西日本支部　合同

例会（2006年７月１日，岡山大学理学部本

館）

・内容：口頭発表６件，ポスター発表６件，

・岡山大学構内巡検「古第三紀吉備層群の

崖錘堆積相」，案内者：鈴木茂之（岡山

大学）

２．見学会「北摂地域の地下水環境と地質」

（2006年11月24日），参加者数：34名（内，

学生４名）

主催：日本地質学会近畿支部・日本応用地

質学会関西支部，

協賛：関西地質調査業協会

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（高槻市）・鍵本司（応

用地学研究所）・高階義大（神戸大学）・

三田村宗樹（大阪市立大学）

３．地質災害調査団「奈良県国道169号法面

崩壊地調査」（2007年２月６日　13：00～

16：00）

調査団長：千木良雅弘（京都大学），調査

発表会」共催

・日本粘土学会：「第51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（2006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（2006年

11月24日）協賛

・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

・火山都市国際会議島原大会（2007年11月19

日―３日，島原市）後援

・日本アイソトープ協会：「第44回アイソ

トープ・放射線研究発表会」（07年７月

後開催）を共催．運営委；小笠原正継会

員（産総研）を推薦．

・日本原子力学会：原子力総合シンポジウ

ム2007開催（５月末予定）の共催依頼

（主催学術会議），を了承した．運営委

員；高橋正樹会員を推薦．

・ G U P I （ 地 質情報活用機構）の

GEOFORUM－３「地域観光資源とビジ

ター産業」（2006年２月３日）を協賛

・産業技術総合研究所と2006年度の共同研

究契約を締結：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」

＜その他＞

・地球惑星科学連合として中央教育審議会

に提言書提出．「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」

７）支部の活動

北海道支部

１．北海道支部総会・個人講演会（７件）・

懇親会（2006年７月１日）

・2006年度の支部体制

支部長：宮坂省吾，幹事：前田仁一郎

（庶務），渡邊　剛（会計），中川　充，

岡村　聡，川上源太郎，重野聖之，今

山武志．会計監査：嵯峨山　積.

２．日本地質学会第114年学術大会（2007）

準備支援事業

・大会準備委員会を発足：岡田尚武氏に準

備委員長を，竹下　徹氏に事務局長就任

・2006年 12月2-3 日には地質学会本部から

木村会長，伊藤・佃副会長，久田行事委

員長らを迎え，準備委員会と支部幹事会

との懇談会を開催

・学術大会（9/9～11）に先立って，ジ

オ・フェスティバルin Sapporo実行委員

団参加者：団長含め９名，応用地質学会

関西支部合同

内容：奈良県東部大台ヶ原山の西北西

10km，新伯母峯トンネルから南約１km

にあたる国道169号の法面崩壊（発生

2007年１月30日）地の地質状況調査．

四国支部

１．四国支部地質ハイキング「初夏の滑川渓

谷を歩く　-新第三系久万層群の堆積シス

テム」（2006年６月４日） 案内者：奈良

正和（愛媛大学，沿岸センター/理学部）

２．日本地質学会近畿支部・四国支部・西日

本支部合同例会（2006年７月１日，岡山大

学理学部）

３．日本地質学会高知大会：「四国の地酒の

利き酒大会」を実施，四国５大学の地球科

学系教室のポスター展示．（2006年９月16

日－８日）

４．四国支部ミニ巡検　「鳴門の和泉層群中

のデュープレックス」（2006年12月16日）

案内者：村田明広（徳島大学総合科学部）

５．第６回日本地質学会四国支部総会・講演

会（2006年12月16日，徳島大学総合科学部）

６．日本地質学会四国支部講演会（2007年２

月７日，徳島大学総合科学部）

徳島大学総合科学部・ユネスコIGCP506

と共催

「沙　金庚教授（中国古生物学会会

長）：アジアの大河　-長江流域の地圏環

境形成と生物界の変遷」

西日本支部

・近畿支部・四国支部・西日本支部合同例

会を開催（岡山大学理学部，2006年７月

１日）

・2006年度総会および第153回例会を開催

（山口大学,2007年2月10日）

・2009年度に岡山地区で日本地質学会学術

大会開催を学会行事委員長に回答．

２．理事会議決事項および評議員会評議，承

認事項

１）2006年度評議員会議長及び副議長の選出，

任期１年

議長：三宅康幸，副議長：新井田清信

２）各賞選考委員会委員の選出（半数改選），

任期２年，2007年度まで

新任（2007年度まで）：酒井治孝（委員長），

井内美郎，安藤寿男，足立勝治，井龍康

文

留任（2006年度まで）：保柳康一，山路

敦，巽　好幸，横山俊治，田近　淳

職責委員：狩野謙一・宮下純夫・久田健一

郎・石渡　明・Simon WALLIS

３）2006年度選挙管理委員会委員：関　陽児

（委員長），加藤　潔，澤田臣啓，高橋路輝，

西村瑞恵

４）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．

承認した．

５）見学旅行案内書を地質学雑誌の補遺とし，
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ンピック小委員会が設置された．副委員長

として久田健一郎氏を推薦した．

14）ホームページの全面的リニューアルを決

定し，2006度予算持越しで2007年度（９月

まで）完成予定．

15）国立公園リーフレット「箱根火山」一般

用，学校教育用の2006年度の刊行を承認し，

2006年度予算度持ち越しで2007年度（５月

中に）完成予定．

16）名誉会員候補者として小坂丈予会員を選

出した．前年度評議員会で承認済みの名誉

会員候補者の小西健二会員とあわせて総会

に推挙する．

17）地質学会賞，国際賞，小澤賞，柵山賞の

選考について選考検討委員会を設置し選考

を諮問した．

委員氏名：木村　学（委員長），齊藤靖

二，加々美寛雄，鈴木和博，嶋本利彦，平

朝彦，小川勇二郎，巽　好幸，渡部芳夫，

狩野謙一，石渡　明，WALLIS Simon，

小畑正明，松本　良

アイランドアーク賞については，アイラ

ンドアーク編集委員会に選考を諮問した

（委員長　平朝彦）．

18）次の19名の会員を50年会員として顕彰す

ることとした．

阿部　宏，石崎国熙，石田正夫，井上

茂，猪間明俊，大熊欽一，大八木規夫，沖

村雄二，笠原芳雄，白井　亨，白波瀬輝夫，

高橋　一，長谷川正，藤田　崇，堀越　叡，

本多谷雄，松島義章，吉澤壮夫，吉羽興一

19）ニュース誌写真投稿規定，ホームページ

投稿規定を作成した．（HPに掲載）

20）個人情報の取り扱いに関し日本地質学会

プライバシーポリシーを策定した．（News

誌６月号掲載）

21）2006年度（2006年４月～2007年３月）決

算案を承認した．（本誌別掲参照）

22）2007年度（2007年４月～2008年３月）の

事業計画ならびに予算案を承認した．（本

誌別掲参照）

23）名誉会員推薦委員会から提案された小西

健二会員，小坂丈予名誉会員を総会に推挙

することとした．（本誌別掲参照）

24）各賞選考委員会より提案された下記の各

賞受賞者を承認した．（本誌別掲参照）

日本地質学会賞（１件）

磯闢行雄「日本列島地体構造の基本骨格

の解明とP-T境界大量絶滅の研究」

日本地質学会国際賞（２件）

David H. Green「マグマ生成論およびリ

ソスフェアの進化に関する実験岩石学・地

高知大会からCD-ROM版で発行すること

とした．編集規約，規定等において見学旅

行案内書の位置づけを明記し，編集過程や

形式等は地質学雑誌に準じる．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．（編集規約等の改

正，地質学雑誌　112巻９号　参照）

６）アイランドアークの掲載論文を対象とす

る「日本地質学会アイランドアーク賞」を

新設（賞金500米ドル，ブラックウェル社

提供）．授与者名は，地質学会会長とブ

ラックウェル社の代表を併記とする．同賞

の選考には，各賞選考委員会の諮問委員会

（選考検討委員会：編集長２名および

Editorial advisory Board 全員）があたる．

７）産総研地質調査総合センターの呼びかけ

に応じ，「地質の日＝５月10日」（ライマン

による北海道地質図発行日） 提唱の共同

発起人となった．委員として藤本光一郎会

員を推薦．

８）年会開催地の決定：2008年度東北支部；

秋田大学，2009年度；西日本支部；岡山地

域

2010年以降：中部⇒関東⇒近畿＋四国⇒東

北＋北海道⇒西日本の順に回り持ちを確

認．

９）名誉会員推薦委員会の設立：委員長；伊

藤谷生副会長

各支部長：宮坂省吾，高島　勲，清水惠

助，新妻信明，八尾　昭，村田明広，西田

民雄，階層別委員（４名）：大学：磯闢行

雄，小中高：紺谷吉弘，官公所：石垣忍，

会社：安間恵，理事会（１名）：中山俊雄

10）2006年版会員名簿の発行について，個人

情報掲載のアンケートの無回答者について

は，2004年版に準じて掲載する，そのこと

を会員に周知した上で，従来規模の名簿を

2007年度（５月以降）に作成する．

11）北海道史研究協議会ほかからの要望によ

り，北海道立博物館施設等への指定管理者

制度導入に関し，北海道知事，道議会議長，

教育長に要望書を提出した．

12）奈良県上北山村，国道169号線における

岩石崩落事故（１月30日発生）に対し，応

用地質学会関西支部と合同調査団を組織，

２月６日に現地調査を行った．

調査団長：千木良雅弘氏（応用地質学会

関西支部長），地質学会：近畿支部，三田

村宗樹氏（地質災害委員），天野（地質災

害委員長），応用地質学会：藤田崇氏ほか

３名，土木学会：３名

13）地球惑星科学連合の中に，国際地学オリ

球化学的研究」

Allan White「レスタイトモデルによるI

タイプ・Sタイプ花崗岩の分類とその成因

の研究」

日本地質学会柵山雅則賞（１件）

青矢睦月「三波川変成帯のテクトニクス

と熱履歴の研究」

日本地質学会論文賞（２件）

植田勇人・宮下純夫 : Tectonic

accretion of a subducted intraoceanic

remnant arc in Cretaceous Hokkaido,

Japan, and implications for evolution of

the Pacific northwest. The Island Arc, 14,

582-598.

小原泰彦 : Mantle process beneath

Philippine Sea back-arc spreading ridges :

A synthesis of peridotite petrology and

tectonics. Island Arc, 15, 119-129.

日本地質学会アイランドアーク賞（１件）

Graciano P. Yumul Jr. , Carla B.

Dimalanta, Rodolfo A. Tamayo Jr. and

Rene C. Maury:Collision, subduction and

accretion events in the Philippines: A

synthesis. Island Arc, no.12, 77-91.

日本地質学会研究奨励賞（２件）

金丸龍夫（共著者　高橋正樹）：帯磁率

異方性からみた丹沢トーナル岩体の貫入・

定置機構．地質学雑誌，第111巻第８号，

458-475．

小林祐哉（共著者　大塚　勉）：美濃帯

左門岳ユニットの堆積相と堆積環境．地質

学雑誌，第112巻第５号，331-348．

日本地質学会功労賞（１件）

戸間替修一氏（北海道立地質研究所）：

薄片等試料作成による地域地質研究への貢

献

学会表彰（１件）

北中康文氏（写真家）：写真集「日本の

滝」①東日本661滝，②西日本767滝（山と

渓谷社）の出版．

25）事務局職員の勤続表彰規定を作った．

３．役員選挙の実施（News誌２月号参照）

１）会則，選挙細則に基づき，2007年度，代

議員，理事，評議員の選挙および選出を

行った．

２）監事１名の選出は，今回は選挙によらず

会長が専門家に委嘱した（選挙細則第４条

２項）．

以上
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１．学術推進，国際貢献

１）地質学雑誌（年/12冊），補遺　見学旅

行案内書CD-ROM，

付録　News誌（年/12冊）の発行

２）Island Arc（年/４冊）の発行

３）（独）産業技術総合研究所との共同事

業「地質科学分野におけるオンライン化

の将来動向に関する研究」

４）第114年学術大会の開催に関わる研究

発表，シンポジウム，現地見学・討論会

の開催，

５）地球惑星科学連合，地質科学関連学協

会連合等の活動への参加

６）国際惑星地球年（IYPE）への参画と

事業協力

７）他団体と事業の共催，後援，協賛

８）研究活動の奨励,顕彰

９）その他　

２．普及と教育

１）114年学術大会における普及教育シン

ポジウム，小中高生徒の研究発表会の開

催

２）理科教員対象の地質巡検の開催

３）（独）産業技術総合研究所との共催に

よる「地質情報展」の開催

４）国立公園等リーフレットの継続的刊行

促進

日本地質学会2007年度事業計画

温暖化に象徴される地球環境の大きな変化

や，国内外で発生している地震をはじめとす

る自然災害にたいし，地質学，地球科学が果

たすべき役割には大きいものがある．学界，

産業界，教育界そして行政それぞれの立場で，

その役割を担うことが強く求められるであろ

う．

一方，2007年以降の団塊世代の第一線から

の離脱，ならびに少子化や社会環境の急速な

変化により，理科離れ，理系離れが加速し，

次世代の育成が極めて困難な時代を迎えた．

会員の減少がしばらくは続くものと思われ，

このことが学会運営にも大きく影響するもの

と懸念される．このような状況の中での，学

問の発展と教育，社会貢献，海外との連携・

交流など喫緊の課題は山積している．幸いに

も 2007年から2009年まではユネスコの国際

惑星地球年と定められ，このことが地質学会

としても社会ヘアピールする良い機会である

と捉え，活動の活発化を図り，地質学と地質

学会の存在を知らしめたいと考える．

以上のような状況を踏まえ，今年度は下記

の事業を行う．

５）出版社を通じた普及書の発行（地方地

質誌・フィールドジオロジーの継続事業

など）

６）GEOPARKの推進活動の継続

７）「地質の日」制定の実現

８）その他

３．社会貢献

１）日本技術者教育認定機構（JABEE）

への加盟による，地質技術者の育成と認

定の支援

２）土質地質技術者生涯学習協議会の一員

として，PDE協議会（技術者の継続的

職務能力開発システム）への加盟による

地質技術者への支援

３）出版，発表，普及活動による研究成果

の公開と普及・啓蒙　

４）自然災害の発生，地球環境問題に対す

る学術的貢献と対応

５）学術大会における学生の就職支援プロ

グラムの設置

６）その他

４．その他

１）ホームページのリニューアルによるア

ウトリーチ機能の充実

２）その他
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小
お

坂
さか

丈
じょ

予
うよ

会員（東京工業

大学名誉教授，1924年

生まれ，82歳）

小坂会員は，1947年東

京工業大学を卒業後，東

京工業大学助手，東京大

学地震研究所技官，助手，

東京工業大学助手，助教授，教授，岡山大学

教授を勤められ，1990年岡山大学を定年退官

されるまで一貫して火山活動に関する研究を

進められた．そのなかで，小坂会員が，特に

海底火山の活動については地質学的解釈に地

球化学的な手法を導入して海底火山噴火の特

性を捉えるという独自な研究手法を確立され

たことは，広く知られている．

小坂会員と海底火山との出会いは1952年の

明神礁海底火山の噴火にまでさかのぼる．小

坂会員は東京水産大学の神鷹丸で現地調査に

赴かれ，その当時としては大変貴重であった

カラー写真による明神礁噴火の連続写真を撮

影し，漂流していた軽石を採取された．同時

期，明神礁に赴いた海上保安庁の測量船第五

海洋丸が行方不明となったのであるが，小坂

会員は第五海洋丸の船体破片に食い込んでい

た石が明神礁付近で採取した軽石と化学成分

のうえで同一あることを示された．このこと

が，第五海洋丸が明神礁の海底爆発に巻き込

まれて沈没したことを示す重要な証拠となっ

たことは有名である．1973年に始まった西之

島近傍の海底火山の活動では航空機・船舶を

駆使しての精力的な調査を続行され，海底噴

火から火山島の形成，侵食の経過を詳しく調

査された．調査の経緯等は『海底火山の謎』

（東海大学出版会，1974年）にまとめられて

いる．1983年の三宅島雄山の噴火，1986年の

福徳岡の場の海底火山の噴火と形成された火

山島の消長，同年の大島三原山の噴火におい

ては海側から見た火山活動の変遷を詳しく調

査され，火山噴火予知連絡会に貴重な資料を

提供されるとともに予知連の統一見解の作成

に多大な寄与をされたことは記憶に新しい．

これらの成果は『海底火山の噴火』（東海大

学出版会，1991年）にまとめられ，海底火山

研究者にとっての重要な参考書となってい

る．小坂会員がこれらの海底火山活動調査に

対して，船舶交通の安全確保への寄与が大で

あるとして海上保安庁長官賞や運輸省交通文

化賞を授与されたことは特筆されよう．

また，小坂会員は，鹿児島湾北部，桜島の

北東にある福山漁港付近での水銀汚染魚の環

境問題では，海底から出ているガスを海水に

接することなく直接採取する方法を考案し,

このガスが火山起源のものであること，ガス

噴出孔まわりの泥には高濃度の水銀が含まれ

ているものがあることをつきとめられた．そ

のことによって，それらの水銀が人為的起源

でないことを示された．さらに，草津白根山

のスキーツアー客のガス中毒の問題や，焼岳

南麓安房トンネルの工事現場での火山ガス噴

出では，それぞれ設置された原因対策委員会

の委員長として事故の原因究明にたずさわ

2007年度
名誉会員推薦理由

小
こ

西
にし

健
けん

二
じ

会員（金沢大学

名誉教授，1929年生ま

れ，78歳）

小西会員は，1951年東

京大学理学部地質学科を

卒業，引き続き東京大学

大学院に進学し，同大学

院在学中にフルブライト留学生として渡米さ

れ，コロラド鉱山大学・アメリカ地質調査所

で研究された．帰国後は，金沢大学において

30年以上にわたり地質学・古生物学の研究と

教育に活躍された．小西会員は，学生時代に

飛騨山地や中国山地で重要な化石や地質体を

発見し，今に読み継がれる優れた論文を地質

学雑誌に発表したのを皮切りに，化石石灰藻

や石サンゴ類の地質・古生物学的研究で国際

的に高い評価を受ける一方で，それらを地球

化学，環境科学に適用し，新たな地球科学を

常に切り開いてこられた．南西諸島の隆起サ

ンゴ礁や西太平洋域の完新世サンゴ礁につい

て，炭素，酸素，ウラン・トリウム同位体分

析による地質年代推定や環境評価法を導入

し，氷河性海水準変動史やそれぞれの地域に

おけるサンゴ礁発達史，地殻変動史を詳細に

解明された．現在専門が細分され，個々の研

究者が特定の分野の研究のみに邁進する傾向

の強いなかで，小西会員は，地圏・水圏・大

気圏相互の物質循環というスケールの大きな

観点から地質学・古生物学・地球化学・環境

学などを包括する独自の地球科学を追求して

こられた．「ローカルな観察からグローバル

な思考を」の言葉に代表される哲学は，金沢

大学はもとより非常勤講師をつとめた大学，

諸学会，地域社会などで多くの同僚や後進に

研究・教育活動の指針を与え続け，金沢大学

で研究指導した多数の学生は，大学・研究所

や企業の第一線で活躍している．また第一鹿

島海山潜水やグレートバリアリーフ沖掘削な

ど国際海洋地質調査への参加や沖ノ鳥島の保

全対策，沖縄国際サンゴ礁研究モニタリング

センターの発展にも尽力され，これらの学術

的，社会啓蒙的業績に対し，日本古生物学会

学術奨励金（現　学術賞）や石川テレビ賞，

金沢市文化賞が贈られた．また，独立行政法

人国際協力機構（JICA）の研究指導員とし

てウガンダの大学の発展に尽力されるなど，

その豊かな国際性を生かした国際貢献も続け

てこられた．大学においては理学部長として

大学運営・発展にも手腕を発揮され，関係学

会の会長，評議員や編集委員もつとめられた．

以上のように，日本の地質学の発展に対し，

長年にわたり大きな貢献をされてきた小西会

員は，日本地質学会の名誉会員としてふさわ

しく，ここに推薦する．

り,その後の安全対策にも尽力されている．

その他，立山，阿蘇，浅間山などにおいても

火山防災の調査・検討を精力的に進められ，

環境・防災の面での貢献も顕著である．

このような小坂会員の地球科学，地質学界

への貢献は日本地質学会として誇るべきもの

である．よって，小坂会員は，日本地質学会

の名誉会員にふさわしく，ここに推薦する．

2007年度
50年会員顕彰者（1957年入会者）

阿部　宏・石崎国熙・石田正夫・井上　茂・

猪間明俊・大熊欽一・大八木規夫・沖村雄

二・笠原芳雄・白井　亨・白波瀬輝夫・高橋

一・長谷川　正・藤田　崇・堀越　叡・本多

谷雄・松島義章・吉澤壮夫・吉羽興一

（敬称略，50音順）

2007年度
日本地質学会各賞受賞理由

日本地質学会賞（１件）

受賞者：磯闢行雄（東京

大学大学院総合文化研究

科）

対象研究テーマ：日本列

島地体構造の基本骨格の

解明とP-T境界大量絶滅

の研究

磯闢行雄氏は，大阪市立大学大学院におい

て，西南日本のジュラ紀付加体の研究をコノ

ドント及び放散虫化石を使って進めた．特に

コノドントの研究は，後に放散虫革命と呼ば

れる日本列島の地体構造論革命の先駆的研究

となった．数100万年の高分解能を誇るコノ

ドント帯区分は，共産する放散虫の生層序を

確立するための唯一の尺度となった．層状

チャートの一層毎から微化石の抽出を行うス

タイルを確立し，コノドント年代に基づいて

チャートが極端に堆積速度の遅い深海堆積物

であることを初めて実証した．日本の地殻表

層の主体が過去の付加体であるという本質を

最初に証明したのは，1970年代後半の故松田

哲夫氏と磯闢氏によるコノドントを用いた美

濃・丹波帯での研究成果であった．彼らのも

う一つの研究成果は，一般的な付加体が海洋

プレート層序を保つ整合的地質体様の産状を

呈することを示した点にある．付加体は当初

プレート沈み込みによって海溝深部で作られ

るフランシスカン型メランジュが標準と考え

られたが，実際にはそれに相当する付加体は

量的に無視できるほど少ないことを示した．

磯闢氏の次の重要な貢献は，板谷徹丸氏と

協力して，内帯・外帯の低変成度付加体につ

いて細粒の白雲母K-Ar年代と微化石年代の

二つを組み合わせて，三波川変成岩の直上に

ジュラ紀付加体や三郡変成岩が累重すること

を実証したことである．この新手法を，三波

川帯の直下に四万十帯が広く分布すること

や，四万十帯が中央構造線で切断されること
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博物館の客員教授を務め，国際セミナー「上

