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日本地質学会第114年学術大会プログラム

期　日　2007年9月9日（日）～9月11日（火）

会　場　北海道大学（札幌キャンパス）高等教育機能開発総合センター

■■会場への交通機関のご案内■■
○一般発表，シンポジウム，表彰式・記念講演会，関連普及行事・生徒「地学研究」発表会：北海道大学札幌キャンパス，高
等教育機能開発総合センター（札幌市北区北17条西８丁目）
○地質情報展2007北海道―探検！熱くゆたかなぼくらの大地―：北海道大学札幌キャンパス，クラーク会館（札幌市北区北８
条西８丁目）および札幌駅サテライト（札幌市北区北６条西４丁目）
○市民講演会「発掘！眠れる地質遺産　マチ起こしの目覚まし－ジオパークの試み－」：北海道大学札幌キャンパス，理学部５
号館大講堂（札幌市北区北10条西８丁目）
北海道大学札幌キャンパスまでの公共交通機関は以下の通りです.
＜JR利用の場合＞
JR札幌駅北口から構内まで徒歩約10分です．
＜地下鉄南北線利用の場合＞
北12条駅から構内まで徒歩約５分，北18条駅から構内まで徒歩約10分，さっぽろ駅から構内まで徒歩約10分となります．
＜地下鉄東豊線利用の場合＞
北13条東駅から構内まで徒歩約15分，さっぽろ駅から構内まで徒歩約10分です．
＜バス利用の場合＞
最寄りのバス停は北18条西８，北大病院，北大正門になります．中央バスでは小樽線(北大経由)・屯田線，JR北海道バスでは

札樽線[高速小樽]などが停車します．路線詳細については札幌周辺公共交通案内HP（http://ekibus.city.sapporo.jp/）を御覧下
さい．
＜新千歳空港から＞
JR線快速エアポートの場合，JR札幌駅まで所要約40分で，1040円（2007年７月現在）です．中央バス・北都交通バスの空港

連絡バス利用の場合は，札幌都心部まで所要約１時間10分で，1000円（2007年７月現在）です．
＊大学構内の駐車場は学会用には確保できません．年会へは公共交通機関を利用して下さい．

日本地質学会は，国際地球惑星年
（IYPE）に賛同し，活動を支援し
ています．
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日本地質学会第114年学会各賞表彰式・記念講演

9月9日（日）15：30～17：45

会場：高等教育機能開発総合センター大講堂

プログラム
15：30-16：00 新名誉会員，50年会員顕彰式，各賞授与式

16：00-16：45 日本地質学会賞記念講演　磯闢行雄氏「地質学者はいつから愛を失ったのか？」

16：45-17：00 日本地質学会柵山雅則賞　受賞記念スピーチ　青矢睦月氏「予定通り予定外な私の研究史」

17：00-17：45 日本地質学会国際賞記念講演　Dr. David H. Green「Melting in the Earth's Mantle: Complexity and