部マントルの観察とその理解」を主催してい

る．

Green博士の地球科学分野における研究教

育業績は，一国一大学にとどまらず，常に広

く開放的なる氏の国際性として高く評価され

る．とくに，1960年代以降のほぼ半世紀に及

ぶ多数の日本人研究者との共同研究や日本の

研究教育機関との交流は，日本の地質学界の

研究レベルを押し上げるのに大きな貢献をし

た．

以上のように，David H. Green博士の国際

的な研究業績と日本の地質学界の発展に対す

る貢献は，日本地質学会国際賞を贈るにふさ

わしいものである．

受賞者：Allan White（オーストラリア，

ラ・トローブ大学名誉教授）

対象研究テーマ：レスタイトモデルによる

Iタイプ・Sタイプ花崗岩の分類とその成因の

研究

Allan White博士は1974年，共同研究者の

Bruce Chappellとレスタイトモデル，すなわ

ち花崗岩は既存の岩石の部分溶融物である液

相から晶出した鉱物と溶融残査の混合物から

なるというモデルを提唱した．それに基づき

花崗岩は火成岩の再溶融により形成されたI

タイプ花崗岩と堆積岩の部分溶融によって形

成されたSタイプ花崗岩に区分できることを

提唱し，花崗岩研究に新風を吹き込んだ．

レスタイトモデルは，オーストラリア東部

ラクラン褶曲帯の詳細な野外調査と膨大な化

学分析値から導き出されたものである．Sタ

イプ花崗岩（Sedimentary source type

granite）は，化学的風化作用の過程で堆積

岩からNa,Caが除去され，Alが粘土鉱物に固

定され，それらが部分溶融して形成された花

崗岩である．そのためSタイプ花崗岩はAlに

富み，白雲母を含み，レスタイト鉱物として

ざくろ石などを含む． Iタイプ花崗岩

（Igneous source type granite）は風化作用

を被っていない火成岩類源の岩石が部分溶融

した花崗岩である．そのためCaに富み，角

閃石を含み，レスタイト鉱物として輝石や

Caに富む斜長石の核部などを含む．これら

花崗岩の分布はラクラン褶曲帯では明瞭に異

なり，その境界にはI-Sラインが引かれ，そ

れは下部地殻が異なることに由来すると結論

した．

White博士の研究は日本の地質学界にも大

きな影響を与え，石原舜三博士によるが磁鉄

鉱系花崗岩とチタン鉄鉱系花崗岩の区分を行

うとともに，日本列島の花崗岩のタイプ分け

から，その地域の構造発達史を検討する研究

が進んだ．

White博士は，花崗岩と鉱床が密接な関係

にあることや花崗岩マグマの水の重要性にも

言及し，我が国の花崗岩に伴う鉱床研究にも

貢献している．さらに，日本の花崗岩・変成

岩研究者と幅広く交流し，大きな影響を与え

ている．

に応用し，黒瀬川帯が水平なクリッペである

ことなどを提唱した．これらを基に，日本列

島の新たな地体構造区分および構造発達史を

構築した．近年では，深海P-T境界層の研究

を発展させ，堆積時の酸化還元電位分析と微

化石変遷に基づき，P-T境界前後に約2000万

年間継続した海洋貧酸素事件を明らかにし

た．さらにP-T境界前後の海山石灰岩や中国

の陸棚堆積物の研究を行い，古生代末の２段

階の環境変動と生物大量絶滅の原因究明を目

指して研究を進めている．磯闢氏の研究の中

でも日本列島の付加体・地体構造およびP-T

境界絶滅に関するものは頻繁に引用されてい

る．

以上のように磯闢氏の付加型造山帯とP-T

境界大量絶滅に関する研究は，国際的にも高

く評価されており，日本地質学会賞に値する．

日本地質学会国際賞（２件）

受賞者：David H. Green

（オーストラリア国立大

学名誉教授）

対象研究テーマ：マグマ

生成論およびリソスフェ

アの進化に関する実験岩

石学・地球化学的研究

David H. Green博士は，マグマ科学（火成

岩岩石学），とくにマグマ生成論や上部マン

トルプロセス，リソスフェアの進化の研究分

野で長年，国際的に指導的な役割を果たして

きた．

Gre en博士が196 4年に発表した論文

「Lizardかんらん岩の起源」は，マントルか

んらん岩に関する本格的な野外岩石学論文と

して，世界各地の上部マントルかんらん岩研

究の先駆けとなった．1960年代後半から1970

年代には，故 Ringwood教授と共に，当時最

先端の実験岩石学の研究を行ったが，なかで

も地球初源マントル組成として提唱したパイ

ロライト（pyrolite）モデルは有名である．

ピストンシリンダー型高温高圧発生装置を用

いて玄武岩質マグマ発生を再現する「かんら

ん岩の融解実験」を多数実施し，先駆的な大

きな成果をあげた．また，1980年代から1990

年代にかけて行われたH2OやCO2を制御した

かんらん岩システムの融解実験の成果は，島

弧マグマや大陸マグマの生成論の発展に貢献

し，リソスフェアの生成・進化史の理解を深

めた．上部マントルプロセスの分野でも，世

界各地のかんらん岩ゼノリスを対象に地球化

学的手法を駆使して多大な研究成果をあげて

いる．

Green博士の周りには常に多くの共同研究

者達がいた．1960年代後半～1970年代のオー

ストラリア国立大学時代の同僚や後輩たち，

1977年以降タスマニア大学時代に育てあげた

多数の研究者は，現在，世界各地で活躍して

いる．また，日本人研究者との共同研究と国

際交流を推進し，日本で開催されたマグマ科

学分野の国際会議には幾度となく足を運んで

いる．退職後の2004年には，北海道大学総合

以上のように，White博士の花崗岩タイプ

の研究は，国際的にも高く評価されており，

我が国の地質学の発展にも重要な貢献をされ

た．これらの功績は，日本地質学会国際賞を

贈るにふさわしいものである．

（本号では事情によりWhite博士のお写真は

掲載できませんでした．できるだけ次号以降

でご紹介したいと思います．）

日本地質学会柵山雅則賞

受賞者：青矢睦月（産業

技術総合研究所地質情報

研究部門）

対象研究テーマ：三波川

変成帯のテクトニクスと

熱履歴の研究

青矢氏は三波川変成帯を主要な研究対象と

して，そのテクトニクスの包括的理解を目指

して研究を行ってきた．一般に変成岩はピー

ク圧力に達した後，上昇する過程において再

結晶しているため，沈み込み時の情報を失っ

てしまっていることが多い．青矢氏は野外地

質学に根ざした構造地質学と変成岩岩石学を

融合させ，沈み込み時のP-T経路を導きだす

難題に挑み，高越藍閃石エクロジャイトの

ガーネット包有物の解析から見事に沈み込み

時の履歴を読み取ることに成功した．また変

成岩岩石学と微細構造解析の巧みな組み合わ

せによって，三波川帯の瀬場谷エクロジャイ

トの詳細な圧力・温度経路を描くことにも成

功した．また，それに基づいて三波川帯のエ

クロジャイトの巨視的運動像を明らかにし

た．

従来の変成岩岩石学の研究は，圧力・温度

経路の解明にとどまりがちであったが，その

テクトニックな意義を明らかにするため，青

矢氏は熱モデリングにも精力的に取り組ん

だ．沈み込み時のP-T経路と従来の沈み込み

帯の熱モデルを比較検討し，海嶺の斜め沈み

込みによる累進的な若返りモデルを提唱し

た．さらに世界の代表的高圧変成岩の変成

P－T条件を検討し，一般の沈み込み帯の定

常状態より高温側にあることを立証し，高圧

変成岩の上昇の引き金として，海嶺の沈み込

みのような広域にわたる加熱・温度上昇が重

要な役割を果たした可能性を指摘した．

このように青矢氏は，沈み込み帯における

大規模な岩体の付加や海嶺の接近の効果を新

しい観点から検討し，三波川変成帯の研究に

新しい展開をもたらした．この研究は，一般

の沈み込み帯の熱履歴と高圧変成帯の関係を

理解する上でも大きな意味を持つ．

青矢氏はチベット南部に点在する変成ドー

ムの研究も行っており，大陸テクトニクス分

野で注目されている「channel flow model」

の妥当性を検証する上で重要な成果をあげて

いる．これらの成果は16編の論文として国際

誌に掲載されている他，９編の論文・報告と

して公表されており，国際的にも高く評価さ

れている．以上の研究業績は柵山賞を授与す

るにふさわしいものである．
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受賞論文：Yasuh i ko

Ohara（小原泰彦：海上

保 安 庁 ）, Mantle

process beneath Phili-

ppine Sea back-arc

spreading ridges: A

synthesis of peridotite

petrology and tectonics. Island Arc, 15,

119-129, 2006.

本論文は，フィリピン海の２つの異なった

背弧海盆（四国海盆の南方延長に位置するパ

レスベラ海盆とマリアナ弧の背後に位置する

マリアナトラフ）の拡大軸から得られた稀有

なマントルかんらん岩を岩石学的に比較検討

し，その違いを明らかにしたものである．す

なわち，肥沃なレールゾライトを母岩とし斜

長石ハルツバージャイトを伴うパレスベラ海

盆では粒間型のメルト移動プロセスが卓越

し，枯渇したハルツバージャイトを母岩とす

るマリアナトラフでは脈型のメルト・流体移

動プロセスが卓越するという違いを見出し

た．さらにこの差を生じさせた原因を海洋底

拡大速度の差に求め，拡大速度が速いパレス

ベラ海盆ではマントルと流体が充分に反応し

合っており，拡大軸には広くマントルかんら

ん岩類が分布しているが，拡大速度が遅いマ

リアナ海盆では，マントルかんらん岩はセグ

メント構造の端にしか露出していないことを

論じた．プレートテクトニクスの出現以来，

背弧海盆の成因や形成メカニズムについて多

くのモデルが出されてきたが，いまだに明快

な解答は得られていない．背弧海盆拡大軸の

マントルプロセスは，その鍵を握る重要な手

がかりの一つであるが，これまで背弧海盆拡

大軸から得られたマントルかんらん岩は稀有

であったため，研究は進んでいなかった．

そのため，フィリピン海の２つの拡大軸の

かんらん岩の性質の違いをテクトニクスと関

連させて論じた本論文は世界中から注目さ

れ，それは出版１年後の本論文のダウンロー

ド数が，本学会会員が執筆した最近のIsland

Arc論文中で最多であることにも表われてい

る．本論文は著者らが共同研究者とともに国

際誌に次々と発表してきたフィリピン海の海

洋底研究の１つの総括であり，世界の海洋底

地質学とマントル岩石学に大きく貢献するも

のである．よって本論文は，日本地質学会論

文賞を贈るにふさわしいものである．

日本地質学会Island Arc賞

Title: Collision, subduc-

tion and accretion

events in the Philippi-

nes: A synthesis

Authors: Graciano P.

Yumul Jr.1）, Carla B.

Dimalanta1）, Rodolfo

A. Tamayo Jr1）. and Rene C. Maury2）；1）

College of Science Univ. of the Philippines,

2）Univ. de Bretagne Oceeidentale

Reference: The Island Arc, 12, 77-91，2003

日本地質学会論文賞（２件）

受 賞 論 文 ： Hayato Ueda and Sumio

Miyashsita（植田勇人：弘前大学，宮下純

夫：新潟大学）, Tectonic accretion of a

subducted intraoceanic remnant arc in

Cretaceous Hokkaido, Japan, and

implications for evolution of the Pacific

northwest. The Island Arc, 14, 582-598,

2005.

本論文は，北海道日高衝突帯前縁部，白亜

紀付加体のひとつである奥新冠複合岩体を研

究対象とした論文で，この岩体がジュラ紀末

期から白亜紀初めの残存海洋性島弧であった

可能性を，岩相層序，放散虫化石年代，岩石

学的データに基づき論じたものである．

研究対象は空知-蝦夷帯の東縁部を構成す

る前期白亜紀付加体と後期白亜紀付加体の間

に位置する，火山岩類とその深成岩体および

放散虫チャートとタービダイトからなる幅約

３kmの岩体で，蛇紋岩が網目状に貫入して

いる．この複雑な岩体を丁寧に調査し，

チャートから放散虫化石を抽出し年代を決定

した．また，火山岩類の岩石学的・地球化学

的研究に基づき，この岩体が白亜紀の中期に

ユーラシア大陸東縁に沈み込み，付加した海

洋性島弧の断片であることを立証している．

さらに北西太平洋のプレート収束帯のテクト

ニクスを総括し，白亜紀に北海道に沈み込ん

でいたプレートは，イザナギ/クラプレート

のような広大な海洋プレートではなく，現在

のフィリピン海プレートのような縁海のプ

レートであったことを論じた．世界中の付加

体や衝突帯から，残存島弧の可能性が指摘さ

れている地質体が多数報告されているが，決

定的な証拠が伴っているものは必ずしも多く

はない．

従来からその存在の可能性が示唆されてい

たものの，実際に陸上で同定された例は少な

く，世界的にも珍しいオフィオライトの本研

究は，陸上での付加体の構成員としての残存

海洋性島弧の存在を確定したという意味で，

重要な貢献をしたものと考えられる． 著者

らによる精力的な地質調査によって作成され

た地質図に基づいた論文であり，野外調査と

微化石層序学，および岩石学的研究が三位一

体となっており，地質学に関する著者らの学

識の深さが感じられる迫力のある展開となっ

ている．

以上のように本論文は国際的にも価値ある

ものであり，日本地質学会論文賞にふさわし

いものである．

本論文はフィリピンの地質発達史を，この

群島の３つの重要な地域における研究をもと

に，総括的かつ簡明にまとめた総説である．

これら３つの各地域には，沈み込み方向の逆

転による新しい海溝の形成，大陸と島弧の衝

突，そして原地性海洋リソスフェア（オフィ

オライト）の定置についての証拠が保存され

ている．この非常に影響力をもつ労作は，プ

レート収束運動による圧縮場で形成された造

山帯の複雑な運動像を描き出し，パラワン大

陸ブロックと中央フィリピン弧の中新世にお

ける衝突がルソン島の反時計方向の回転を引

き起こし，マニラ海溝における東シナ海海洋

底の東への沈み込みを開始させたとする新し

いモデルを提唱している．即ち，この衝突が

フィリピン変動帯における既存の島弧や縁海

の複雑な縫合を引き起こし，衝突の前縁が南

西へ移動しながら「アコーディオン型」の衝

突帯を形成し，沈み込みの開始とともに新し

い島弧火山活動がこの縫合帯の上で始まっ

た．この「能動的衝突」モデルは，衝突以前

からの東への沈み込みを仮定していた従来の

「受動的衝突」モデルとは好対照をなす．

フィリピンの地質発達史のまとめは，80～

90年代に欧米の地質学者により何編か出版さ

れてきたが，この最新の革新的総説がほとん

どフィリピン人自身の調査に基づいて完成さ

れたことは特筆に価する．この総説の質の高

さと有用性は，今回の候補論文（2003・2004

年のIsland Arc全論文）中で2005年の被引用

数が最も高かったことにより明瞭に示されて

いる．第一著者と彼のグループはこれまでも

フィリピンの地質学的研究の重要な成果を

次々に発表してきており，本論文はIsland

Arc誌および世界の地球科学界への彼らの度

重なる科学的貢献の最もよい代表例である．

以上の成果に鑑み，この優れた総説を第１回

Island Arc賞に推薦する．

日本地質学会研究奨励賞（２件）

受賞者：金丸龍夫（現

日本大学文理学部）

金丸龍夫・高橋正樹，帯

磁率異方性からみた丹沢

トーナル岩体の貫入・定

置機構．地質学雑誌，

111巻，８号，458-475，

2003年．

本論文は，丹沢トーナル岩体の東西30km

におよぶバソリス岩体全体にわたる帯磁率異

方性構造の分布を測定し，その岩石学的特徴

とあわせてバソリスの貫入定置過程の解明を

試みたものである．

丹沢トーナル岩複合岩体は，未成熟な伊豆

―小笠原島弧の中部地殻を代表する深成岩体

であり，その形成過程の解明は島弧地殻の発

達過程を知る上で重要な意義を持つ．本研究

では，岩体中の帯磁率の面・線構造，全岩帯

磁率を測定し，磁性鉱物の同定を行い，共著

者らの全岩化学組成分析結果と併せて，同心

楕円形を示す４つの定置ユニットを識別し
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た．

小林氏らの手法はオーソドックスな堆積相

解析であるが，これまでの著者らによる地道

な地質構造の解析と放散虫化石の研究とを併

せることによって, 初めて単調な岩相で厚い

左門岳ユニットの堆積環境とテクトニック

セッティングが明らかになったことは高く評

価される．よって小林祐哉氏は日本地質学会

研究奨励賞を授与するにふさわしい．

日本地質学会功労賞

受賞者：戸間替修一（北

海道立地質研究所）

表彰業績タイトル：薄片

等試料作成による地域地

質研究への貢献

戸間替修一氏は，1972

年に北海道立地下資源調

査所（現在の北海道立地質研究所）に入所さ

れて以来35年にわたり，岩石・鉱物の薄片や

研磨試料の作成を通じ，北海道における多く

の調査・研究に従事されてきた．また地域地

質研究の進展や薄片作成技術の改良・普及に

も寄与された．

北海道の５万分の１地質図幅全270図幅の

うち，31図幅の岩石薄片を戸間替氏は担当さ

れ，図幅調査という基礎的な地域地質データ

の蓄積に大きく貢献された．また，鉱物資源

調査では多くの鉱山や未開発鉱床の鉱物や岩

石の研磨片を作成された．この他，骨材，石

油・天然ガス，地下水，地熱温泉，斜面災害

などの調査研究における道立地質研究所の薄

片研磨片製作や岩石試験試料の調整に従事さ

れた．

また，新たな試料の作製方法の開発や改良

にも尽力され，その成果は研究会や地下資源

調査所報告などで公表されている．とくに含

水硫酸塩鉱物や地すべりにおけるすべり面粘

土，海岸の岩礁に発生した｢磯やけ｣の薄片作

成などは戸間替氏の高度な薄片作成技術をあ

らわす代表的な仕事である．有珠山・駒ケ

岳・雌阿寒岳などの噴火にともなう緊急調査

では，大量の火山灰の薄片作成を迅速に成し

遂げられた．その成果は学会のほか，北海道

防災会議専門委員会等で報告され，地域の防

災対策にも生かされている．ダムや道路斜面

の調査における風化した軟質な岩石の試料調

整などの問題について，民間地質技術者から

の相談に応えるとともに，試料の作成指導を

された．日本岩石鉱物特殊技術研究会の発表

には積極的に参加され，2003-2004年には同

会の副会長を務められ，札幌での研究発表会

た．また岩体ユニット固有の楕円状面構造を

切る片麻状トーナル岩の帯磁率面構造と変形

組織の観察から，マグマ固化時に左横ずれ変

形を受けていることを明らかにした．また

トーナル岩と同時期に貫入した岩脈類の古地

磁気方位の研究から，７Maの貫入・固化後，

著しい傾動は被ってないことを示した．これ

らのデータと野外の観察結果を総合的に考察

し，丹沢トーナル岩複合岩体は横ずれ引張り

場において，複数の環状断層によって区切ら

れたプルアパート性貫入岩体の底が，順次沈

降することによって形成された，一種のロポ

リスである可能性を示した．

本研究は緻密な野外調査と構造地質・岩石

学的解析に基づき，浅部のマグマ溜りへの珪

長質マグマの注入過程について，ひとつのモ

デルを提示することに成功している．提示さ

れたモデルの妥当性についてはさらに検討を

要するが，本研究は野外観察と室内実験を融

合した手法の重要性を再認識させる論文であ

り，同様の研究がより多くのフィールドで行

なわれることによって，珪長質マグマ溜りの

形成過程の解明が進むと思われる．

以上の理由により金丸龍夫氏は日本地質学

会研究奨励賞を授与するにふさわしい．

受賞者：小林祐哉（総合

地質コンサルタント

（株））

小林祐哉・大塚　勉　美

濃帯左門岳ユニットの堆

積相と堆積環境．地質学

雑誌，11 2巻，５号，

331－348，2006年．

本論文は，美濃帯北部に広く分布する粗粒

砕屑岩が卓越する単調な岩相の左門岳ユニッ

トについて，詳細な野外調査と変形の弱い部

分を慎重に選んだ堆積相解析に基づき，その

堆積環境を論じたものである．左門岳ユニッ

トはペルム紀の海山起源物質を含むの舟伏山

ユニットと飛騨外縁構造帯に挟まれた，主に

中期ジュラ紀の数1000mに達する厚い堆積体

からなる．しかし，その堆積場や堆積環境な

どについての詳細は不明であった．そこで，

小林氏は“高頻度剪断面”に挟まれた弱変形

で露頭が連続している地点において，堆積構

造と層厚や組織の違いに基づいた堆積相区分

を行い，深海堆積物の特徴と比較検討した．

その結果得られた５つの堆積相組み合わせよ

り，それらは海溝底に形成された海底扇状地

堆積物と海溝の外洋側斜面や大洋底で堆積し

た半遠洋から遠洋性の堆積物であると解釈し

開催では主導的な役割を果たされた．

以上のような戸間替氏の地域地質研究への

地道な貢献と薄片作成技術の進歩・普及への

貢献は，日本地質学会功労賞を贈るにふさわ

しい．

日本地質学会表彰

受賞者：北中康文（写真

家）

表彰対象：「日本の滝」

全２巻の出版

写真家北中康文氏は，

2004年９月に「日本の滝」

①東日本661滝を（株）

山と溪谷社より出版し，続いて2006年８月に

は「日本の滝」②西日本767滝を同社より出

版された．この２冊の本（総ページ900p以

上）には，北中氏が10年にわたって撮影され

た日本の滝1428の写真が掲載されており，さ

らに地形・地質についての解説が添えられ，

現代の滝の総合図鑑となっている．

「日本の滝」は，景色としての滝だけを取

り上げたのではなく、滝の成り立ちには、そ

の場所の地質が大きく関与しているという新

しい観点とともに、美しい写真で構成されて

いる．また出版部数の多い一般の書籍で，こ

れだけ滝に関する地質の情報がまとまって取

り上げられているのも初めてのことである．

北中氏は地質の専門家ではないが，地質の専

門家とともに積極的に執筆、編纂し，身近な

地質の情報を一般市民の手の届くところに提

供した功績は計り知れないものがある．さら

に，つくばの地質標本館展覧会や東京，仙台，

名古屋，大阪，福岡の富士フォトサロンや高

崎，宇都宮で開催された展覧会「滝王国」で

は，滝を作る実際の岩石を展示して，滝と地

質の関係を市民に体験できるように尽力され

た．

この本を見て各地の滝を訪れた人は、滝に

地質が大きく関係していることを初めて知る

ことになり，新たな感動を覚えることであろ

う．また，この本を参考に各滝の説明板や観

光案内リーフレットに地質の情報が記載さ

れ，ユネスコ提案によるジオパーク設立のと

りくみなどの地域おこしに，地質学が寄与す

ることが期待される．また本書が，市民の地

質学についてのリテラシーの向上につながっ

ていくことも期待される．

以上のように「日本の滝」は，出版のみな

らず展覧会をとおして地質学の普及・啓蒙に

貢献しており，北中康文氏は日本地質学会表

彰にふさわしいと判断した．
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FAX（043）290-3857，

E-mail: hkuze@faculty.chiba-u.jp

部門協議会担当：

電話（03）3814-4121，

E-mail: bumon@sice.or.jp

http://www.sice.or.jp/̃rs/

International Symposium on Quaternary

Environmental Changes and Humans in

Asia and the Western Pacific

日時：2007年11月19日～22日

場所：産業技術総合研究所共用講堂（茨城県

つくば市）

主催：日本第四紀学会，産業技術総合研究所

後援：国際第四紀学連合（INQUA）沿岸海

洋過程委員会，国際第四紀学連合

（INQUA）層序年代委員会，日本学術会議

（予定）

協賛：日本IYPE国内委員会

日本第四紀学会50周年記念事業として準備

してきました国際シンポジウム「アジア・西

太平洋の第四紀―環境変化と人類―」の参加

登録，発表申し込みの受付が始まりました．

シンポジウムは，今年11月19日～22日に茨城

県つくば市の産業技術総合研究所つくばセン

ターで開催されます．発表の申し込み締め切

りは９月15日です．下記に示しましたように，

興味深い基調講演や招待講演が予定されてい

ます．皆様の申し込みをお待ちしております．

○基調講演

Prof. Thijs van KOLFSCHOTEN, Leiden

University, Netherlands

“Early Human history in Europe during

the late Early and early Middle

Pleistocene”

Prof. WANG Pinxian, Tongji University,

China

“Feeling the Earth’s pulse from global

monsoon records”

Prof. David J. LOWE, University of

Waikato, New Zealand

“Late Quaternary environmental change

and archaeology in New Zealand: NZ-

INTIMATE project and role of

tephrochronology”

○セッション（招待講演者はセカンドサー

キュラーに記載されています）

セッション１「酸素同位体ステージ３と２に

おける東北アジアの環境変動と人類の居

住」コンビーナー：小野　昭（首都大学東

京）

セッション２．「ジャワ島における初期人類

の編年と地質環境」コンビーナー：松浦秀

治（お茶の水女子大学）

国際シンポジウム「アジア・西
太平洋の第四紀―環境変化と人
類―」主催：東レ科学振興会

日時：平成19年９月21日（金）

16時30分～20時

場所：有楽町朝日ホール（有楽町マリオン11

階・千代田区有楽町2-5-1（JR有楽町駅前））

テーマ：プレートの沈み込みとその行方

I．日本の巨大地震と超巨大地震

東京大学地震研究所　嶋崎　邦彦

II．沈み込んだプレートはどこへ？

海洋研究開発機構　地球内部変動研

究センター長　深尾　良夫

その他：入場無料，定員630名（当日会場先

着順・開場16時30分）

予約の必要はありません．

ご来聴の方には，後日講演記録を進呈いた

します．

お問い合せ：財団法人　東レ科学振興会

〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1

TEL：（047）350-6103

E-mail：torayzaidan@tgnts.toray.co.jp

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

主催・企画：計測自動制御学会・計測部門

リモートセンシング部会

協賛：日本地質学会ほか

期日：2007年11月８日（木）～９日（金）

会場：千葉大学　松韻会館〔千葉市稲毛区弥

生町1-33 西千葉キャンパス〕

講演申込：SICE部門行事申込をご利用くだ

さい（https://www.sice.or.jp/bukai_web_

appli/sindex.html参照）．

講演申込締切：2007年８月20日（月）

講演原稿：原稿様式，送付先については

SICEホームページをご覧ください．

原稿締切：2007年10月24日（水）

参加申込：

SICE部門行事申込をご利用ください

（https://www.sice.or.jp/bukai_web_

appli/sindex.html参照）．

参加申込締切：2007年10月31日（水）

参加費：会員・協賛学会員7,500円，

学生3,500円，会員外8,500円

問合せ先：

千葉大学環境リモートセンシング研究セン

ター　久世宏明

電話（043）290-3837，

第33回リモートセンシングシン
ポジウム

セッション３．「アジア・太平洋地域の沿岸

環境変化と人間活動」コンビーナー：斎藤

文紀（産総研），横山祐典（東京大学），

Till J.J. Hanebuth（ブレーメン大学）

セッション４．「アジアにおける第四紀地殻

変動：地形発達と人間活動への影響」コン

ビーナー：吾妻　崇（産総研）

セッション５．「西太平洋とその縁海の古海

洋研究」コンビーナー：大場忠道（北海道

大学），池原　研（産総研）

セッション６．「アジア・太平洋地域の中・

下部更新統境界」コンビーナー：三田村宗

樹（大阪市立大学），Nadya Alexeeva

（シベリア地質研究所）

○参加費：一般10,000円，学生5,000円（当日

会場で受付. 講演要旨集，アイスブレーカー，

懇親会費用を含みます）

○発表の申し込み：講演要旨と登録用紙を大

会事務局＜jaqua50org@m.aist.go.jp＞まで

メールで９月15日までに送ってください．要

旨の記載方法はセカンドサーキュラーをご覧

ください．セカンドサーキュラーは，

http://wwwsoc.nii.ac.jp/qr/50aniv/symposi

um.htmlからダウンロード可能です．入手困

難な場合は，事務局までご連絡下さい．

○出版物：要旨集は当日参加者に配布しま

す．一部のセッションでは国際集会後に国際

学術誌（Quaternary International, Journal

of Quaternary Sciences）からの特集号を検

討中です．詳しくはコンビーナーの方にお尋

ね下さい．

○大会実行委員会と事務局

実行委員会委員長　佃栄吉

事務局連絡先

産業技術総合研究所地質情報研究部門

斎藤文紀

茨城県つくば市東1-1-1 中央第７

電話209-861-3895, 3772，

Fax 029-861-3747

E-mail : ＜jaqua50org@m.aist.go.jp＞また

はyoshiki.saito@aist.go.jp

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
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第57回科学講演会

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．

九州大学大学院比較社会文化研
究院教員公募

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



・国籍，性別は問わないが，国内外における

野外地質調査の経験が豊富であること．

・大学，研究機関，高等学校，中学校，小学

校，民間企業などの所属は問わない．

・心身ともに健康であること．（隊員として

委嘱されるためには，厳しい身体検査をパ

スする必要があります．）

・出発までに実施される訓練（３月の乗鞍岳

での冬期訓練（５日間），６月の菅平での

夏期訓練（５日間））および極地研におい

て数回開催される集会・打ち合せに参加可

能であること．

・帰国後，共同研究者とともに責任をもって

研究成果を公表できること．

２．募集人員：若干名

３．派遣期間：

2008年11月中旬～2009年２月中旬（予定）

４．行動概要：

地質調査チームは，南アフリカケープタウ

ンより空路南極入りし，セールロンダーネ山

地に直接アクセスします．現地では，スノー

モービルとテントを利用して調査活動を約

２ヶ月間実施し，帰路も空路にてセールロン

ダーネ山地から撤収し，ケープタウン経由で

帰国します．

５．経費：

身体検査費用，訓練等国内出張費用，南極

への渡航費用，調査研究費用，装備・設営費

用は国立極地研究所が負担いたします．ただ

し，隊員として委嘱された場合でも，給与に

ついてはそれぞれの所属機関で負担していた

だきます．

６．応募書類

・履歴書：市販のもので可．写真を貼付する

こと．メールアドレスを明記のこと．

・これまでの研究の概要：A４用紙に1000字

程度．

・志望理由，自己アピール等：A４用紙１枚

程度．

・業績一覧：学位論文，学術雑誌等に掲載さ

れた論文，著書等に，国内外の地質調査歴

を加えること．様式は任意．

７．応募締切：2007年８月31日（金）必着

８．選考方法：

日本地質学会南極地質研究委員会（委員

長：廣井美邦千葉大教授）において審査の上，

隊員候補者として推薦します．候補者は，健

康診断，冬期訓練（2008年３月），夏期訓練

（2008年６月）を経て，2008年６月に開催さ

れる南極地域観測統合推進本部総会（本部

長：文部科学大臣）において正式に承認され，

隊員として委嘱を受けます．その後の準備期

間を経て，2008年11月，南極に派遣されます．

９．その他　参考事項

日本地質学会札幌大会において，南極地質

研究委員会が開催されます．応募者は当委員

会に出席されることを強く薦めます．

10．応募書類送付先・問い合わせ先

〒173-8515 東京都板橋区加賀1-9-10

国立極地研究所　本吉洋一

電話：03-3962-4791

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

情報・システム研究機構国立極地研究所で

は，南極観測第VII期計画の中の一般プロ

ジェクト研究観測「超大陸の成長・分裂機構

とマントルの進化過程の解明」の一環として，

東南極セールロンダーネ山地の地質調査を計

画しています．この計画は，本年11月に日本

を出発する第49次隊から2009年に出発する第

51次隊までの３カ年を予定しており，とくに

東西ゴンドワナの会合点に位置するセールロ

ンダーネ山地の地質を詳しく調査することに

よって，大陸間の分裂，衝突，再分裂といっ

た変動の履歴を復元し，大陸地殻の形成・分

裂機構の解明を目指すものです．日本地質学

会南極地質研究委員会は，2008年11月から

2009年２月までの現地調査に第50次南極地域

観測隊員として従事する隊員を推薦するため

に，以下の要領で募集いたします．

１．応募資格

・地質学とその関連分野（岩石学，鉱物学，

地球化学，構造地質学，テクトニクス分野

が望ましい）を専門とする研究者，教職員，

技術者等（ただし，大学院学生は不可）．

第50次南極地域観測隊員（夏隊
地学担当）の募集

e-mail: motoyosi@nipr.ac.jp

朝日新聞文化財団より，2007年度「朝日賞」

候補者推薦の依頼がありました．

朝日新聞文化財団は，朝日新聞社が文化活

動支援を公益的な立場から行うため，1992年

に設立され，朝日賞の受賞事業を継承してお

ります．この賞は，1929年（昭和４年）に朝

日新聞社が，創立50周年を記念して創設した

もので，人文や自然科学など，我が国のさま

ざまな分野において，傑出した業績をあげ，

文化・社会の発展，向上に多大な貢献をされ

た個人または団体に贈られています．

推薦書は８月31日（金）までに，所定様式

送付となりますので，推薦を希望される方は

８月15日（水）までに，理事会宛にご連絡下

さい．

問い合わせ先：

朝日新聞社文化企画局文化メセナ・スポー

ツ部「朝日賞」係

〒104-8001 東京都中央区築地5-3-2

TEL（直通）03-5540-7453

FAX 03-3541-8999

http://www.asahi.com/shimbun/award/

asahi/

１．本事業の趣旨

本発明表彰は，皇室より毎年御下賜金を拝

受し，我が国における発明，考案又は意匠の

創作者並びに発明の実施及び奨励に関し，功

績のあった方々を顕彰することにより，科学

技術の向上及び産業の発展に寄与することを

目的として行っているものです．

２．表　彰

（1）第１表彰区分

◆恩賜発明賞（賞状及びメダル） ◆畠山

一清賞　◆特別賞（賞状及びメダル） ◆発

明奨励金　◆発明賞（賞状及びメダル）

（2）第２表彰区分

◆21世紀発明賞（賞状及びメダル） ◆21

世紀発明奨励賞（賞状及びメダル） ◆発明

奨励金

（3）実施等に関する表彰

◆発明実施功績賞（賞状及びメダル） ◆

21世紀発明貢献賞（賞状及びメダル） ◆発

明実施功労賞（賞状及びメダル）

全国発明表彰募集
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各賞・
研究助成

日本地質学会に寄せられ

た候補者の推薦依頼をご

案内いたします．推薦ご

希望の方は締切日半月前

までに，理事会までお申

し込み下さい．

「朝日賞」候補者推薦依頼のお
知らせ



切９月10日必着）

２．東レ科学技術研究助成

１．候補者の対象

貴学協会が関与する分野で国内の研究機関

において自らのアイディアで萌芽的基礎研究

に従事しており，今後の研究の成果が科学技

術の進歩，発展に貢献するところが大きいと

考えられる若手研究者（原則として推薦時45

才以下）

２．研究助成金

総額１億３千万円．１件３千万円程度まで

10件程度．

３．候補者推薦件数

１学協会から２件以内

４．推薦締切期日

平成19年10月10日（水）弊会必着（学会締

切９月10日必着）

＊各推薦書用紙は，ホームページからもダウ

ンロードできます．

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

問い合わせ先

財団法人東レ科学振興会

〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1

TEL（047）350-6103・6104

FAX（047）350-6082

E-mail torayzaidan@tgnts.toray.co.jp

主催：財団法人尾瀬保護財団

目的：「湿原」に関する学術研究を顕彰する

ことにより，この分野の学問的・学際的研

究の伸展を図るとともに，環境保護に関す

る関心を高めることを目的とします．

賞の内容

（1）候補者の対象・資格

・個人を対象とします．なお，グループ研

究による業績の場合は代表者による申請

とします．

・泥炭湿原の保全に関わる基礎的研究にお

いて，優れた業績を上げ，今後の研究の

深化が期待される人とします．

・研究対象は，「主として泥炭を有する湿

原及びそこを生活の場とする生物」とし

ます．なお，対象とする湿原は尾瀬ヶ原

に限りません．

・応募者の年齢は，平成19年４月１日現在

において，50歳未満の人とします．特に

若手研究者の応募を歓迎します．

（2）受賞

・受賞者は２名以内とします．

・受賞者１名につき賞状および賞金100万

第11回尾瀬賞募集

（4）発明奨励に関する表彰

◆発明奨励功労賞（賞状及びメダル）

４．応募者等の資格

（1）応募者は，当該特許，実用新案又は意匠

の権利を有すること．（2）発明者，考案者又

は創作者は，日本国籍を有するか又は，当該

発明，考案又は意匠を日本国内において完成

させ，１．に掲げる本事業の趣旨に適合する

と発明協会が認めた者であること．（3）当該

発明，考案又は意匠で過去に叙勲，国家褒章

を受章又は本表彰を受賞していないこと．

５．応募方法

応募にあたっては，所定の｢全国発明表彰

調査表（以下　調査表）｣に記入要領に従っ

て必要事項を記入の上，正・副・支部控の計

３通を最寄りの発明協会各都道府県支部に提

出して下さい．なお，調査表その他の応募書

類は一切返却しません．

６．応募上の注意

（1）平成５年改正法の登録実用新案（平成６

年１月１日施行）については，応募書類に

技術評価書を添付して下さい．

（2）関連発明（考案・意匠）の発明者（考案

者・創作者）は，本表彰の対象とはなりま

せん．

７．応募受付期間

平成19年６月20日（水）～９月７日（金）

12．お問合せ先

〒105-0001 東京都港区虎ノ門2－9－14

社団法人発明協会　発明奨励グループ発明

奨励チーム

TEL：03-3502-5431（ダイヤルイン）

FAX：03-3502-3485

E-mail：shourei@jiii.or.jp

h t t p : / /www . j i i i . o r . j p / z e n k o k u /

hatsumeihyousyou20.htm

１．東レ科学技術賞

１．候補者の対象

貴学協会が関与する分野で，下記に該当す

るもの/学術上の業績が顕著なもの/学術上重

要な発見をしたもの/重要な発明をして，そ

の効果が大きいもの/技術上重要な問題を解

決して，技術の進歩に大きく貢献したもの

２．科学技術賞

２件前後．１件につき，賞状，金メダルお

よび賞金500万円

３．候補者推薦件数

１学協会から２件以内

４．推薦締切期日

平成19年10月10日（水）弊会必着（学会締

平成19年度東レ科学技術賞およ
び東レ科学技術研究助成の候補
者推薦

円を贈呈します．

・適任者がいない場合には受賞者なしとす

ることもあります．

募集締切：2007年10月31日（消印有効）

応募方法：

・以下の５点をそろえて応募して下さい．記

載は日本語または英語に限ります．なお，

自薦による応募を基本とします．

①　「第11回尾瀬賞」応募用紙/②　尾

瀬賞応募業績調書/③　主要業績調書/④

業績一覧　⑤　③に挙げた論文，著作の

全文

応募用紙の送付先および問い合わせ先：

財団法人尾瀬保護財団事務局「尾瀬賞」係

〒371-8570 群馬県前橋市大手町一丁目

１－１　群馬県庁内

電話：027-220-4431 FAX：027-220-4421

Eメール：info@oze-fnd.or.jp

http://www.oze-fnd.or.jp/

女性科学者に明るい未来をの会より，「猿

橋賞」候補者の推薦を依頼します．下記の要

領で応募して下さい．募集内容，応募用紙な

どは各学会事務局に送付してありますが，電

子メールでお申出頂ければ，様式を添付ファ

イルでお送りします．また，http://www.