Subtlety Linking Petrology and Geodynamics」

（18：00－懇親会，於：北海道大学生協北部食堂）

懇　親　会

9月9日（日）18：00～19：30，会場　北海道大学生協北部食堂

原則として予約制です．予約は８月８日締切られました．会場に余裕がある場合には，当日参加を受付けます．会場受付で

確認し，当日参加の申込みをしてください．その場合の会費は，正会員・非会員（一般）6,500円，名誉会員・50年会員・院

生割引会費適用正会員・学生会員（会員の家族および非会員院生・学生含）は3,000円です．

各大学同窓会

9月9日（日）20：00～21：00，会場　北海道大学生協北部食堂南テラス

申し込み締め切りは８月31日です．会場に余裕がある場合には，当日参加を受付けます（懇親会終了直前に，同窓会参加の

呼びかけをします）．懇親会終了後，準備委員会までお申し込みください．各同窓会は，参加人数×500円（スナック・ソフト

ドリンク代・会場経費）を準備委員会に支払ってください．酒類はすべて参加者が準備して下さい．スナック，ソフトドリン

ク，紙コップは提供します．また，お一人様税込み1,260円で，ビール大瓶１本およびつまみを販売します．

当日の受付について

事前参加登録は8月8日に締切りました．事前登録者には，締切後近畿ツーリスト（株）より順次請求書をお送り致しますの

で，速やかにご入金下さい（クレジット決済の場合は不要）．入金確認後，各申込項目ごとの『引換券』が８月31日頃までに

近畿ツーリスト（株）から送られます．当日は，この引換券で受付を行いますので，忘れずにご持参ください．

＊事前参加登録者：『引換券』をご持参の方

事前登録者用受付にて，『引換券』に記載されている項目ごとに受付して下さい．

１．参加登録（全員）→ネームカードの配布．要旨付きの場合は，要旨の配布

２．講演要旨追加購入（予約購入者のみ）→要旨の配布

３．見学旅行（参加者のみ）→名簿確認と参加最終確認

４．見学旅行案内書（予約購入者のみ）→案内書の配布

５．懇親会（参加者のみ）→名簿確認

＊　事前登録をしていない方

１．当日参加者として参加登録をする．備え付けの『参加登録票』に必要事項を記入し当日用受付へ．

２．当日参加登録費（講演要旨集付きです．要旨集が不要の場合でも割引はありません）

正会員：9,500円

院生割引会費適用正会員: 6,500円

名誉会員・50年会員・学生会員・非会員学部学生：500円（講演要旨は付きません）

非会員（一般・院生）：15,000円

３．講演要旨当日販売

会　員：4,000円

非会員：5,000円

４．見学旅行案内書販売

正会員・非会員（一般）：2,400円

５．懇親会の当日参加費（ただし，人数に余裕がある場合に限る）

正会員・非会員（一般）：6,500円

名誉会員・50年会員・院生および学生会員（家族および非会員院生・学生含）：3,000円
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見　学　旅　行

参加申込みは８月８日に締切られました．大会ホームペー

ジに参加者への連絡などを随時掲載しています．

http://www.geosociety.jp

企業等団体展示／書籍展示販売

企業・団体・研究機関などによる展示を行います．会場は，
高等教育機能開発総合センターS講義棟１階のS4室を予定し
ていますが，申し込みが増えた場合には同フロアのS5・S6
室も利用する予定です．８月８日現在，（独）日本原子力研
究開発機構・地層処分研究開発部門，ジーエスアイ株式会社，
日本IGCP国内委員会，メイジテクノ株式会社，（独）防災科
学技術研究所，（独）産業技術総合研究所，（独）石油天然ガ
ス・金属鉱物資源機構，（株）蒜山地質年代学研究所，京葉
天然ガス協議会，石油資源開発株式会社・技術研究所，（財）
深田地質研究所，から申し込みがありました．
同S講義棟１階のS3室では書籍・物品の展示販売コーナー

を設けます．今回は，北大生協が書籍販売を担当し，共立出
版，古今書院，東京大学出版会から発行されている書籍のほ
か，エルゼビア，アカデミックプレス，ケンブリッジ，シュ
プリンガー等外国の主要な出版社から発行されている書籍を
展示販売します．
※追加募集等がある場合もありますので，随時大会ホーム
ページをご覧ください．

“緊急展示”の申し込みについて

講演申し込み終了後，台風４号や新潟県中越沖地震による
災害が発生し，多くの地質学会会員が現場で調査を行ってい
ます．学会活動の一端を広く社会に紹介するとともに，ホッ
トなテーマについて議論する場を提供するために，災害報告
や社会的に影響のある新技術紹介などの「緊急展示コーナー」
を設けます．ポスター展示を希望する方は，以下の内容で下
記の実行委員会にご連絡ください．
１）発表要旨PDF（ニュース誌５月号P12参照） １）緊急
展示の必要性　３）発表代表者と連絡先　４）希望枚数（１
枚：幅90×210cm） ５）展示に関わる要望（２～５の様式
は自由）

準備の都合上，大会期日直前の申込みはお受けできない場
合があります．また，実行委員会は行事委員会と協議し，可
否の判断を致します。希望にはできるだけ応えるようにしま
すが，展示方法等については実行委員会の指示に従ってくだ
さい．