saruhashi.net/からもダウンロードできます．

１）対象：推薦締切日に50才未満で，自然科

学の分野で，顕著な研究業績を収めた女性

科学者

２）表彰内容：賞状，副賞として賞金30万円，

毎年１件（１名）

３）締切日：2007年11月30日（金）

４）応募方法：所定の用紙に受賞候補者の推

薦対象となる研究題目，推薦理由（800字

程度），略歴，推薦者（個人または団体），

及び主な業績リストを記入して，主な論文

別刷10編程度（２部ずつ，コピーも可）を

添え，５）の送付先までお送り下さい．

５）推薦書類送付先：

168-0071 杉並区高井戸西3-6-26

古在由秀　方

女性科学者に明るい未来をの会

（封筒には，「猿橋賞推薦書類」と明記し

て下さい．書類は，猿橋賞選考のために選考

委員会などで用いられます．書類は返却いた

しませんのでご了承下さい）

６）問合せ先：saruhashi2006@saruhashi.

net

2008年度女性科学者に明るい未
来をの会「猿橋賞」候補者募集
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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．
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）

国立公園地質リーフレットたんけんシリーズ
箱根火山たんけんマップ―今、生きている火山　2007年５月発行　会員価格300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

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



自然・人文編」と「第二部　探検史編」，「あ

とがき」（松本 夫）に分けられている，第

一部はさらに「第I章　崗日 布山群」（松

本 夫）；「第II章　崗日 布山群の生い立ち」

（松本 夫）；「第III章　崗日 布山群の植物」

（下田泰義・松本 夫）；「第IV章　崗日 布

山群の哺乳類」（松本 夫・黒木一男）；「第

V章　崗日 布山群の魚類」（松本 夫）；

「第VI章　山からみたチベット仏教」（渡部

秀樹）；「第VII章　民俗の断片」（辻　和毅・

松本 夫）；「第VIII章　崗日 布山群への道

―ヒマラヤの東の旅」（渡部秀樹）；「第IX章

日本山岳会福岡支部の崗日 布山群踏査」

（松本 夫・渡部秀樹）からなる，第二部は

「第I章　初期のチベットの探検」（松本

夫）；「第II章　アッサム・インド東北部の探

検（18世紀後半～20世紀初め」（辻　和毅）；

「第III章　インド測量局とパンディット」

（辻　和毅）；「第IV章　隠密行としての探検」

（辻　和毅・松本 夫）；「第V章　ケンブ

リッジ大学関係者」（辻　和毅）；「第VI章

南ヒマラヤ山脈の探検」（松本 夫）；「第VII

章　近年の探検」（松本 夫・辻　和毅）；

「第VIII章　探検史からみた崗日 布山群と

周辺地域の歴史地理」（辻　和毅），第一・二

部の総分量は774ページに及ぶ．

また本書に使用された文献は次のように極

めて多彩である，英文の単行本85編，インド

測量局報告９編，地質学・地理学関係学会誌

119編，インターネット資料９編；日本語文

献としては探検・山岳の単行本58編，地質学

論文29編，植物８編，動物１編，魚類39編，

政治・国際関係11編，雑誌類87編，文献目録

集３編；中国語文献として地質・地理・氷河

関係20編，植物13編，動物10編，魚類２編，

地図類19編からなる，

さらに，本書を強く特徴づけているのが第

一部では第I章直前の８ページ・31件のカ

ラー主峰写真，第II章の後に３件の崗日 布

山群カラー主峰写真・３件の氷河地形と24件

の植物の花写真，第VII章の最後に注目すべ

き構造物や建設物，民族の写真；第二部では

第II章のアッサムなどインド東北部の歴史的

探検図や鳥瞰図の８ページに及ぶ写真，同じ

く第IV章最後の著者達による現在の風景写

真と1920～1930年代の同じ地域の比較写真な

ど８ページのカラーからなる．

以上の全体的な内容を主として地質学的に

記載，解説しているのは本書のテーマになっ

ている崗日 布（カンリガルボ）山群の実態

解説である，この山群は中国語で「崗日 布」，

英語で“Kangri Garpo”と呼ばれ，これが

日本で注目されてきた経緯が説明されてい

る，崗日 布山群は日本列島の最高峰である

北アルプスの倍以上，5000ｍを遥かに越す高

ヒマラヤ東部の自然界とその研究史への関

心は誰もが持っていることと思う，このたび

その実態調査に基づく「ヒマラヤの東　崗日

布山群」の大作が出版された，その主著者

は日本地質学会名誉会員の松本 夫氏であ

る，松本氏は山口大学名誉教授として岩石

学・地質学を中心とする中国大陸のシルク

ロード一帯の研究に大成果を挙げてきた，そ

の成果は既に1999年の「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年の「シルクロード探遊」（葦書房），

2002年の「タクラマカン沙漠　楼蘭への旅」

（朝日新聞），2006年の「幻の楼蘭　ロプ・

ノールの謎」（櫂歌書房）（地質News，9（10），

2006で紹介）として発表されている．

今回の新著書「ヒマラヤの東　崗日 布山

群　踏査と探検史」の中心山地である崗日

布山群（カンリガルボ）山群について，松本

夫氏は本誌の第１章で，チベット語で「白

い雪の山」のことを意味すると解説している，

本書は「まえがき」（松本 夫）と「第一部

さである．

この山群一体の地質学的研究はドイツの地

質学者・地理学者Ferdinand von Richthofen

による1860年から1872年にかけての研究，

Frank Kingdon-Ward（1909年から約40年

間），Kenneth Mason，Augusto Gansser

（スイスのチュウリッヒ大学教授）の大きい

成果が紹介され，本著者松本氏の見解が述べ

られている，それによれば，崗日 布山群は

ヒマラヤ山脈の東延長の山脈ではなく，独立

した一山脈としてとらえるべきことを強調し

ている．

「第II章　崗日 布山群の生い立ち」の中

で，松本氏は崗日 布山群地域の気候状況，

地形としての本山群の特徴，細部の地域性，

河川の水系を詳しく述べている，とくに上流

部の現在の氷河系と流水，氷河の後退に見る

氷堆石（モレーン），断層谷，古氷河とその

遺跡，氷食谷，氷河湖，反向的（侵入型）氷

川谷，圏谷（カール），氷食尖峰，構造土な

どのほか，青蔵高原の地質構造，オルドビス

紀以降の地質発達史，岩石種と地層群などの

地学的背景が詳しく述べられている，こうし

て青蔵高原からヒマラヤ山地一帯の地質発達

史に貴重な資料を提供している．

このほか，崗日 布山群の植物と哺乳類の

特徴，崗日 布山群の山名と住民の信仰，チ

ベット仏教の流れ，キリスト教との関係，さ

らに崗日 布山群踏査を推進するのに日本山

岳会福岡支部にも支援された，その状況と本

書の協力執筆者との関係などが詳しく紹介さ

れている．

第二部では辺境である崗日 布山群がこれ

まで地質学的，地理学的，生物学的に研究さ

れてきただけでなく，ここでは探検の歴史が

詳しく述べられている，この執筆には松本

夫氏と辻　和毅氏（1962年九大地質卒）が関

与している，とくに，崗日 布山群地帯の地

図の作成に関連した探検調査は多数の公刊地

図を示していて極めて興味深い，辻氏はイン

ド東北部のアッサム地域のインド測量局によ

る詳しい調査器具の解説を行っている，その

中で，6名の地元出身の調査員，F.M,Bailey

（1882－1967）などイギリスの探検家，ケン

ブリッジ大学出身の４名の探検家について紹

介している，さらに，1980年代からの中国人

による探検調査活動，ニュージーランド隊や

日本人の活動も述べている，最後に，辻氏に

よるこれらの歴史的意義づけがなされてい

る．

このように，本書は私達のヒマラヤ一帯の

関心を高め，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したい理由であ

る．

（岡田博有）
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ヒマラヤの東
崗日 布山群踏査と探検史

松本 夫　編著
辻　和毅・渡辺秀樹　著

櫂
とう

歌
か

書
しょ

房
ぼう

，2007年４月20日発行，

星雲社発売，A５判，818ページ，

定価8400円，ISBN978-4-434-10597-5

紹　介



な標本を一同に展示しました．また，その他

の主な展示資料としては，江戸時代（1797年）

に発掘された群馬県富岡産のヤベオオツノジ

カをはじめ，キャップ・カーボネイト，秋田

沖の深海底コアサンプル，ファルコナーオオ

カミ，シカマシフゾウ，ニッポンサイ，群馬

産のヒグマ化石，フォスファテリウム（最古

のゾウ），ファルコナーゾウ（地中海の島に

いた矮小化したゾウ）などを予定しています．

会　期：平成19年７月14日（土）

～９月２日（日）

休館日は７月23日，30日，８月27日

時　間：午前９時30分から午後５時まで

（入館は午後４時30分まで）

場　所：群馬県立自然史博物館　企画展示室

観覧料：一般700円（560円），

大学・高校生400円（320円）

※１　中学生以下，障害者手帳をお持ちの

方とその介護者１名は無料

※２　（ ）内は20名以上の団体料金

地球の誕生以来，数度にわたる氷河時代の

到来は，生物の進化に多大な影響を及ぼして

います．この企画展では新生代第四紀の氷河

時代，主に日本に棲息していた動物とその移

りかわり，そして氷

河時代と生物

との関わりを

紹介していま

す．特に日本

の第四紀を代表する脊椎

動物であるナウマンゾウ

に焦点を当て，そのタイ

プ標本をはじめ，ナウマ

ン自身が記載した標本

や，猿山標本，浜町標本，

瀬戸内海産標本など，そ

の研究の歴史の中で重要

※３　上記料金で常設展・企画展とも観覧

できます．

関連行事

ミュージアム・コンサート

「アイスエイジ　地球と動物たちのハーモ

ニー」

奏者：松本玲子（創造学園大学准教授）

日時：８月19日（日）午後１時30分～，午後

２時20分～，午後３時～（各20分間）

会場：常設展示室Ａコーナー「地球の時代」

観覧券が必要です（申込みは不要）

※イスの用意はございません．あらかじめご

了承ください．

問い合わせ：

群馬県立自然史博物館

〒370-2345

群馬県富岡市上黒岩1674-1

TEL. 0274-60-1200（代表）

http://www.gmnh.pref.gunma.jp

日本地質学会News 10（７）20

博物館だより

群馬県立自然史博物館　 ナウマンゾウ

（イラスト

外所宏美）第27回企画展「アイスエイジ　氷河時代を生きた動物たち」

ヤベオオツノジカ

（イラスト　外所宏美）

月　September
◯第15回ゼオライト夏の学校
９月６日（木）午後～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

事前参加登録：８月８日（水）締切

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
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）

11

10

9

2007.8～

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　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
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

8

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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「ぱっ」と情報を速やかに送受信する手段として，電

子メールは日々の仕事に，また日常生活にも事欠かさない道具と

なっています．私が大学院生の頃には，UNIXシステム上で，い

わゆるワークステーションと呼ばれるようなやや大きめのパソコ

ン（しかも高価）を使って，しかも英語のみしか使えない環境で，

メールのやり取りをしていた事が思い出されます．その頃は主に

海外の研究者と連絡を取り合うのに，た

まに使うのみで，きわめて特別な事であ

りました．しかしそんな時代は一瞬に過

ぎ去り，使いやすいソフトウェアの普及

と日本語化の影響で，メール環境は一変

しました．1990年代初頭のころであった

と記憶しています．その後の携帯電話の

普及によるメールの発展は言わずもがな

です．情報化社会と呼ばれるようになっ

て久しく，誰もがメールをやり取りして

情報の大海原を航海している現在，いか

に目的の情報を，的確にかつ短時間に得

られるかが重要とされ，いわゆる検索エ

ンジンと呼ばれるものが注目されていま

す．それがさらに付加価値を呼び起こし，

新たなビジネスモデルとして巨額の富を

生み出しているのが現在の情報化社会で

す．

さて，地球の営みを理解し，人類と地球の持続的共存への貢献，

そして社会の要請への貢献というビジョンを掲げる日本地質学会

は，この情報大航海時代を，どのように舵取りをし，乗り切って

いくか，そのビジョンとポリシーが重要です．学会の中期ビジョ

ン（ニュース誌vol. 9 No. 1, 2006）では，情報や広報といった言

葉が繰り返し使われていることに示されているように，学会活動

はまさに情報戦略無くしては議論できない状況になっているので

す．学会が具体的に行う近々の活動に関しては，前出の中期ビ

ジョンに書いてあるので，それを参照していただきたいが，その

第１歩として，より会員のことを知るため，より学会のことを知

るためにメールマガジン配信の案が出されました．

メールマガジンとは，

伝えたい情報のエッセンスが簡潔にまと

められ，詳細は各ホームページにリンク

されているような情報の種をちりばめた

玉手箱のようなものです．学会からお知

らせしたいこと，会員が会員のためにお

知らせしたい情報を，速やかに伝達する

ことができます．まずはこのメルマガの

活用から，タイムリーな情報を会員全員

で共有し，単なる情報の共有だけでなく，

知の共有レベルまで昇華し合うことが重

要です．７月３日から配信を開始した

geo-Flashが会員の皆様のお役に立てれ

ば幸いです．

７月３日，12：00に学会事務局より，

記念すべきgeo-Flash第１号が配信され

ました（写真参照）．この瞬間に現在は

まだ会員の約1/3の方々ですが，2000人以上の方々にgeo-Flashが

配信されました．geo-Flashを受け取った皆様，何か感じたもの

はあったでしょうか？ぜひ皆さんの声をお聞かせください．まだ

技術的な課題なども残されていますが，ぜひ末長いご利用をお願

い申し上げます．まだ登録の済んでいない方は，ぜひ事務局

（journal@geosociety.jp）にご連絡ください．

geo-Flash創刊！

倉本真一
（geo-Flash編集長，広報担当理事）

先月号の地学教育のページ（６月号p.11）に掲載されました，教員対象
見学旅行の案内記事中で，案内者の氏名記述に誤りがありました．訂正し
お詫びいたします．

日本地質学会第114年学術大会（札幌大会）関連行事
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－）」2007年９月８日（土）実施．

（正）
案内者：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（札幌市立澄川中学校）・岡　孝雄（北海道立地質研究
所）・古沢　仁（札幌市博物館活動センター）・重野聖之（明治コンサルタ
ント）

訂正



2006年度Island Arc編集委員会報告

日本地質学会Island Arc編集委員会

日本地質学会の公式英文誌であるIsland Arc（IAR）は，1992年

の発刊から今年で16年目を迎えました．ここでは出版社である

Blackwell社が毎年発行している出版報告をもとに，IARの現状を

会員の皆様にご紹介します．

第15巻に44編の論文を掲載

2006年に発行された第15巻から雑誌名をThe Island Arcから

Island Arcへ変更し，表紙のデザインを一新しました．誌名の変更

は「特定の島弧（日本）を扱う雑誌」というイメージから脱却する

ためでした．第15巻には44編の論文が掲載され，全ページ数は548

ページ（編集ノート，索引を含む）でした．論文数としては2004年

（35編，552ページ），2003年（33編，442ページ）よりも大幅に増加

し，過去最高だった2005年（49編，716ページ）に匹敵する論文数

となりました．第15巻には１号の「プレート収束・発散境界におけ

るオフィオライトの起源」，３号の「前弧海盆のダイナミック堆積

作用」，４号の「COREFプロジェクト」という３つの特集が掲載さ

れ，前年同様特集の企画によって多くの論文を投稿していただきま

した．2006年掲載論文の第一著者の所属をみてみますと，日本が33

件で最も多く，続いて中国（4），イタリア（2），アメリカ（2），韓

国（2），ノルウェー（1）となっています．

オンライン講読数が25％増加

2006年のIARの講読状況は，会員講読183名（2005年は186名），

オンライン講読4,267機関（同3,418機関），機関講読98機関（同99機

関）でした．前年度に比べて会員講読および機関講読がやや減少し

ているのに対し，オンライン講読が25％増加しています．特にアメ

リカ合衆国では100件を越える新規オンライン契約が結ばれました．

オンライン講読の増加にともない，Blackwell Synergyサイトか

らの論文のダウンロード数も多く，2006年は24,372件でした．この

数は2005年に比べて52％の増加となりましたが，今後も多くの読者

がオンライン経由で論文を閲覧することが予想されます．

Blackwell社は2006年内の各論文のダウンロード数を集計しており，

上位10編を報告しています．昨年と同様に，編集委員会では，ダウ

ンロードによるIAR論文利用への関心を高めていただくことを目的

として，ダウンロード数の多い論文を紹介することにします．表１

に示しましたように，10編すべてが第14巻４号と第15巻１号のオ

フィオライト特集に掲載された論文となり，この特集に対する国際

的な注目度の高さがうかがえます．なお，ダウンロード数は実際の

読者数と必ずしも比例しているとは限りません．例えば著者が自分

の論文を何度もダウンロードすればこの数値は大きくなりますの

で，あくまでも目安とお考え下さい．

2006年インパクトファクターは0.762

IARのインパクトファクター（IF）は，統計を開始した1999年の

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

2004年0.843と１以下で推移してきましたが，2005年は大幅に増加

して1.167と過去最高になりました．2006年のIFは0.762となり，残

念ながら前年に匹敵する高いIFを得ることはできませんでしたが，

2001-2004年の平均とほぼ同じIF値です．なお，2006年のIFの算出

方法は，2004年と2005年の２年間の雑誌に掲載された論文の被引用

回数をもとに算出されています．つまり，この２年間のIAR出版論

文数（Ｘ）を分母とし，ISI登録全雑誌の2006年出版論文における

2004，2005年IAR論文の引用回数（Ｙ）を分子とする比（Ｙ／Ｘ）

です．したがって，2006年のIFは64/84=0.762となりました．ただ

し，地球科学関係の論文には10年以上経過しても引用される論文が

ありますが，このような論文の価値は残念ながらIFには反映され

ません．

2006年のIFが下がった要因はいくつか考えられますが，被引用

回数の多いオフィオライト特集の前半が2005年４号に掲載されたこ

とが挙げられます．IARの場合，４号は出版直後からIFの計算に関

わる引用期間となりますので，１，２号に比べて被引用回数が少な

くなります．つまり，特集の出版のタイミングがIFに大きく影響

してきます．高いIFを得るためには，戦術的に特集を1号に集中さ

せるのが有効ですが，出版の迅速性の確保との兼ね合いで難しい面

もあります．

なお，表２はISIにより主な学術雑誌について公表されている５

年間の出版論文数と，それらの論文が同じ5年間に他の論文に引用

された数，そして後者を前者で割った数を，IAR誌について示した

ものです．これを見ると，00-04の5年間が最も高くなっています．

これは2000年のコクチェタフ特集が貢献していることが明らかです

（本誌４月号参照）．02-06の５年間は引用数が最低でしたが，この

数字にはその５年間の最初の年に出版された論文のインパクトが最

も強く反映されるので，2002年に特集が１つもなく，１年間のペー

ジ数も301pと最少だったことが影響していると思われます．03-07

の5年間は多少盛り返してきていますが，これは2003-04年の論文の

2005年中の引用数に基づく昨年の本誌IFが過去最高の1.17を記録し

たことと調和的です．５年間の引用数に基づく上記の数字は，IF

よりも少し長期的な引用率の推移を示しており，いい特集を組むこ

とは本誌のステータスを上げる効果が大きいということを示してい

ると思います．

バーチャル特集号とIAR賞

昨年は新たな試みとして，注目度の高い第14巻４号と第15巻１号
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Islands Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 16 Issue２が2007年６月に発行されました．日

本語要旨をニュース誌と学会ホームページ（http://

www.geosociety.jp）にも掲載しています．日本語

要旨を紹介します．全文はオンライン（http://

www.blackwell-synergy.com）で無料閲覧できます

ので，是非ご覧下さい．

（Island Arc連絡調整委員会）
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に掲載されたオフィオライト関係の論文を中心に，過去に掲載され

た関連論文を含めたバーチャル「オフィオライト」特集号をブラッ

クウェルのIARのサイト中に立ち上げました．このバーチャル特集

号には2000年以後のIARに掲載された44件のオフィオライト関係の

論文がすべて掲載されており，関係者には大変好評とのことです．

もう１つの新たな試みとして，「IAR賞」を設置しました．審査

の結果，第一回目の受賞論文はYumul et al.（2003）Collision,

subduction and accretion events in the Philippines: a synthesis.

Island Arc 12, 77-91に決定しました．

今後のIARの展望

昨年と同様，IARでは積極的に特集を組む方向で編集を進めてい

ます．タイムリーで質の高い特集を掲載することはIARの国際的な

知名度を上げるだけでなく，インパクトファクターの増加や投稿

者・講読者の増加にも貢献できるでしょう．2007年の第16巻１号に

は，特集「流体と変成作用」が掲載され，現在も３件の特集が進行

中です．

今後のIARの課題として，投稿された論文をいかに迅速に処理し，

掲載するかという点があります．これはIARが国際的な競争の中で

生き残っていく上で大きな問題です．編集委員会ではブラックウェ

ル社の協力のもと，昨年からオンラインによる投稿の受け付けと，

受理論文を冊子印刷前にonline earlyで公表するシステムを構築し，

投稿から印刷までの時間を短縮する努力をしました．その結果，第

15巻掲載論文の場合，受付からオンライン公表までの平均日数は71

日，印刷までの平均日数は85日でした．IAR編集委員会では，投稿

論文数の増加に対応した年６号化や年間ページ数（2007年は576

ページ，2008年は600ページの予定）の増加（予算増が必要）など，

今後もIARの将来を見据えた様々な検討を行っていきます．なお，

IAR論文の一般原稿の無料ページ数は投稿数が少なかった２年前に

上限20ページとしましたが，最近の投稿論文数の著しい増加に対応

するため，以前の上限15ページ（レビュー原稿は20ページ）に戻し

ますので，ご理解をお願いします．これからも会員の皆様方の積極

的なご投稿をよろしくお願いします．

追記：シナジー（Synergy）サイト検索ボックスの利用法

このサイト（http://www.blackwell-synergy.com/loi/iar）につ

いて，本誌本巻３号11ページにダウンロード数と引用数の順位表の

見方を解説しましたが，サイトの右上の検索ボックスも有用です．

例えば，“This journal”にチェックを入れ，ボックスに“Kimura

G”（本会会長）と入力して［GO］をクリックすると，まず木村学

氏が著者であるIAR論文，次に木村学氏の論文を引用しているIAR

論文がリストアップされます．“Boso Peninsula”のような検索語

を入れると，まず題名にその語を含む論文，次に題名にその語を含

む論文を引用している論文が表示されます．ご利用ください．

――――――――――――――――――――――
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1. Spatial and temporal evolution of arc volcanisms in the NE

Honshu and Izu-Bonin arcs: Evidence of small-scale

convection under the island arc?

Satoru Honda, Takeyoshi Yoshida, Kan Aoike

東北日本弧および伊豆-小笠原弧の島弧火山活動の空間・時間的変

化：島弧下の小規模対流の証拠？

本多　了，吉田武義，青池　寛

東北日本弧と伊豆-小笠原弧の最近10Myrの島弧火山活動は，幾

つかの顕著な特徴を示している．東北日本弧では，火山活動域が島

弧に対して垂直な方向に伸びた数個の群れからなる空間分布を示し

ている．また，火山活動域は，少なくとも最近５Myrの間では，背

弧側から火山フロント側に向かって移動したように見える．また，

これらの群れの位置は５Maに入れ替わったように見える．一方，

伊豆-小笠原弧にも，東北日本弧の群れと似た島弧を横切る海山列

がある．そこでは約17Maから３Ma頃までの間に火山活動があった

が，現在は島弧に平行な軸を中心に拡大が起こっている．我々は，

数値モデルの結果により，これらの特徴が，少なくとも定性的には，

島弧下で起こっている小規模対流によって説明できる事を示す．ま

た，モデル計算の結果から，伊豆-小笠原弧のテクトニクスに関す

る幾つかの推測ができる．伊豆-小笠原弧では，沈み込むスラブの

角度が，次第に増加した可能性がある．この事により，島弧を横切

る海山列に沿った火山活動が消滅し，最近の島弧に沿った狭い地域

で起こっている拡大が説明できる．海山列の走向は，島弧に対して

斜交しているが，それは，本来的な特徴ではなく，海山列形成後の

島弧の走向に沿った背弧側の横ずれ運動によるものと解釈される．

これらの推測は，伊豆-小笠原弧の今後の詳細な地形学的，年代学

的研究により検証出来るであろう．

Key words : arc volcanism, Izu-Bonin, northeast Honshu, small-

scale convection, volcanic fingers.

2. The Oka belt（Southern Siberia and Northern Mongolia）:

a Neoproterozoic analog of the Japanese Shimanto Belt？

Alexander Kuzmichev, Evgeny Sklyarov, Anatory Postnikov and

Elena Bibikova

南シベリア～北モンゴルのオカ帯は日本の四万十帯の原生代後期ア

ナログか？

オカ帯は砕屑岩と緑色片岩よりなり，南シベリアのサヤン地域か

ら北モンゴルにかけて約600kmの延長をもつ．オカ帯の年代と構造

セッティングは，長年にわたってこの地域で最も矛盾に満ちた問題

だった．我々は小論でオカ帯が原生代後期末に付加体として形成さ

れたことを提唱する．オカ帯は覆瓦状の衝上構造を示し，これはも

ともと原生代後期の海側へ衝上した付加プロセスを反映する．古生

代前期の造山運動はその構造にわずかな影響を与えたにすぎない．

オカ帯は海嶺玄武岩，若干の海洋島玄武岩，そして恐らく遠洋性の

堆積物からなる衝上体を含み，いくつかの地点ではそれらが斑れい

岩や蛇紋岩を伴う．これらの岩石は，この付加プリズムに沈み込み，

それにトラップされた海洋性リソスフェアを代表する．オカ帯の内

帯には付加プリズムの更に深いレベルから上昇した青色片岩も存在

する．また，オカ帯の北部には，N型海嶺玄武岩と地球化学的に類

似する苦鉄質深成岩体及び酸性火山岩を産する．この部分は日本の

四万十帯の第三系の部分によく類似し，それと同様に付加プリズム

下への直角な海嶺沈み込みを経験した．このイベントは753±16

Ma（ジルコンU-Pbディスコーディア年代）に起こった．オカ帯で

は，原生代後期の中頃に日本とよく似た南シベリアの大陸地殻下へ

の沈みこみが始まり，付加体の形成が開始された．付加プリズムは

原生代後期の後半を通じて存在し，膨大な量のシアル質の物質を集

積して隣接する大陸を成長させた．現在のところ，オカ帯の調査は

まだ進んでおらず，今後の研究と発見が期待される．

Key words : accretionary prism, blueschists, Central-Asian Fold
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Belt, Mongolia, Neoproterozoic tectonics, Sayan, Siberia

3. Structural evidence for large-scale top-to-the-north normal

displacement along the MTL in Southwest Japan

Tetsuzo Fukunari and Simon Wallis

西南日本における中央構造線に沿った大規模正断層運動の構造的証

拠

福成徹三，Simon R. Wallis

中央構造線は三波川変成帯と領家変成帯を分断する大規模なテク

トニック境界である．中央構造線の横ずれ運動は多くの研究者によ

り明らかにされてきた．一方，中央構造線近隣の三波川帯において

新たに野外調査を実施することにより，中央構造線近隣には北落ち

の正断層運動を示す二次的な断層及び延性的なシアバンドが多く存

在していることが明らかとなった．これらの剪断構造の走行及び空

間的な分布は，剪断構造の発達が中央構造線の運動に関係していた

ことを示す．これらの結果は中央構造線が広範囲にわたる正断層と

して動いていたことを示唆する中央構造線の正断層運動は三波川帯

の上昇を説明する要因の一つとなり得る．また，この正断層運動は

三波川帯内の褶曲の幾何学的な分布を説明することが可能である．

Key words : estimate of deisplacement, Median Tectonic Line,

normal displacement, south-west Japan

4. Micropaleontological and seismic observations for early

developmental stage of the southwestern Ulleung Basin, East

Sea（Sea Japan）

Hyesu Yun, Songsuk Yi, Jinyong Oh, Hyunsook Byun ,Kooksun

Shin

日本海，対馬海盆南西部の微古生物学的・地震学的データと海盆の

初期進化過程

日本海の南西端に位置する対馬海盆は，厚い新第三系堆積物から

なる．Pohang盆地の陸上試料と対馬海盆南西部の掘削試料を用い

て渦鞭毛虫の詳細な研究を行い，海盆の初期進化を検討した．海盆

はリフト形成時に堆積した厚い堆積物によって充填されており，そ

れらは主に陸成層からなるが，これは対馬海盆が伸張場において形

成されたことを支持する．海盆の形成は17-16.4Maにさかのぼる．

また中新世の掘削試料から始新世～漸新世の保存の良い渦鞭毛虫群

が発見されたことから，リフトの形成は漸新世かそれ以前と考えら

れる．この結果は日本海拡大のプロセスを議論するための束縛条件

となる．

Key words : biostratigraphy, paleoenvironment, Pohang Basin,

syn-rift, Ulleung Basin.

5. The oceanic substratum of Northern Luzon: Evidence from

xenoliths within Monglo adakite（Philippines）

Betchaida Payot, Sebastien Jego, Rene C. Maury, Mireille Polve,

Michel Gregoire, Georges Ceuleneer, Rodolfo A. Tmayo Jr.,

Graciano P. Yumul Jr., Herve Bellon and Joseph Cottoen

ルソン島北部の海洋性基盤：モングロ・アダカイト中の捕獲岩から

の証拠（フィリピン）

ルソン島北部バギオ地域のモングロ村付近に露出する8.65Maの

アダカイト質貫入岩床は，一連の超苦鉄質・苦鉄質捕獲岩を含んで

いる．それらは多い順に，典型的なマントルかんらん岩の組織・鉱

物組成・全岩組成を示すスピネル・ダナイト，それらに由来する蛇

紋岩，平滑ないしややエンリッチした微量元素パターンを示す縁海

玄武岩マグマに類似した角閃石に富む斑れい岩，そしてそれと同じ

化学組成の玄武岩ないし斑れい岩に由来する角閃岩である．同様に

沈み込み帯マグマの特徴を示す石英閃緑岩の捕獲岩も１個だけ得ら

れた．１つの角閃岩捕獲岩の全岩K-Ar年代は115.6Ma（バレミアン）

である．我々はこれら一連の捕獲岩の起源について，上昇中のアダ

カイト・マグマが，厚さ30～35kmのルソン島の地殻のある深さに

位置していた白亜紀前期のオフィオライト複合岩体から捕獲してき

たものと考える．それらはルソン島北部に露出するイサベラ・オー

ロラ及びプーゴ・レパントのオフィオライト岩体に対応するものだ

ろう．

Key words : adakite, dunite, gabbro, Luzon crust, ophiolite, the

Philippines, xenolith

6. Very low-grade metamorphic study in the pre-Late

Cretaceous terranes of New Caledonia（SW Pacific Ocean）

Potel Sebastien

ニューカレドニア先白亜紀後期テレーンの極低度変成作用

ニューカレドニア中央部の白亜紀前期以前のテレーンは，２回の

高圧低温イベントによって極低度の変成作用を被っている．本研究

ではフィロケイ酸塩鉱物の結晶化度，EPMA分析，記載岩石学

データをもとに変成条件を解析した．ジュラ紀後期の最初の変成の

イベントは極低度（anchizone）から低度（epizone）の条件で，北

東から南西に向かってイライトのKüblerインデックス値（KI）と

緑泥石のÁrkaiインデックス値（ÁI）が減少する．この傾向は緑泥

石温度計によっても確認されている．調査地域南部に分布する

Senonianの‘formation à charbons’中には，変成作用後に形成さ

れた非変成堆積物が存在するが，これらは続成作用のKI値をもつ．

２回目の変成作用は始新世の高圧イベントであり，調査地域北部に

おいて１回目のジュラ紀後期の変成作用をオーバープリントしてい

る．この地域の変成条件は南西から北東に向かって増加するが，

KIとÁIのパターンは異なる傾向を示す．緑泥石温度計によって計

算された温度もまた，南西から北東に向かって298±８℃から327±

16℃と増加する．両地域における高圧低温変成条件は，Kに富む白

雲母のbセルの大きさ（b0>9.04Å）からも支持される．緑泥石温度

計と雲母のbセルの大きさから圧力の下限を見積もると，始新世の

変成地域は1.3GPa（ニューカレドニア北部から得られた1.5GPaと一

致），ジュラ紀後期の変成地域は1.1GPaであった．

Key words : hig-pressure/low-temperature,  illite crystallinity,

New Caledonia,  phyllosilicates, very low-grade metamorphism
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7. Westward younging disposition of Philippine ophiolites and

its implication for arc evolution

Graciano P. Yumul Jr., 

フィリピンのオフィオライトの西へ向かって若くなる配列と島弧発

達史におけるその意義

フィリピン島弧系の様々なオフィオライト岩体には，西へ向かっ

て次第に若くなる配列傾向が見られる．これは，始新世にフィリピ

ン島弧系が北西に移動する過程で時計回りに回転し，その西縁がス

ンダ地塊・ユーラシア大陸縁と衝突したことによって形成された．

この相互作用の結果，オフィオライトとメランジュはフィリピン島

弧系の西側に付加して行った．露出する海洋リソスフェア断片の空

間的・時間的関係に基づいて，ここでは新たに４つのオフィオライ

ト帯を提唱する．東から西へ次第に若くなる順に，第１帯はフィリ

ピン東部の白亜紀後期の完全な層序をもつオフィオライトとそれに

伴う下底変成域よりなり，第２帯はそのすぐ西側の白亜紀前期～後

期の不完全な苦鉄質－超苦鉄質岩体とメランジュよりなる．第３帯

は（中央）フィリピン変動帯とスンダ地塊・ユーラシア大陸縁に跨

る衝突帯に定置した，白亜紀から始新世を経て漸新世に至るオフィ

オライト岩体群である．第４帯は（その西の）パラワン及びサンボ

アンガ・スールー地域に露出する大陸縁上に定置したオフィオライ

ト岩体に対応する．このオフィオライト帯の区分案は，横ずれ断層

に境される始新世のサンバレス・オフィオライトを除いて，（中央）

フィリピン変動帯全体が白亜紀の原フィリピン海プレートの破片を

基盤としていることを示唆する．これは，フィリピンの東縁部のみ

に原フィリピン海プレートの物質が含まれるとする従来のモデルに

対立する．

Key words : ophiolites, Philippine Sea Plate, Philippines, space-

time relationship, Sundaland-Eurasian margin

追記：本論文の著者のG. P. Yumul Jr. 氏は，2003年に本誌に発表

した論文により，本年第１回Island Arc賞を受賞することが決定し

ました．本誌の今号213ページに受賞論文，推薦文，著者略歴，写

真が掲載されていますので，ご覧下さい．
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著作権といえども永久に権利が認められるわけではありませ