申込先　札幌大会実行委員会　前田仁一郎
メール　jinmaeda@mail.sci.hokudai.ac.jp

就職に関心のある学生諸君！　先生方に
“就職支援プログラム”開催

来る９月９日からの日本地質学会第114年学術大会開催に
先立ち，全国地質調査業協会連合会の協賛をいただきまして，
９月８日に表記「就職支援プログラム」を開催いたします．
本プログラムは，学生・院生および大学教員の会員，なら
びに北海道大学の学生・院生・関係者らを対象に，本会賛助
会員，地質調査業協会会員会社との相互の情報交換を行う場
を提供するものです．
学生，院生ならびに教員のかたがたにもぜひご参加下さい．

日程　９月８日（土） 13時～17時まで
場所　北海道大学札幌キャンパス，高等教育機能開発総合セ

ンターE208・E214会場
主催　日本地質学会
協賛　全国地質調査業協会連合会
後援　北海道大学キャリアセンター
内容　主催者等挨拶・紹介，参加各社による数分のプレゼン

テーション．参加各社の個別説明会
対象　札幌大会に参加する学生・院生および大学教員等の会

員．北海道大学の学生・院生および教員等
参加費　無料
参加企業（８月10日現在）
（株）日さく・（株）ニュージェック・応用地質（株）・国際
航業（株）・ジーエスアイ（株）・石油資源開発（株）・北海
道土質コンサルタント（株）

（順不同）
＊ブースにはまだ空きがあります．参加ご希望の企業は，下
記にご連絡下さい．

問い合わせ先
日本地質学会　理事　向山　栄/事務局　橋辺菊恵
電話　03-5823-1150 FAX 03-5823-1156
e-mail: main@geosociety.jp

札幌大会見学旅行案内書について

札幌大会の見学旅行案内書は，昨年と同様にPDF版を113
巻12号（2007年12月号）に添付して会員に配布する予定です．
また，地質学雑誌の一部となりますので，発行から３ヶ月目
にはJ-STAGE＜http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-char/
ja＞にて公開をいたします．さらに，これまで同様に冊子も
並行して発行し，１部2,400円で販売いたします．既に８月
８日締め切りで予約販売を行いましたが，わずかですが，残
部がありますので，学会会期中も受付で販売いたします．

2007年７月
日本地質学会理事会

事務局主催　昼食会のお誘い
札幌大会にお集まりいただいたシニアの方々を

お誘いして，事務局主催で昼食会を計画していま
す．特に予めの予約等はとりませんので，参加ご

希望の方は，当日10日までに事務局までお知らせください．
シニアの定義は，おおよそ65歳以上の方を想定いたしてお
りますが，以下の方でもまったく問題はありませんので，ぜ
ひご参加くださいますよう，お待ちしております．取り立て
て何か特別な企画があるわけではありません．年一度のせっ
かくの機会ですので，お昼を食べながらの久々の顔合わせの
場になればと思っています．お気軽にご参加下さい．

主催　日本地質学会本部事務局（橋辺・細川・齋藤）
日時　９月10日（月）12～14時
会場　未定　（当日掲示にてお知らせ致します）
会費　未定　　適切価格に致します．
申込　会期中10日の午前中まで，会場内学会本部事務局にて
直接受け付けます．

電話（前９月７日まで）03-5823-1150
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発　表　者　へ

一般講演の発表者は招待講演，一部のシンポジウムを除いて本

学会の会員に限ります（共同発表の場合は筆頭者に適用）．また，

やむを得ない事情により，あらかじめ連記された共同発表者内で

筆頭者の変更を希望する場合は，必ず事前に行事委員会（会期前

は学会本部へ，会期中は年会本部事務局へ）に連絡して下さい．

この場合も，シンポジウム以外の場合は「会員に限り１人１題」

の発表制限は守るものとします．代理人による代読，発表会場内

での突然の発表者変更，発表順序の変更は一切認めませんのでご

注意下さい．とくに口頭発表者の方には発表時間の厳守をお願い

いたします．発表に際しては座長の指示に従い，会場の運営がス

ムーズに行われるようご協力下さい．

口頭発表

・１題15分（討論時間を含む）

・各会場にはWindowsパソコン，液晶プロジェクター，OHPが

準備されています．

・液晶プロジェクターを使用される方は，緊急用としてのOHP

シートも必ずご用意下さい．

・口頭発表で使用するファイルのインストールは，インストール

用パソコンのブース（E216教室内）で，各自事前にファイル

のインストール作業を行って下さい．ファイルのインストール

は、セッション・シンポジウム開始の30分前までE216教室内

で受け付けますが，それ以後は講演会場で直接行ってください．

なお，９月９日午前に講演する方についても、８：30まで

E216教室内でファイルのインストールを受け付けます．講演

直前の作業は，混雑が予想されますので，十分な時間的余裕を

もって，確実に行ってください（できるだけ，午前中の発表で

あれば前日に，午後の発表であれば午前中にインストールを完

了されるようにお願い致します）．

・Macの使用が世話人により許可されている方は，ご自身でMac

パソコンを持参して下さい．プロジェクターとパソコンの接続

等については，発表者自身が責任を持ち確実に行って下さい．

Mac用アダプター類は発表者自身でご用意下さい．

・プロジェクターとパソコンの接続等については，発表者自身が

責任を持ち，緊急用としてのOHPシートも必ずご用意下さい．

・スライドプロジェクターは発表申込時に使用を申し出た講演に

対し，そのつど準備します．スライドを使用される場合は，ス

ライドの左下に赤丸印と映写順の番号を記入のうえ，講演開始

60分前まで（９：15までに講演する方は前日，または当日の遅

くとも30分前まで）に会場担当者に提出して下さい．終了後は，

会場で返却します．

ポスターセッション

・掲示する際の画鋲，テープ等の用意はありません．必要なもの

は各自でご用意下さい．

・展示時間は，９日（日）が９：00－15：30，10日（月）と11日

（火）が９：00－17：00です．展示準備は早めにお願いします。

撤収は，９日は18：30までに，10日と11日は17：30までにお願

いします．

・コアタイムは，９日（日）が12：00－13：00，10日（月）と11

日（火）が13：00－14：00です．この時間は必ずポスターに立

ち会い，その他の時間は各自の都合によって随時行って下さい．

・ボード面積は90cm×210cm（ヨコ×タテ）です．

・発表番号・発表題名・発表者名をポスタータイトルとして，必

ず明記して下さい．

・コンピューターやビデオを使用される場合，機器の準備は各自

で行ってください．電源は確保できませんので，予備バッテリ

ーをご準備下さい．

・ポスター発表に対し，別記の要領にて優秀講演賞が授与されま

す．奮ってご準備下さい．

優秀講演賞について

今年度札幌大会においても，学会講演での優秀ポスターに
対して優秀講演賞を授与いたします．この賞は学会で発表さ
れる全ポスター発表の中から，選考委員会の審査に基づき，
地質学会長から大会開催中に授与されるものです．

●本賞は，毎日３～５件の発表講演に対して授与される．
・学会長から受賞者に直接賞状の授与（表彰と写真撮影）
される．
・受賞ポスターは，その栄誉をたたえ，大会期間中，別途
設けられたボードに掲示される．
・News誌11月号（年会報告記事）において氏名，課題名，
受賞事由等が公表される．

●審査は選考委員会によって行われ，学会長がこれを承認す
る．
・選考委員会は，大会期間中毎日召集され，行事委員会委
員５名，大会事務局代表１名および各賞選考委員会委員
２名の合計８名から構成される．なお，選考委員氏名リ
ストは学会終了後のNews誌11月号にて公表．

●審査基準の項目
（発表様式）
・美しいポスターか
・レイアウトはわかりやすいか
・斬新であるかどうか
（内容）
・発表内容の妥当性はあるか
・発表内容にオリジナリティがあるか

●受賞発表の時期と方法
・発表は，16：00以降に行う．表彰は決定後直ちに，ポス
ター会場で行う．（なお，初日の受賞のみ表彰式・記念
講演会終了後，会場にて行う予定）
・ポスター会場：受賞ポスターに「花」をつける．
・口頭セッション会場：各日の最終講演後に審査結果を公
表する．
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ランチョン