ん．始まりと終わりがあります．まず，著作権が保護されるこ

とになる始まりは，著作者が著作物を創作したときです（著作

権法51条１項）．わが国では無方式主義を採用していますので，

登録などを要さず，創作によって著作権が発生しますので，発

生時から保護されることになります．

終わりについては，著作権法50条２項が原則を定めており，

著作者の死後50年を経過するまでの間，存続する，とされてい

ます．もっとも，これは現行法規による定めですので，旧法下

で創作された著作物が現在どのような保護にあるかは旧法をし

らべなければなりませんので注意が必要です．

地質学の論文が共同著作である場合には，共同著作者のうち

一番最後に死亡人の死亡した年を基準として50年を経過するま

での間，存続することになります．

著作物が，法人などの団体の名義であるときには，著作者の

死亡が観念できませんので，公表後50年，または創作後50年以

内に公表されなかったときはその創作後50年とされています

（著作権法53条１項）．

ただし，法人その他の団体が著作の名義を有する著作物の著

作者である個人が，この期間内に実名または周知の変名を著作

者名として表示してその著作物を公表したときは，原則どおり，

死後50年の保護期間となります．

地質学の論文や雑誌の記事には写真が掲載されることがあり

ますが，この写真の著作物の保護期間も著作者の死後50年です．

平成８年の法改正以前は，写真の著作物は団体名義の著作物と

同様の規定がおかれており，公表後50年等とされていましたが，

この規定は平成８年改正によって削除されました．その結果，

原則どおり，著作者の死後50年とされました．もっとも，平成

８年の改正法前に既に著作権の保護期間が満了した著作物は保

護が復活せず（平成８年改正法附則第２項），公表後50年の方

が死亡後50年よりも後に到来するときは，改正前の保護期間に

よることとされています（同第３項）．

以上の存続期間の起算点に関して特則があり，継続的刊行物

については，それぞれの公表の時とし，逐次刊行物については

最終部分の公表の時が公表時とされますが，継続すべき部分が

直近の公表の時から３年を経過しても公表されないときは，既

に公表されたもののうちの最終の部分をもって最終部分とみな

されます（著作権法56条２項）．なお，映画の著作権の保護期

間は公表後70年（著作権法54条）等とされています．

以上のように，保護期間は年単位で定められています．具体

的な適用については，死亡，公表，創作した年の翌年の１月１

日から起算し，50年後の12月31日までとなります（著作権法57

条）．

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　等委員

弁護士　高木宏行

著作権譲渡等同意書の解説（22）



銚子半島周辺の地質見学会に参加して

早稲田大学教育学部地球科学専修４年

古環境科学研究室　早川達也

日本地質学会関東支部の企画した銚子半島周辺の地質見学会が６

月２日，３日に行われた．私はこの４月に日本地質学会に入会した

ばかりで，学会の主催する巡検には初めての参加であった．当日は

晴天に恵まれたこともあり，遠くの地形まで見渡せる絶好の日和で

あった．茨城大学の安藤寿男先生の案内のもと，海岸露頭を中心と

して，堆積物，堆積岩の観察を行った．

１日目は銚子半島の海岸に露出する，下部中新統の夫婦ヶ鼻層と

犬吠層群並びに下部白亜系の銚子層群において主に堆積岩を見て

回った．堆積岩中にはさまざまな堆積構造が保存されていたが，中

でも目を見張ったのは犬吠埼に分布する銚子層群犬吠埼層のハン

モック状斜交層理(HCS)である．HCSは嵐の波浪により形成される

堆積構造であるが，１波長が１m以上ある独特のうねりが複数重な

り合う様子には言葉を失ってしまった．この場所は国指定の天然記

念物となっており，「犬吠崎の白亜紀浅海堆積物」と書かれた石碑

と堆積物に関する詳しい案内板が設置されていた．堆積学の教科書

等で堆積構造については学んできたが，実物を見たときにさてすぐ

にそれと判断できるかというと，そういうわけではない．実際，犬

吠埼の露頭に向かう斜面から展望したときには，どれがHCSなのか

安藤先生の指差す先を見ても分からなかったのが正直なところで

あった．しかし，一通り観察したあとの帰りに同じ場所を見たとき

には，全体のうねりの様子から確かにHCSであると納得することが

できたのである．実際に自分の目で見る大切さはもとより，どこに

注目し，何を見ればいいのかを指導する人の存在が自らの学力を上

げるためには必要なのだと強く感じた瞬間あった．

２日目は主に九十九里浜の東端から東方へと延びる屏風ヶ浦に

沿って，鮮新統から中部更新統の犬吠層群を観察した．海食崖が５

km以上続いている風景が大変印象的で，波による侵食を防ぐため

に防波堤が設置されている．九十九里浜にも砂浜の砂の移動を食い

止めるために沖合に波消しブロックがいくつも並べられていた．こ

の犬吠層群にはテフラが多く狭在し，これが房総半島の上総層群と

細かく対比されていることが紹介された．それぞれのテフラは細粒

なガラス質のものから粒子の大きいものまでさまざまであった．最

後の露頭では屏風ヶ浦の上に登り，不整合を観察した．不整合とい

えば面状に広がるものでありながらこれまで側方からの線としてし

か見ることがなかったが，今回は上位層を削ることで面として見る

ことができた．不整合より上では斜交葉理の発達する前浜の堆積物

を観察した．

２日間という短い時間ではあったが，自分の目で見て肌で感じる

ことのできた貴重な時間だった．このような機会を提供してくだ

さった関東支部幹事の方々に感謝すると共に，現地でご指導いただ

いた安藤先生，露頭整備に尽力された茨城大学の学生の方々にはお

世話になるばかりであった．いろいろな人たちとの交流の中で自分

自身が成長できるように，今後とも巡検や学会には積極的に参加し

ようと思う．
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☆関東支部
報告

中部支部2007年年会（静岡）報告

2007年６月９日（土），静岡大学教育学部（L棟多目的実習室）

にて中部支部の総会・シンポジウム「伊豆弧の衝突と中部日本のテ

クトニクス」が開催され，59名が参加した．また翌10日（日）には

伊豆半島の地質をめぐる巡検が行われ，31名が参加した．

総会（10：30-11：30） 議長：狩野謙一

2006年支部活動報告（竹内　誠），支部長会議等報告（新妻信明）

があり，福井県幹事が東　洋一氏から野田芳和氏へ交代する件が報

告された．続いて2006年決算（竹内　誠）およびその監査結果（束

田和弘；延原尊美代読）について報告が行われ，2007年予算案につ

いて説明（竹内　誠），承認がなされた．最後に2008年年会の開催

県として新潟県が報告された．

続いて行われた県幹事会では，支部長選出に関する規約の整備，

事務局の所在機関など，支部体制について議論が行われた．また各

県における支部活動の報告がなされ，地質災害発生時の対応，ジオ

パークや地質百選への対応，一般参加者への支部活動の広報などが

取り上げられた．

シンポジウム「伊豆弧の衝突と中部日本のテクトニクス」

（13：00-18：15）

伊豆弧の衝突は，沈み込み三重会合点の進化と直接関係し，プ

レートテクトニクスの研究において世界的にも重要な研究対象であ

ると同時に，中部日本のテクトニクスの根幹を握っている現象でも

ある．シンポジウムは，１）衝突テクトニクスの全体像についてま

ずレビューし，次に，２）中部日本の変形，３）火成作用，４）そ

の他の地質現象や生物現象への関連をとりあげ，最後に翌日の巡検

コースについての説明で締めくくるという四部で構成され，以下の

13タイトルの講演が行われた．制限時間を超えての議論や意見交換

がなされ，多くの参加者の熱気で会場は盛況であった．伊豆弧の衝

突をキーワードに各地のさまざまな地質現象をそれぞれの立場から

捉えなおし，中部地方全体のテクトニクスや地形の成り立ちを新し

い視点で見つめ直す契機となった．

【１】伊豆弧の衝突テクトニクス（座長：竹内　誠）

新妻信明（静岡大）：伊豆弧の多重衝突とプレートテクトニクス

高橋正樹（日大）：伊豆弧の衝突テクトニクスとマグマ活動

【２】伊豆弧衝突と中部日本の変形（座長：新妻信明）

木村治夫（産総研）：伊豆弧の衝突と丹那断層周辺の変形

原山　智（信州大）：日本アルプスの隆起と伊豆弧の衝突

狩野謙一（静岡大）：伊豆弧の衝突と中部日本の変形

星　博幸（愛知教育大）：中部日本における中央構造線の屈曲形

成に対する新知見：長野県高遠地域の平行岩脈群と西偏古地磁

☆中部支部
報告

支部コーナー



気方位

竹内　章（富山大）：中部日本の活断層

林　愛明（静岡大）：伊豆弧衝突帯の活断層

【３】中部日本の火成作用と伊豆弧衝突（座長：高橋正樹）

石渡　明（金沢大）：伊豆・マリアナ弧周辺の海底基盤岩と伊豆

前縁衝突帯の火成岩・変成岩

三宅康幸（信州大）：中部日本の前期更新世火山岩類と伊豆弧衝

突

【４】伊豆弧衝突と地質・生物の変遷（座長：星　博幸）

延原尊美（静岡大）・池原　研（産総研）：テクトニクスが創る生

物多様性：伊豆弧北端部の貝類遺骸群集

小澤智生（元名古屋大）・野坂大輔（気象庁）：中部日本相良地域

の中新世前期の付加体女神ユニット

新妻信明（静岡大）：伊豆半島の地質と衝突テクトニクス

総合討論と閉会の辞（新妻信明）

また休憩時間を利用して，以下の７件のポスターセッションも行

われた．

窪野篤宏・加藤義宣・久永容嵩・青島晃（静岡県立磐田南高等学

校）：遠州灘海岸で見られる風紋の形態と成因

西来邦章（信州大）：八ヶ岳地域の火山活動期の再検討

向井理史（信州大）：中信高原北部地域のアダカイト質マグマ

原　勝宏・狩野謙一（静岡大）：美濃帯中部，船伏山ユニットの

メランジュの変形様式と運動像

永田秀尚（（有）風水土）・野崎　保（アーキジオ）・柏木健司

（富山大）：能登半島地震調査速報　地表地震断層は出現しな

かった?

柏木健司・道家涼介・大藤　茂（富山大学）：墓石灯籠の転倒方

向から診る地震動－能登半島地震の例－

山本博文（福井大）：生物指標から見た2007年能登半島地震にお

ける海岸隆起

シンポジウム終了後，18：30-20：30に，静岡大学生協グリルに

て22名が参加し懇親会を行った．雨の影響か出足はあまりよくな

かったが，うち解けた雰囲気の中、シンポの議論の続きや中部支部

の将来像などについて語りあった．

巡検「伊豆半島の地質」

６月10日（日）７：30-17：00

案内者：新妻信明（静岡大学）

前日のシンポジウムでとりあげられた地質に関して現地での議論

をかね，伊豆半島の地質のハイライトを駆け足で見学した．見学対

象は，伊豆が火山フロントになる前の中新世前期の火山活動の様子

（仁科層群）から本州衝突の直前に形成された陸源砕屑性シルト岩

（横山シルト岩）まで，伊豆半島の地史を一通り追いかける形で行

われた．

７：30 静岡駅前を出発

９：20 清水港をフェリーで出発-10：25 土肥港着

11：00 STOP 1 西伊豆町一色の仁科層群一色玄武岩．

12：40 STOP 2 西伊豆町堂ヶ島の白浜層群上部，堂ヶ島火山岩

類（遊覧船での見学）．

14：30 STOP 3 伊豆市梅木の横山シルト岩

16：00 STOP 4 伊豆市下白岩の白浜層群（大型有孔虫化石露頭）

17：00 三島駅着　解散

巡検参加者（五十音順）：青島　晃（磐田南高）・青野雅彦（加藤学

園高）・石渡　明（金沢大）・恩田大学（静岡大）・柏木健司（富山

大）・川平裕昭（三島市立南中）・鬼頭泰司（東海大）・栗原敏之

（新潟大）・小嶋　智（岐阜大）・高山信紀（石油天然ガス・金属鉱

物資源機構）・田口公則（神奈川県立生命の星・地球博）・竹内　誠

（名古屋大）・新妻信明（静岡大）・西来邦章（信州大）・野澤竜二郎

（玉野総合コンサル）・延原尊美（静岡大）・長谷川智則（玉野総合

コンサル）・浜田　俊（加藤学園高）・原山　智（信州大）・星　博

幸（愛知教育大）・正木建樹（一般）・町　澄秋（金沢大）・三宅康

幸（信州大）・向井理史（信州大）・村松憲一（瑞陵高）・森下紳一

（建設基礎調査設計事務所）・柳澤宏成（信州大）・山崎　亮（金沢

大）・山本由弦（産総研）・林　愛明（静岡大）・和田秀樹（静岡大）

（30名＋案内者１名＝31名）

堂ヶ島の見学に際し，建設基礎調査設計事務所の森下紳一さんに

は堂ヶ島洞窟の点検・調査について解説いただき，堂ヶ島マリン株

式会社には，見学の遊覧船運航に関してご配慮いただきました．こ

こに記して感謝いたします．

報告者　延原尊美（静岡大学）

＜巡検参加者の声＞

中部支部巡検に参加して

西来邦章（信州大学）

集合場所の静岡駅南口を出発した時に降っていた大粒の雨も，清

水港から伊豆半島の土肥港に渡るためのフェリーに乗船するころに

は上がり，晴れ間も見える中で巡検となった．今回の巡検は伊豆半

島の地史のハイライトを見学するということで，私自身も伊豆弧の

衝突というイベントには大変興味があり，楽しみにしていた．

STOP１では，仁科層群一色玄武岩の枕状溶岩と岩脈を観察した．

地質学的意義を案内者の新妻信明先生から説明して頂き，四国海盆

の拡大などのテクトニクスについてイメージすることができた．

STOP２では，遊覧船に乗り，白浜層群堂ヶ島火山岩類を観察した．

ここでは海食崖が連続しており，海底火山の火口近傍から遠方への

岩相変化を連続的に観察することができた．また，遊覧船で洞窟の

中まで入ることで，地層を3次元的に見ることができておもしろ

かった．STOP３では，本州衝突の直前に形成された陸源砕屑性シ

ルト岩である熱海層群横山シルト岩を観察した．私にとってこのシ

ルト岩から伊豆弧の本州衝突直前の様子をイメージすることがいさ

さか難問であったが，今後イメージできるように勉強したい．最後

のSTOP４では，白浜層群の大型有孔虫化石を観察した．大型の有

孔虫化石が多産する場所は珍しく，静岡県の文化財として指定され

ている．ここでは肉眼でも観察できる有孔虫の大きさに驚き，大型

有孔虫が生息していた暖かい南の海と伊豆弧の北上をイメージする

ことができた．各観察地点が離れていたため，バスでの移動が長時

間となったが，車中では新妻先生から伊豆の形成史の解説に加え，

通過地の名物や歴史など様々なお話を頂き勉強になった．全体とし

て駆け足の巡検であったが，伊豆弧の形成から衝突までの壮大なテ

クトニクスの一部を感じることができた．機会があれば，今回巡検

で回れなかった地域を訪れたい．最後に，案内者の新妻信明先生に

加え，前日のシンポジウム・巡検をサポートしてくださった静岡大

学の皆様に厚く御礼申し上げます．
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＜学会と会場・交通＞

EGU（European Geoscience Union）の年会が，2007年４月15日

から20日の６日間の日程で開催された．この学会はヨーロッパ最大

の地球惑星科学系の学会でヨーロッパ諸国はもちろん，世界各国か

ら非常に多くの人が訪れ，日本からも多くの参加があったようだっ

た（2007年の総参加者は発表されていないが，2006年は約7700人）．

会場はウィーン中心街から北東に位置するオーストリアセンター

（http://www.acv.at/evo/web/acv/

2268_DE：写真上）であった．会場周辺

は，国連事務局などの近代的な建物が並

び，地球惑星科学連合大会が行われる日

本の幕張に若干雰囲気が似ている．会場

は地下鉄の駅に近く，ほとんどの参加者

が会場までの交通手段として地下鉄を利

用していた．全ての参加者は，参加初日

の受付の際に市内の全交通機関が利用可

能なフリーパスがもらえ，学会期間中は

これを利用することができるので大変便

利であった．ウィーンの交通，特に地下

鉄網はとてもわかりやすいつくりになっ

ており，初めての人でもほとんど迷うこ

とはない．市街地から会場までは15分も

あれば十分であった．会場の一階ロビー

には，出版社，企業，研究所，学会等の

ブースがずらりと並んでいた．また，求

人広告やポスドクの受け入れ等に関する

告知がされ，日を追うごとにそれらが掲

示板に追加されていくのが印象的であっ

た．会場の各階には，カフェやレストラ

ンが設置されていた．円安もあってレス

トランは少々割高な価格であり，さらに

昼時には長い列ができ少々不便なもので

あった．会場の裏手にはスーパーマー

ケットもあり，EGUに参加しなれてい

る人たちは皆そこを利用していた．この

デリコーナーは会場のレストランよりも

格段に安く，しかもレストランよりおい

しい．ブレイクタイムには会場の所々で

コーヒーのサービスが，また夕方にはワ

インのサービスが提供された．会場には

無線LANや無料のPCが設置されており，

参加者は誰でも利用することができる．

＜研究発表＞

口頭発表は，朝８時半から行われた．

一度に多くのセッションが同時進行する

ので，事前にスケジュールを確認しない

と見逃してしまい，後で後悔することが

多くあった．ポスター発表は二つの会場

に分かれており，どちらも非常に広い会場であった（写真中）．そ

れぞれのセッションでコアタイムが異なるので，これについても事

前に確認しておく必要がある．広大な会場で幅広い分野のポスター

が貼られているので，ポスター会場を散歩するだけでも大変刺激的

であった．発表件数が多いからか，会場では予稿集は配布されない．

そのため，聴きたい発表の要旨を事前にプリントしておく必要があ

るが，会場内には要旨プリント用のPCとプリンターが多く設置さ

れており，当日対応することも可能であった．伊庭と長谷川は4/19

（木）のSSP21「Reconstructing the Cretaceous World: Integration

of data from the Boreal, Tethys, deep sea and the continents」，平

内は4/17（火）のTS7.5「The tectonics and dynamics of

subduction: from shallow to deep processes」というセッションに

て発表を行った．セッションSSP21における口頭発表は，朝8時半

から昼12時までの間に12件が行われ（持ち時間は質疑応答を含めて

15分），ポスター発表は朝８時から夜19時半までの間に21件行われ

た（コアタイムは17時半から19時）．このうち長谷川は口頭発表

（写真下）を，伊庭はポスター発表を行った．本セッションは，タ

イトルにあるように白亜紀という地質時

代を対象としている研究者が一同に会

し，自身の最新の研究成果を発表した為，

専門が近いこともあり質疑応答の際には

詳細な議論が活発になされた．日本人に

よる同セッションの発表は伊庭と長谷川

の２件のみであり，欧米の研究者に混

じって内容の濃い議論が多数出来たこと

は，非常に良い経験であった．口頭発表

を行った長谷川は，英語での発表という

こともあり発表前は若干緊張していた

が，発表内容は好評だったようで，セッ

ション終了後にも様々な研究者と議論す

ることが出来た．ポスター発表を行った

伊庭は，午前中から夜までずっと立ち続

けたまま，多数の研究者と議論を行い，

コアタイムが終わる頃には疲れ果ててし

まうほどだった．セッションTS7.5は，

沈み込み帯でのあらゆる現象を対象にし

たものであり，地質学，岩石学，地球化

学，地球物理学などの様々な研究分野か

らの参加があった．具体的には，沈み込

み帯における物質・熱移動に関する研究

や地震波トモグラフィーによる沈み込み

帯の地下構造に関する研究など，とても

興味深い発表が多かった．平内はポス

ター発表を行い，異なる専門分野の研究

者にもわかりやすく説明をすることを心

掛けたが，お互いの研究内容をきちんと

フォローできずに終わってしまったこと

もあった．ある一つの現象の理解には，

研究分野の枠を超えた幅広い知識とアプ

ローチが必要であると痛感した．

＜おわりに＞

EGU General Assemblyはヨーロッパ

最大の地球惑星科学系の学会であり，

ヨーロッパの多くの研究者が参加する．

これまで論文で何度も目にした“大御所”

と実際に会って議論できたことや，彼ら

と帰国後もメールでやり取りできたこと

は非常に有意義だった．この学会では，

日本地質学会News 10（７）28

院生コーナー

写真上：会場となったオーストリアセンター．

朝から多くの参加者が会場へ向かう．

写真中：ポスター会場．初日の朝のためまだポ

スターは貼られていない．ポスターの大きさは

約縦１ｍ，横２ｍ．各ボードには電源とボック

ス状の机が用意されており，PCなどを用いて補

足データや写真を見せることも可能．

写真下：口頭発表の様子（発表者は長谷川精）．

伊庭靖弘（東京大学大学院理学系研究科D3）
平内健一（筑波大学大学院生命環境科学研究科

D3）
長谷川精（東京大学大学院理学系研究科D2）

EGU General Assembly 2007参加報告



前述したとおり印刷された予稿集が配布されない．これはすなわち，

自身の発表についても他の人たちがその要旨をもっていないことを

意味する．このため，私たちは事前に自分たちの要旨に図表や発表

の日時を加えた“改良版”を持参し会場で自身の研究に関係のある

研究者に配布した．結果，配布した多くの方々が来てくれた．規模

の大きな学会の特にポスターセッションでは，人の少なさから盛り

上がりに欠けることがしばしばだが，こういう場合に備えて発表者

は事前に少し工夫をする必要があるのかもしれない．来年の同学会

は，４月13～18日の予定で同じウィーンで開催されるようである．

なお，2007年までの学会の要旨は，Geophysical Research

Abstractに掲載されhttp://www.copernicus.org/EGU/gra/

published_papers.htmlからダウンロードすることが可能である．

参加費は学生の場合EGU memberに加入すると全日程参加で220

ユーロ（pre-registration価格）となる．また，宿泊に関しては，４

月のウィーンのホテルの宿泊費は一泊シングルで100ユーロ前後す

るが，私たちは３人でホテルをシェアしたため，一泊一人当たり40

ユーロ弱に節約することができた．また，市内にはユースホステル

もあり，これを利用している学生もいた．詳細な学会の情報につい

てはhttp://meetings.copernicus.org/egu2007/で，ウィーン市内の

ホテルの情報はhttp://bookings.net/city/at/vienna.de.html?aid

=308654などで確認することができる．

最後に，今回の学会参加にあたり，棚部一成教授（東大），多田

隆治教授（東大），佐野晋一氏（福井県立恐竜博物館），山口はるか

博士（海洋研究開発機構），黒田潤一郎博士（海洋研究開発機構）

には大変お世話になった．ここに記して深くお礼申し上げます．

日本地質学会News 10（７） 29

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３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．
tksmcdr@hiroshima-u.ac.jp 高島千鶴（広島大）
iba@eps.s.u-tokyo.ac.jp 伊庭靖弘（東京大）
s059702@matsu.shimane-u.ac.jp 河野重範（島根大）