9月10（月）12：00-13：00

S1会場　堆積地質部会（世話人　七山　太）堆積地質部会の議

事，および国内外の堆積学の動向に関する情報交換を行う．

N1会場　海洋地質部会（世話人　藤岡換太郎・芦　寿一郎・小

原泰彦・片山　肇）海洋地質部会の活動や世話人体制について

の議論と情報交換

N2会場　火山部会（世話人　古川竜太）部会の定例会合

E301会場　Island Arc 編集委員会（世話人　竹内圭史）Island

Arc誌の編集に関する打合せ

E310会場　女性地球科学者の未来を考える委員会（世話人　堀

利栄）

E201会場　地域地質部会・層序部会合同（世話人　吉川敏之・

岡田　誠）部会活動や世話人体制についての議論と情報交換

9月11（火）12：00-13：00

E301会場　岩石部会（世話人　前田仁一郎）定例のランチョン

E310会場　構造地質部会（世話人　重松紀生）構造地質部会の

今後の運営方針，2008年度予算について議論・決議します．

E308会場　古生物部会（世話人　北村晃寿）情報交換

夜　間　小　集　会

9月10（月）18：00-20：00

S2会場　【ジュラ系＋】と【東南アジアテクトニクス】の集い

（世話人　松岡　篤（代表）・八尾　昭・小松俊文・近藤康生・

堀　利栄・尾上哲治・小山内康人・久田健一郎・上野勝美・小嶋

智・大和田正明）T/J境界など，ジュラ系の階境界の設定につい

て,また東南アジアテクトニクスについて情報交換を行う．

S1会場　炭酸塩堆積学に関する懇親会（世話人　渡邊　剛・井

川敏恵）微小領域分析に関する研究報告及び情報交換

N1会場　IODP Exp. 309/312における成果と海洋モホールへの

展望（IODP成果報告会）（世話人　宮下純夫・海野　進・安

間　了・佐野貴司・前田仁一郎・高澤栄一）IODP Exp.

309/312は，ODP Leg 206に引き続いて行われ，海洋掘削史上

初めて溶岩層からガブロまでの掘削に成功した．日本地質学会

会員に広くこれらの成果を伝えるとともに，今後のガブロ層深

部やモホ面を越える掘削の意義とその実現へ向けた議論の場を

提供したい．

E301会場　南極地質研究委員会（世話人　本吉洋一）・最近の

南極への航空路事情/・第49次セールロンダーネ山地地質調査

計画について/・第50次隊員候補者の推薦について/・第51次以

降の調査計画について/・Geological Society of London Special

Publicationについて/・その他

E310会場　環境地質部会（世話人　田村嘉之・風岡　修）講演

及び部会の事務連絡など

E311会場　IODP南海地震発生帯掘削：NanTroSEIZE（世話人

斉藤実篤・森田澄人）ちきゅうによる南海掘削がいよいよ始ま

ります．来年のStage2ではライザー方式によるスプレー断層

の掘削です．当集会では今後の研究について議論します．

E308会場　地質学史懇話会（世話人　会田信行・北川芳男）北

海道の地質学史に関する講演２題．1．加藤　誠：北海道大学

理学部地質学鉱物学教室の歴史／2．木村方一：戦後・北海道

の地学教育史

E201会場　博物館とジオパークと普及の夜間小集会（世話人

里口保文・柴　正博）ジオパークなど地域地質を活用する活動

に重要な地域の博物館の現状や，ジオパークとの関わりについ

て議論．

※都合により急遽会場が変更になる場合もございますので，会期

中の掲示にご注意下さい．

緊急パネルディスカッション：夜間集会

我が国の防災立地に対する
地球科学からの提言

―平成19年新潟県中越沖地震にあたって―

主催：日本地質学会理事会，同構造地質研究部会

日時：2007年９月10日（月）18：00－21：00

会場：N2会場

趣旨：この度の新潟県中越沖地震は，地質学が活断層・震源

断層問題に本格的且つ明示的に貢献することの緊急性を示し

ている．具体的には，なによりも第１に，活断層・震源断層

の構造全体を把握する研究に拍車をかけることである．第２

に，事業者からも規制当局からも独立な立場で原発防災立地

の問題点について指摘し，必要な提言を行うことである．今

回の地震に関わる事実をパネラーから提示して頂きながら，

地質学会としての新たな一歩を踏み出す．

詳細は，別途メールマガジン，HPをご覧下さい．
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地すべり学会　共催