院生評議員から学生・院生の皆さまへお知らせ

「懇親会に参加して，食べて・飲んで・語ってください！」

今年度の地質学会札幌大会・懇親会において院生・学生会員

の懇親会費が2000円に値下げされました．

これを機に，ぜひ懇親会に参加して，地球科学を楽しむ学生，

研究者，社会人の方々と交流してみてはいかがでしょうか？

懇親会の申し込みは，札幌大会参加申し込みと併せてお願いし

ます．

たくさんの参加お待ちしております！

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．



杉山隆二先生（元日本地質学会長）
を偲んで

杉山隆二先生は2007年（平成19年）５月３日に逝去された．享年

96歳であった．1999年９月に多発性脳梗塞で入院されて以来ここ数

年は加療の毎日であったが，奥様をはじめご家族の祈りも空しく大

往生された．まさに「巨星落つ」の感を否めない．

杉山先生は1911年（明治44年）３月14日，大阪でお生まれになり，

ご幼少期を京都で過ごされた．当時は喘息気味の虚弱児であったら

しい．旧制第三高等学校を経て，1919年（大正８年）４月，東京帝

国大学理学部地質学科に入学，さらに同大学院にて勉学を重ねられ

た．東京帝国大学の同期生には，井尻正二，須藤俊男，松本達郎氏

など著名な地質学者が名を連ねる．その後，東京帝国大学大学院を

1926年（大正15年）５月に中退された後渡満され，南満州鉄道㈱

（満鉄）計画部地質調査所に２年間勤務された．帰国後，早稲田大

学理工学部採鉱冶金学科の講師，国立科学博物館技官を歴任された．

第二次大戦後，新制大学発足と共に，1949年（昭和24年）８月，新

設の新潟大学理学部地質鉱物学科に教授として赴任され，1955年に

は東京大学にて理学博士の学位を取得された．その後，1959年４月

に岡山大学温泉研究所に移られ，そこでの業績により同大学名誉教

授になられた．1966年４月には信州大学理学部地質学科に移られ，

２期にわたって理学部長の重責を果たされた．1970年７月，東海大

学海洋学部海洋資源学科に招かれ，1979年（昭和54年）３月，68歳

で定年退官されるまで，実業界との連携による研究成果の効果的な

活用を常に意識しながら活躍され，地質コンサルタント会社の顧問

も勤められた．その間，精力的に多くの論文を公表される一方，

1976年から1979年まで２期４年間，日本地質学会会長を勤められた．

また，1983年４月には，長年にわたる学会や多方面における社会へ

の貢献に対して，勲三等瑞宝章を授与されている．

杉山先生の専門分野は広く，層位学，構造地質学，岩石学を踏ま

えて，応用地質学，鉱床学，温泉地質学など，研究対象は多岐にわ

たる．しかも，そこに共通する研究態度は常に既成概念にとらわれ

ず新しい視点で物事を捉えようとする前向きの姿勢である．敢えて

一例を挙げれば，大学院時代に発表された信州伊那谷周辺の中央構

造線形成に関する論文（1936年：坪井誠太郎先生との共著）がある．

そこでは，鹿塩片麻岩の成因に関連し，構造帯が形成される際に断

層に沿って熱水が関与するという新しい概念が提唱されているが，

当時では画期的な考え方であったといえる．その集大成として1939

年と1941年に「所謂中央線に沿える地帯に分布せる諸岩類の研究」

（第一報および第二報）が公表された．その後も多くの調査研究の

成果が公表されているが，その主なものは以下の通りである．国立

科学博物館時代の群馬県下仁田付近に発達する所謂跡倉礫岩の研究

（1943年）を皮切りに，新潟大学時代の，新潟県の花崗岩の研究お

よび佐渡島の地質（1950年），新潟県下の第三紀火成活動の研究に

基づく第三紀火成活動と地殻運動の関係（1956年），新潟市の地盤

沈下についての地質学的所見（1959年），新潟地震についての地質

学的所見（1964年），さらに，山陰の温泉の地質構造規制（1965年），

東濃ウラン鉱床地帯の基盤花崗岩類の研究（1966年），松代地震に

関係した地すべりの地質学的考察（1967年），いわゆるプロピライ

トと金銀鉱化作用との関係（1969年）など．いずれも精力的な地質

調査に裏打ちされた幅広い知見とノウハウに基づく斬新な概念と，

研究成果を実業に役立てようとする姿勢が垣間見える．

杉山先生の趣味の多さには常に驚かされた．しかもどれも素人離

れしていた．例えばフルートの演奏でも単に音色のみならず，その

技巧も並大抵のものではなかった．東京藝術大学出身の奥様との合

奏も今では懐かしい想い出となった．一方，作曲もたしなまれ，シ

ンセサイザーによる数値入力のコンピュータミュージックの作曲は

主に東海大学在職時代以降の作品が多い．また，自然や子供をこよ

なく愛し「自然環境の保護や子どもを守る運動」を行っているグル

ープや団体（例えば，故人の研究資料などを受け入れて活用してい

ただいている下仁田自然学校をはじめ福祉関係の施設など）に対し

て支援を惜しまなかった．

このように単に学者，研究者としてのみでなく，その魅力的なお

人柄で多くの人たちをひきつけた杉山先生はもうこの世には居な

い．ご葬儀は先生のご遺志もあり，献花と献石の中で，自らの作曲

による音楽葬で行われた．お骨は，故人とかかわりの深い秩父の聖

地公園にも分骨されている．

ここに謹んで哀悼の意を表し，心からご冥福をお祈り申しあげる

次第です．

ご遺族のご住所は以下の通りです．

東京都練馬区石神井台6-17-4 杉山桜子　様

（渡辺晃二：信州大学名誉教授，矢口良一：三井石油開発株式会社）

日本地質学会News 10（７）30

追　悼



刷り配布・岩手大学教員募集，News誌

掲載．

＜他団体の後援など＞

・学術会議地球惑星科学委員会IGU分科

会，2014年IGU地域会議招致委員会（委

員長岡部篤行）より，IGU国際地理学連

合地域会議（2014年）の京都招致につい

て，地理関連学会連合加盟の学会に対し，

協力依頼があった．具体的な協力内容に

ついては今後の検討してゆくこととな

る．

・第４回ゴンドワナからアジア国際シンポ

ジウム（小山内康人，11月８－10日，九

州大学）の後援依頼があり，承諾した．

・群馬県立自然史博物館より，第27回企画

展「アイスエイジ氷河時代を生きた動物

たち」の後援依頼があり，承諾した．

・触媒学会より，触媒道場（８月６日－８

日,倉敷市）の協賛依頼があり，本会以

外の協賛団体等も確認して承諾した．

・ゼオライト学会より，「第15回ゼオライ

ト夏の学校」（９月６日－８日，東北大

学川渡共同セミナーセンター）の協賛依

頼，ならびに「第23回ゼオライト研究発

表会」（11月７日－８日）の共催を例年

どおり承諾した．

・日本工業新聞社より，2007年地球環境保

護土壌・地下水浄化技術展の協賛依頼が

あり，例年どおり承諾した．

・日本科学技術振興財団より，「青少年の

ための科学の祭典2007」の後援依頼があ

り，例年どおり承諾する．

会員関係（担当理事-中山）

１）入会の承認

正会員（６名）：高橋　良　井上貞行　小

泉治彦　中村早希　本田尚正　惣塚潤一

院生割引会員（15名）：佐藤友彦　斎藤誠

史　須田宏美　藤本悠太　曽根正敏　糟屋

晃久　角出　覚　本田豊也　菅原拓矢　半

谷徳章　野本哲也　金井篤史　曽山祐貴

伊藤拓馬　ユーシフ　オフマン　モハメッ

ド

準会員（２名）：小島佑季彦　尾林　充

２）退会者（正５名）宮副智之　清水　瞳

棚橋道郎　松岡　淳　亀井　陽

３）逝去者（２名） 吾妻　穰会員（１月

５日）杉山隆二名誉会員（５月３日）

４）４月末現在会員数

賛助34，名誉74，正4320（内，院割163），

学生25，合計4453名（昨年比－78）

関連学会連合（担当理事-天野）

・地質科学関連学協会連合

地質の日実行委員会委員として，藤本光

一郎氏を推薦した．

2006年度　第12回理事会

議事録

2007年５月21日

日本地質学会　会長　木村　学

期　日：2007年５月12日（土）

12：00～17：00

場　所：地質学会事務局　

出席者：木村会長，伊藤副会長，渡部常務理

事・上砂（遅刻14時半）・狩野・公文・高

橋・久田・宮下・向山　各理事，オブザー

バ：矢島，斎藤，橋辺（事務局）

欠席理事：佃副会長，天野副常務理事・

Wallis・大友・倉本・中山・増田

＊成立員数（12/17）に対し，出席者10名，

委任状５名，欠席者２名で，理事会は成立．

◯報　告

１．運営財政部会（部会長-上砂，中山，向

山，大友）

総務委員会（委員長-上砂）

庶務関係（担当理事-上砂）

・監事選出，委嘱について：２名のうち，

今年度の選出の１名を外部の専門家に委

嘱（選挙細則第４条２項）．前年度に引

き続き下記の山本氏に委嘱することとし

た．評議員会には，メール報告をした

任期　2007年度～2008年度　司法書士

山本正司氏（山本司法書士事務所）

・第21回太平洋学術会議への出席要請→会

長不都合につき，佃副会長出席

・日本の地質百選選定委員会，全地連，

GUPIの，百選選定案について意見聴取

があり，評議員から寄せられた意見を取

りまとめて伝えた．

・全地連より，JIS制定における土木地質

図の規格名称アンケートの結果につい

て，「工学地質図」と決定したことが報

告された．

・JST新規事業「理科支援員等配置事業」

についての協力要請があった．・環境省

より，環境の日（６月５日），環境週間

（６月５日から１週間），環境月間（６月）

についての周知および関連行事の開催の

依頼．

・日本学術振興会賞受賞候補者の推薦依頼

（受付６月４日－６日）→HPに掲載

・（財）深田地質研究所の理事長は，４月

より佐藤正氏から田中荘一氏に交代し

た．

・石灰石鉱業協会役員の交代，新会長　松

本六朗氏（日鉄鉱業）．

・日本科学技術振興財団専務理事の交代，

新専務理事　坪井健司氏．

・平成18年度土木の日記念行事記事の抜き

地球惑星科学連合（久田連絡委員）

・地惑連合：国際地学オリンピック小委員

会（久田委員）報告

2007韓国でのスケジュール紹介，筆記と

実技試験内容，地・気・天・水の各圏の

割合（４：３：２：１）など，地質分野

の重みは大きい，日本は今年からの参加

も検討したが予算措置上視察のみとした

学術会議関係報告（木村会長＝連携会員）

ICCP報告が出て，地球温暖化対策G８

に向けて地球環境関連の科学の推進を連

合が進めたい．地質学会としてもこれを

担うべき．

会計関係（担当理事-向山）

・06年度会計監査報告

５月９日に無事終了し総会に報告予定．

決算までのスケジュールとしてはあと２

週間余裕が欲しい（年度末から２ヶ月）

・07年度予算最終案

事業費の中の管理費と一般管理費の区分

整理を実施

・会費収入と会員数からみた今後の予測

シニア会費導入シミュレーション結果，

永年会員まとめ払い等の効果を議論，継

続検討．

広報委員会（担当理事-大友）

・札幌大会HPについては，top pageから

リンクされているが，まだ内容ができて

いない．

・札幌大会のプレスリリースについて日本

地質学会からのプレスリリース（2007年

８月30日（木）９：00）をnews誌年会

予告で告知する．個人でプレスリリース

を行う場合も，2007年８月30日（木）

９：00以降に行うように告知．

ニュース誌編集小委員会（担当理事-大友）

インターネット運営小委員会（委員長-坂

口有人）

・現行HP中に，HP原稿のweb投稿画面を

作成し，原稿の受付を開始した．

・レンタルサーバー業者について情報を集

めて模索中．共用サーバーは安くて魅力

的であるが各社ともMLの数に制限があ

るのが難点（たとえば，あるレンタル

サーバーは容量が20GBあり，サーバ操

作の自由度も高いのですがメーリングリ

ストは最大10個まで．現在地質学会の

MLは19個）．MLの数が無制限な専用か

仮想専用サーバーを再検討する必要有

り．

・HPのtop pageにホームページへの原稿

投稿ページを設置した．

・会員の自己登録型のデータベース”地質

学会会員が公表したIn t e rn a t i o n a l

Journal論文”のページを木村会長が提
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地質時代名”の形式で記述して下さい．

例：後期白亜紀（Late Cretaceous），中

期中新世（Middle Miocene），先白亜紀

（Pre-Cretaceous）

地質時代を正確に決めがたい場合，あ

るいは単にある時代の一部をさす場合の

形容詞句（英単語では小文字）は，地質

時代の直後に置いてください．

例：中新世（の）後期（late Miocene），

中期中新世（の）後期（late Middle

Miocence）年代層序単元（界，系，統，

階）を細分する場合にも，上記の時代区

分の表記法に準じて下さい．

◎重要地点の緯度・経度表示

電子地図とGPSの普及により，緯度・

経度データを用いて簡単に地点を特定で

きるようになりました．特に地質学雑誌

の補遺となった見学旅行案内書では，緯

度・経度表記は重要になると思われま

す．そこで，模式地，重要露頭などにつ

いては，世界測地系による緯度・経度を，

以下の例を参考に本文中に記して下さ

い．

糸魚川-静岡構造線新倉露頭（35 2゚9’27”

N，138 1゚9’34”E）秒以下の単位まで記

すかどうかは，露頭の規模等により判断

願います．

緯度経度の表記を世界座標系に指定する

ならば，論文中でも位置情報は統一する

べきである．

３）地質学雑誌の継続的出版に向けて

雑誌原稿確保の観点からではなく，潜在

的な掲載誌面の要望に対応するという立場

で，大学紀要の廃止への対応を提案．貴重

な卒論･修論等のデータ公表の場を，デー

タレポート等の新たなカテゴリーで地質学

雑誌に受け入れる可能性を検討する．編集

規約や投稿規定の変更，投稿要望の調査結

果等を次回理事会に報告いただき，継続審

議することとした．

Island arc編集委員会（担当理事-Wallis，

事務局長-竹内圭史・角替敏昭）

１．編集状況

2007年16巻の年間契約ページ数576（～

最大620）p

１号　Pictorial１編，特集６編，一般８

編．

18年度では計画540pに対し537p．

２号　一般７編入稿済み，６月末発行．

７編ともOnline Earlyで公開済み．

３号　５月末受理のフィリピン海特集

７-８編が入る予定．入稿期限は６月末．

手持ち一般受理原稿６編あり

年間計画　１号：一般８編127p＋特

集６編79p＋口絵３p＋白紙＝210p

２号：一般７編104p＋Editorial 3p＋白

紙＝108ｐ

３号：一般２編30p＋フィリピン海特集

９編135p＝165p（特集減・一般増が濃

厚）

案され，作る方向で議論が進んでいる．

掲載者・利用者ともに利益を得られるよ

うなシステムの構築が必要．

２．学術研究部会（部会長-久田，公文，増

田）

行事委員会（久田委員長）

１）札幌大会関連

・就職活動支援プログラム案

・全地連，産総研，地質学会の共同による

札幌駅西口コンコース展示貸切の件

（７-９日）

・予告記事５月号掲載

・大会参加登録・講演申込みシステムと

も，予告記事発行までに（5/22以降大会

HPの準備が整い次第）公開の見込み．

２）秋田大会の詳細は暫時報告予定．岩鉱

との併催については連合大会中に報告予

定とのこと．

国際交流委員会（公文　国際特任理事）

韓国地質学会とのMOU，招聘等の対応

は次回理事会から国際特任担当があたるこ

ととした

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

委員長-久田，宮下＝企画担当）

１）今月の編集状況は以下の通りです（５

月11日現在）．

113-4：論説３（40p発行済み）

113-5：論説４（約50p）・口絵１（校正

中）

113-6：（入稿準備中）2007年度投稿論文

総数30編［論説16（和文16），総説７

（和文７），

短　報６（和文５　欧文１），ノート１

（和文１）］口絵４（和文２　欧文５））

※うち20件が電子投稿

投稿数昨年比　－15 査読中41編　受理

済み　10編（論説６・短報３・口絵１特

集号は除く）

２）「地質学雑誌投稿の手引き」に下記２

点を加えることとした（案文）．

◎地質時代の細分表記について

ある地質時代を前期，中期，後期など

に細分する場合，それを時代の前に置く

か，後に置くかについての正式な取り決

めはないようです．例えば，産業技術総

合研究所が発刊する地質図幅類において

も，必ずしも統一されておりません．そ

こで地質学雑誌では雑誌内での表記不統

一を避けるために，以下のような表記法

を推奨いたします．この表記法は，日本

工業規格「JIS A 0204 地質図-記号，色，

模様，用語及び凡例表示」にある取り決

めをふまえたものです．

地質時代を細分又は修飾する公式の形

容詞句（英単語では先頭大文字）は，地

質時代名の直前に置いて，“形容詞句＋

４号：一般６編90p＋Index等２p＝92p

総計575p／契約576p

２．特集

フィリピン海特集：Guest Editors小

原・徳山・石渡・Stern

11編投稿済み，7-8編受理を見込む．３

号掲載予定．

板谷特集：GE板谷・Sajeev・Wallis

全15編予定，３編投稿済み．17-１号掲

載を見込む．

久田特集：GE久田・Yumul

全23編予定，３編投稿済み．17-４号・

18-１号分割掲載を検討中．

３．オンライン投稿

07年４ヶ月で新規投稿29編（特集16編，

一般13編）あり好調を維持．

システムへの登録：総数373名．著者199

名＋査読者105名＋編集関係者69名（うち

Guest Editor７名）．

Island arc連絡調整委員会（委員長-会田，

担当理事-Wallis）

・アイランドアーク科研費平成19年度の交

付請求書他の書類を提出した．

企画出版委員会（担当理事-高橋）

GS Londonの出版企画を参考に進めてい

くという目標，特集や単行出版物について

考え直して欲しい．普及出版物企画を活発

に進めるべき．

４．普及教育事業部会（部会長-高橋，倉本）

地層名委員会（委員長-天野）

第四紀問題についてICSで投票が行われ

ている（5月15日締め切り）が，現時点で

は，Quaternaryを「紀，系」として扱う

という意見が大半である．これは，ICSの

Jim Ogg氏によりIUGSに報告される予定

である（IUGS評議員松本良氏からの報告）．

５．その他

支部長連絡会議（担当理事-伊藤）

・地質の日，GEOPAR等への支部活動で

の支援，協力要請の打ち合せを，６月16

日，23日のいずれかに行うことを予定．

佃副会長と藤本新理事が説明へ．

JABEE委員会（委員長-福澤仁之）

委員会体制の見直しについての検討時

期，委員長の交代を検討する．

技術者継続教育委員会（PDE）（委員長-公

文）

Geo Screening Net分担金を２万円/年か

ら本年度に限り10万円の当初設定に戻すよ

うに要請を受けたため，秋までに支払い予

定．

ジオパーク推進委員会（担当理事，佃委員

長）

推進委員会は発展的に解消する予定．今

後の提案への支援窓口等は，普及教育部会

担当理事があたることとした
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場　所：地質学会事務局

出席者：木村会長，佃副会長，渡部常務理

事・天野副常務理事・Wallis・上砂・公

文・倉本・斎藤，中山・久田・藤本，宮

下・向山，矢島（遅刻）各理事，橋辺（事

務局）

欠席理事（委任状）：伊藤副会長，狩野

＊成立員数（12/17）に対し，出席者15名，

委任状２名で，理事会は成立. 

○報　告

１．運営財政部会（部会長-上砂，中山，向

山，倉本）

総務委員会（委員長-上砂）

・国際賞受賞者グリーン氏およびホワイト

氏への，今後の連絡や受け皿については，

新井田評議員が引き受けるとのこと．東

京で何らかの行事等を予定されることが

あるかどうか，招待の旅費等の支出につ

いて，どのように支給するか，これらに

ついては旅行等の手配を始める前にきめ

てほしいとのこと．招待状,推薦文につ

いては，翻訳を依頼し，翻訳文をWallis

理事が確認のうえ発送する．

招待の旅費等については会計担当理事と

協議の上支給の仕方を決めることとし

た．

・文科省より，平成20年度科学技術分野の

文部科学大臣表彰科学技術賞および若手

科学者賞受賞者の推薦について案内が

あった．学会推薦のみ受付可．締め切り

7月13日→Webサイト，News誌で広報

する．会員からノミネートしてもらった

もの（締め切り７月２日）を，理事会の

メールで審査する．

今年度については，条件を検討の上，柵

山賞受賞者を，理事会から推薦する．来

年度以降の推薦については，各賞委員会

と連絡の上で，検討する．

・大学評価・学位授与機構から，国立大学

教育研究評価委員会専門委員候補者の推

薦依頼．平成20年度の中期目標期間にお

ける国立大学法人及び大学共同利用機関

法人の教育研究状況の評価を担当．推薦

締め切り６月15日．

評議員会に推薦を依頼しているので，評

議員会からの推薦者に追加して，理事会

としても候補者をあげ，本人の承諾を得

て推薦をする．達成状況評価委員　６名，

研究業績委員　５名の候補者を選んだ．

・国際地理オリンピック・アジア大会（台

湾）に選手派遣のために，同日本委員会

より関連学会に対し寄付の要請があっ

た．依頼状の趣旨，使途が明確でないの

で，は寄付しないこととした．

・土木学会会長以下役員交代，新会長　石

井弓夫

＜他団体の後援など＞

・「OCEANS ’08 MTS/IEEE/KOBE-

TECHNO-OCEAN ’08」（08/4/8-11，隔

【以下，評議員会の下の委員会】

名誉会員推薦委員会（伊藤副会長）

・推薦文確認

各賞選考委員会（委員長-酒井治孝）

・各賞の推薦文確認

法務委員会（担当理事：委員長-上砂）

・地質学会プライバシーポリシーの文書体

裁修正提案の確認，直近の地質ニュース

誌に掲載予定．

６．４役会議審議内容

１）木村会長の連合議長就任，学会の今後

の重要課題

学術会議の主要な議題について説明．来

年G８の地球環境問題での地球科学のプ

レゼンス拡大，連合に地球環境問題特別

委員会が発足予定．

２）札幌大会の状況把握，秋田大会の進展

について

３）IYPE：地質学会年会07～09年と関連

行事をIYPEの活動とする．

４）a．地質の日実行委員会は藤本次期理

事が委員として担当，b．支部での活動

推進のために，伊藤副会長担当で支部長

会議の招集予定　c．GEOPARKについ

ての窓口は普及部会担当理事が行う方向

で検討．

５）地質学雑誌の原稿不足問題についての

現状．長期的な方向性についての検討．

６）HP更新に向けて，メールマガジン実

施の際の発信内容の承認は，広報部長，

情報特任理事の承認案件とする．

○審議事項

１．総会議案資料等の確認

２．総会議長

前例に習い，小嶋さんに議長依頼，副議長

候補者の選考に努めることとした

３．07年度理事会，役割分担と引継ぎ，＊印

部会長

常務理事：渡部

副常務理事：天野

運営財政部会：上砂＊，中山，向山，倉本

（広報，ニュース誌：倉本）

学術研究部会：公文＊，斉藤（行事：斉藤，

国際：公文）

編集出版：狩野＊，久田，宮下，Wallis

普及教育：矢島＊，藤本（企画出版：藤本）

2007年度　第１回理事会

議事録

2007年６月20日

日本地質学会　会長　木村　学

期　日：2007年６月９日（土）

12：00～17：00

年に日本で開催）の協賛依頼が同会議委

員会よりあり，前回通り承諾した．

会員関係（担当理事-中山）

１）入会の承認

正会員（３名）：吉川武憲　清水連太郎

加藤清次

院生割引会員（８名）：岩谷北斗　澤田大

毅　岡本泰子　シャルコフスキ　アネスト

リア　千葉恵美　村上龍太郎　奥村知世

山下翔大

準会員（２名）：高仁　環　曽野部敬子

２）退会者（正３名）タウン　タイ　白井

亮久　梅原綾乃

３）５月末現在会員数

賛助34，名誉75，正4329（内，院割176），

学生27，合計4465名（昨年比－62）

４）会員名簿：６月中に印刷所に見積もり

依頼．６月下旬～７月一杯に編集作業．

５）新会員システムについて

全会員データの基本情報まで格納済み，

現在は，実際に運用するシステムを調整

中．

関連学会連合（担当理事-天野）

・地球惑星科学連合（久田連絡委員）

１）連合評議会において，木村会長は連合

議長に就任．

２）プログラム委員会七山委員から報告

３）08年度の大会開催予定　５月25日

（日）－30日（金）

４）08年度プログラム委員長　渡辺真人

（地質学会）

５）地惑連合：国際地学オリンピック小委

員会（久田委員）報告

JSTからオブザーバー参加のための予算

が付いた．

学術会議関係報告（木村会長＝連携会員）

・課題別委員会：地球温暖化対応委員会を

作る動きあり．ポストIPCCに対応する．

・サイエンスの側からのメッセージをG８

に関連して提出する．

・地球科学関係コミュニティーからの情報

発信をめざす．

会計関係（担当理事-向山）

広報委員会（担当理事-倉本）

・学会表彰を授与する，写真家北中康文氏

について，山と渓谷社がプレスリリース

を行うとのことから，学会としても6月4

日に文科省の記者クラブにリリースをお

こなった．

・メルマガ開始の準備中，第一回配信を７

月３日におこなうこととした．

以後，第１，第３火曜日に定期配信をお

こなうこととする．

・メルマガの名称を，「Geo flash」とした．

＊その後他所で使用中の名称とわかり

「geo-Flash」とすることとした．
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４号　手持ち一般受理原稿５編あり

年間計画　１号：一般８編127p＋特集

６編79p＋口絵３p＋白紙＝210p

２号：一般７編104p＋Editorial 3p＋白

紙＝108p

３号：一般４編60p＋フィリピン海特集

８編（120）p＝180p

４号：一般５編75p＋Index等２p＝77p

総計575p／契約576p

２．特集

フィリピン海特集：Guest Editors小

原・徳山・石渡・Stern ８編見込み．３

号掲載だが，４号に延期するかも．

板谷特集：GE板谷・Sajeev・Wallis

５編受付済み，7-8編見込み．17-1号を予定．

久田特集：GE久田・Yumul（IGCP 516）

全23編受付済み．17-４号・18-１号分割掲

載を予定．

３．オンライン投稿

07年５ヶ月で新規投稿59編（特集10＋

５＋23編，一般21編）あり，原稿過多ぎみ．

４．方針を変更させたい（詳細は，次回理

事会に提案することとした．）

１）年間ページ数を増やす．

２）ページチャージ徴収しない論文あた

りの最大ページ数を減らして，掲載

論文を増やす．

Island arc連絡調整委員会（委員長-会田，

担当理事-Wallis）

・BP社の新旧担当者のあいさつ回りがあ

り，会田，橋辺が懇談した．

新担当者：舘野氏，旧担当者ジュリアン

氏は６月末で退職とのこと．

企画出版委員会（担当理事-藤本）

・箱根リーフレット，神奈川県博に販売委

託をすることについて

子ども版「はこね火山たんけんマップ」

５月23日出来上がり，大人版｢箱根火山｣

は遅れているが，国土地理院から図の承

認が取れ次第印刷する予定．

・地学読本刊行小委員会報告（原田憲一委

員長）

進捗状況：現在のところ２ヶ月遅れ，１

章～４章，査読（表記の統一，内容添削）

終了,著者修正中．５章～７章について

は７月中に査読終了予定．

刊行予定：11月，タイトル「新しい地学

のすすめ」

ある程度，原稿ができた時点で，企画出

版委員会に提示し，意見を聞く．

４．普及教育事業部会（部会長-矢島，藤本）

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」

地層名委員会（委員長-天野）

第四紀問題について，ICSでの投票が行

われ，Quaternaryを「紀，系」として

扱うという意見に賛成を投じた．その後

この投票には第三紀の削除（Neogeneと

・ホームページの更新

小委員会の再編成を行い，広報委員会の

元にニュース誌編集小委員会，ホーム

ページ

小委員会，メルマガ編集小委員会を設置

した．

ニュース誌編集小委員会（担当理事-倉本）

インターネット運営小委員会（委員長-坂

口有人）

・新しいHPのためにレンタルサーバー業

者，さくらインターネット㈱と契約．９

月まではHIPと並行して利用．

・新ホームページのデザイン決定．

・HP作成業者との契約書類について，法務

委員会で内容確認のうえ再度提出を依頼

中．

２．学術研究部会（部会長-公文，）

行事委員会（斎藤委員長）

・札幌大会予告記事をHP，News５月号に

掲載，発表申込みはJ-stageで，参加登

録は近畿日本ツーリストでの受け入れが

開始された．

・遅れていた札幌大会HPが公開された．

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（委員長-狩野

副委員長-久田，宮下＝企画担当）

・今月の編集状況は以下の通りです（６月

８日現在）．

113-5：論説４・口絵１（52p・発行済）

113-6：論説３・短報３（56p・校正中）

・2007年度投稿論文総数35編［論説21（和

文21），総説７（和文７），短報６（和文

５欧文１），ノート１（和文１）］口絵５

（和文３　欧文２））※うち23件が電子投

稿

投稿数昨年比　－16 査読中46編　受

理済み　６編（論説４・口絵２特集号は

除く）

・投稿規定の文献表記欄等誤字を修正．

・特集号の投稿手順について，これまでの

世話人一括投稿方式をやめ，電子投稿に

も対応させた内容に改訂する．

・地質学雑誌の新カテゴリーの立ち上げに

ついて

２）Island arc編集委員会（担当理事-

Wallis，事務局長-竹内圭史・角替敏昭）

１．編集状況

2007年16巻の年間契約ページ数576（～

最大620）p

１号　Pictorial１編，特集６編，一般８

編．18年度では計画540pに対し537p．

２号　一般７編入稿済み，６月末発行．

７編ともOnline Earlyで公開済み．

３号　フィリピン海特集：８編見込み．

３号掲載だが，４号に延期するかも．

GEに打診の上，今月下旬に決定する．

一般４編を予定．

Paleogeneに分割）も含まれていたこと

が判り，先の賛成票はこれについての同

意も承知したものではないとの問題が起

こっている．松本氏としては，第三紀に

ついては別途投票すべきであるとの回答

する．（IUGS評議員松本良氏からの報

告）．

５．その他

支部長連絡会議（担当理事-伊藤）

・６月23日（土），支部長会議開催

審議内容

１）IYPE（国際惑星地球年）およびGeo-

Park推進，地質の日制定への取り組

みと協力要請等について

２）今後の年会開催地支部ローテーション

と他学会との合同開催等について

３）国立公園リーフレット作成等について

支部の協力

４）会員拡大の方策について

５）その他，意見交換など

・東北支部は秋田大学から東北大学に移っ

た．支部長：大槻憲四郎

JABEE委員会（委員長-天野）

本年度は天野が委員長となることとし

た．前年度委員の終了報告と新委員会の編

成を次回評議員会に報告する．

【以下，評議員会の下の委員会】

名誉会員推薦委員会（伊藤副会長）

・小西名誉会員から推薦文の軽微な修正要

請があり了承した．

各賞選考委員会（委員長-安藤寿男）

前委員長の酒井治孝委員より，各賞選考

委員会では，現行の各賞選考方法に関する

諸問題について，昨年度の各賞検討委員会

委員長および各賞選考委員長からの提言を

踏まえて検討を行っている．次回の評議員

会の前までに，選考過程の見直し案を提出

する予定である．これに基づいた選考過程

やスケジュールの変更は９月以降早速行う

必要があるため，９月の評議員会での了承

が不可欠である．

法務委員会（担当理事：委員長-上砂）

・学会の新HP・会員管理のシステム作成

業者（ST-LIVENETの中西氏）との契

約にあたり，「事業参加を推進するため

の秘密保持契約書」の文面案を５月24日

に受け取り，メールを通じて検討．

○審議事項

１．札幌大会全般について　

全体状況を概観してどこに問題点がある

か，どこへのテコ入れが必要かなど

１）申し込み関係は順調に進んでいる．

２）セッションのコンビーナーから，単独

で後援企業の募集（広報のための資金

集め）について，可否の質問があっ
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手側の方針が固まるのを静観することとし

た．

５．会員増のための　a．若者対策，b．団

塊対策

札幌大会までに，目に見える算段をする必

要あり．スポットを当てて，検討をする．

６．地質学雑誌問題

１）地質学雑誌特集号についても，電子投

稿可能なように変更した．

２）現在の投稿規定のケアレスミスを修正

することとした．

３）地質学雑誌への新しいカテゴリーの追

加について

・意義のあるデータの公表を目的として，

修士論文等を地質学会が一定の品質保証

を行う形で地質学雑誌に掲載する「報告

（Report）：最大６p.」を導入することと

した．これに係る必要となる諸規定・規

約等の変更を承認した．

７．総会議事録を確認し了承した．

2007年度　第１回

定例評議員会議事録

2007年５月21日

日本地質学会

評議員会議長　新井田清信

〃　副議長　保柳　康一

日　時：2007年５月20日（日）

19：15―20：00（総会終了直後）

会　場：幕張メッセ　国際会議場　302会議

室（千葉市美浜区中瀬2-1）

出席者：（評議員25名）＜留任＞　会田信行，

浅野俊雄，足立勝治，安藤寿男，石垣　忍，

石渡　明，井龍康文，小山内康人，加藤

進，酒井治孝，新井田清信，針金由美子，

松岡　篤，

＜新任＞　阿部国広（途中退出） 磯闢行

雄　永広昌之　大友幸子　川端清司　柴

正博，高木秀雄，新妻信明，保柳康一，堀

利栄，三宅康幸（途中退出），山路　敦

（理事16名） 木村　学会長，伊藤谷生副

会長，佃　栄吉副会長，渡部芳夫，天野一

男，上砂正一，狩野謙一，公文富士夫（途

中退出），斎藤　眞，Simon Wallis，中山

俊雄，久田健一郎，藤本光一郎，宮下純夫，

向山　栄，矢島道子，（事務局）橋辺菊恵

欠席者　評議員（委任状７名）：荒戸裕之，

卜部厚志，北里　洋，中川光弘，松本俊幸，

た：現状で学会が寄付を受け入れる場

合のルールや広報活動の実態を説明

し，今回はこの申し出を受け入れない

こととした．

３）学会賞及び国際賞等の記念講演につい

て

国際賞受賞者２名の来日講演が行われ

る場合には９日，10日午前の２日間に

分けて行う．

４）札幌駅西口コンコースでの展示につい

て（向山理事世話）

会場費（約23万円）は地質学会が負担，

会場の設営および撤去等にかかる費用

（約34万円）については，全地連と産

総研とに負担していただけるか検討

中，その他展示パネルの作成について

は産総研にお願いする．展示物として

は地質百選関係，北中康文氏の滝の写

真などを予定．

５）その他の札幌大会対策

・就職支援プログラム（向山）

・学校教育関連（矢島，藤本）：教員向け

の巡検の実施（９月８日），小さなアー

スサイエンティスト（９月９日）の実施

・地質情報展（斎藤）：

・Geo-week（佃）：実施について準備中

・広報関係（倉本）：

・同窓会（伊藤）：ニュース誌だけでの情

報では新しいことはなかなか進まないの

で，まずは伊藤が個人ルートでお願いの

活動を進めている．現段階では，新潟大，

茨城大，千葉大，東海大，東大などが開

催の意向．

・一般市民向け普及シンポジウムの実施

２．遅れているメルマガ出発，Webサイト

確立のための最終体制 （広報委員会体制

の改革）

倉本理事が情報収集システムのたたき台を

作成し，理事会としてメールで検討する．

７月３日までに決定する．メルマガの発行

は毎月２回，第２週，第４週に発行すること

とした．早急にメルマガ記事の応募先の明示

を行う．

３．各賞選考過程の見直し（評議員会事項で

はあるが，実際に始まる９月までに確定す

る必あり）

酒井各賞選考委員長が問題点を整理してい

る最中．７月の理事会で検討し，９月評議員

会に提案の予定．

４．秋田大会をめぐる問題

岩鉱学会からの意向が伝えられた．合同で

の実施は可能．ただし，建物，受付は別．相

山根　誠，脇田浩二

欠席者　評議員（委任状なし８名）：岡　孝

雄，紺谷吉弘，徐　垣，松田博貴，丸山

茂徳，渡辺真人，井内美郎，沢田順弘

理事欠席（１名）：倉本真一

・前年度評議員会，三宅議長の司会で開会

した．

・成立員数（21/40）に対し，出席25名，

委任状７名で合計32名，評議員会は成立．

議　題

１．2007年度評議員会議長及び副議長の選

出，任期１年．

議長：新井田清信・副議長：保柳康一両氏

を選出した．

２．各賞選考委員会委員の選出（半数改選），

任期２年（2007年度～2008年度）

・分野（層位，構造・テクトニクス，岩石，

環境，分野指定なし）を考慮して，評議

員の互選により，新選出の評議員の中か

ら５名を選出した．

層位：堀　利栄

構造・テクトニクス：高木秀雄

岩石：中川光弘

環境：卜部厚志

分野指定なし：北里　洋（層位）

・留任委員2007年度まで：酒井治孝，井内

美郎，安藤寿男，足立勝治，井龍康文

・現，前，正副編集委員長：狩野謙一・宮

下純夫・久田健一郎・石渡　明・Simon

WALLIS

・評議員会終了直後に選考委員の互選によ

り，委員長に安藤寿男氏を選出．

２．その他

１）矢島理事の提案により，地学教育委員

会の活動内容を知っていただき，多くの

会員にご協力いただくために，委員会の

MLへの登録希望者が募られ，希望する

場合は事務局に連絡することとなった．

２）前回評議員会の審議事項でNews誌等

でも厳しい現状が報告されている，地質

学雑誌の発行について，新井田議長から

次回評議員会には議題にぜひあげたいと

の提案があり，それに関連して宮下企画

部会長より現状について説明があった．

続いて木村会長，天野・Wallis理事，新

妻・山路評議員などから意見が述べられ

た．

３）最後に，出席者全員の自己紹介をして

終了した．
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2007年度日本地質学会役員

会　　長 木村　学（東京大学）
副 会 長 佃　栄吉（産業技術総合研究所）

伊藤谷生（千葉大学）

理　事（＊印部会長）
常務理事　　　渡部芳夫（産業技術総合研究所）
副常務理事　　天野一男（社会貢献特任理事：茨城大学）
運営財政部会　上砂正一＊・向山　栄（国際航業（株））・中山

俊雄（東京都土木技術センター）・倉本真一
（海洋研究開発機構）

学術研究部会　公文富士夫＊（国際特任理事：信州大学）・斎藤
眞（産業技術総合研究所）

編集出版部会　狩野謙一＊（静岡大学）・宮下純夫（情報特任理
事：新潟大学）・久田健一郎（筑波大学）・
Simon Wallis（名古屋大学）

普及教育事業部会　矢島道子＊（NPO地質情報活用機構）・藤
本光一郎（東京学芸大学）

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

評議員（任期：～08年総会）
会田信行（千葉県立佐倉東高校）
浅野俊雄（東京都立晴海総合高校）
足立勝治（アジア航測（株））
安藤寿男（茨城大学）
石垣　忍（林原自然科学博物館）
石渡　明（金沢大学）
井内美郎（愛媛大学）
井龍康文（東北大学）
岡　孝雄（北海道立地質研究所）
小山内康人（九州大学）

加藤　進（石油資源開発（株））
紺谷吉弘（立命館高校）
酒井治孝（九州大学）
徐　　垣（海洋研究開発機構）
新井田清信（北海道大学）（議長）
針金由美子（静岡大学）
松岡　篤（新潟大学）
松田博貴（熊本大学）
丸山茂徳（東京工業大学）
渡辺真人（産業技術総合研究所）

（任期：～09年総会）
阿部国広（川崎市立西有馬小学校）
荒戸裕之（帝国石油㈱）
磯闢行雄（東京大学）
大友幸子（山形大学）
川端清司（大阪市立自然史博物館）
北里　洋（海洋研究開発機構）
沢田順弘（島根大学）
柴　正博（東海大学社会教育センター・博物館）
高木秀雄（早稲田大学）
中川光弘（北海道大学）
永広昌之（東北大学総合学術博物館）
新妻信明（静岡大学）
保柳康一（信州大学）（副議長）
堀　利栄（愛媛大学）
松本俊幸（国際航業㈱）
三宅康幸（信州大学）
山路　敦（京都大学）
山根　誠（応用地質㈱）
脇田浩二（産業技術総合研究所）
卜部厚志（新潟大学）
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