世話人：川村喜一郎（kichiro@fgi.or.jp），藤田勝代，目代邦康

9月11日（火）9：00‐12：00 N1会場
日本は，地すべり災害を軽減させるべく，世界に先駆けて地す

べり学会を発足させ，世界をリードする地すべり研究のメッカと

なった．一方，海底にも日本周辺には多くの地すべり地形が見ら

れ，これらの海底地すべりは，海底での複雑な堆積作用の要因と

なるばかりでなく，津波の発生要因となることが指摘されている．

さらには，海底に構造物を建設する場合に問題となると言われて

いる．それにも関わらず，そのプロセスやメカニズムに関しては

よくわかっておらず，海底地すべりの抑止や予測に関する研究は

進んでいない．国際惑星地球年（IYPE）日本委員会パンフレッ

トにも津波災害がふれられており，全世界的に見て，海洋・陸上

におけるGeohazard研究は注目されている．このシンポジウムで

は，海底地すべり研究の現状を議論し，陸上地すべりで得られて

いる知見からも海底のそれを検討する．

座長：目代邦康（1―3），川村喜一郎（4―8），金松敏也（9―12），

藤田勝代（13）

９：00 シンポジウム開催にあたって ………川村喜一郎

S―1 ９：00 潜水船調査から明らかにされた南海付加体の海

底地すべりの特徴 ………川村喜一郎・横山俊治

S―2 ９：10 地質モデルに見られる付加体形成に伴う斜面崩

壊 …山田泰広・大島祐介・宮川歩夢・松岡俊文

S―3 ９：22 地すべり移動体の内部構造と微地形：北海道の

陸上の例から ……………………………田近　淳

S―4 ９：34 堆積岩山地斜面上に見られる大規模崩壊の前兆

現象 ………………………目代邦康・手打啓一郎

S―5 ９：46 なぜ同じ地点からすべり始めるのか？～動態観

測とすべり開始点のコア分析～ ………坂口有人

横山俊治・橋本善孝・氏家恒太郎

山田知成・吉村典宏

S―6 ９：58 （招待講演）サーボ型加速度計を用いた海底地

層変位モニタリングシステムの開発

…………………横山幸也・斉藤秀樹・亀谷裕志

S―7 10：18 ハイパードルフィンによる深海底表層地盤にお

けるコーン貫入試験と地震時安定性評価

…阪口　秀・渦岡良介・泉　典洋・木戸ゆかり

S―8 10：38 台湾海底ケーブル断線記録から読み取る地震直

後の深海底混濁流イベントと斜面崩壊

…………………………………徐　垣・町山栄章

S―9 10：50 （招待講演）深海巡航AUVを用いた海底地すべ

り調査の可能性 ……………笠谷貴史・月岡　哲

山本富士夫・木下正高・金松敏也

S―10 11：02 （招待講演）ハワイ諸島における巨大海底地す

べり ………………………………………横瀬久芳

S―11 11：22 ハワイ島海底山麓のAlikaデブリアバランシェに

よってもたらされたタービダイト層の特徴

…………………藤本悠太・横瀬久芳・金松敏也

石井輝秋・村山雅史

S―12 11：34 地震が誘発する巨大海底地すべりとその内部構

造 ……………………………山本由弦・鈴木清史

S―13 11：46 アンダマンースマトラ沖における調査航海中に

見られた海底地滑り：MD149およびSO189-2航

海の概要 …………………金松敏也・山口はるか

11：58 おわりに：これからの地すべり研究

…………………………………………大八木規夫

世話人：新井田清信，前田仁一郎（inmaeda@mail.sci.hokudai.

ac.jp），宮下純夫，海野　進，阿部なつ江，荒井章司

9月10日（月）9：00‐12：00 N1会場
日本のハードロック海洋底掘削の関心は，これまではどちらか

というとIBMや日本海などといった日本周辺の島弧・背弧海盆系

にあったように思われるが，近年，中央海嶺系の掘削にも多くの

研究者が加わるようになった．また日本で建造された「ちきゅう」

を用いた21世紀モホール計画が具体的に準備されるようになった

今日，これまでに行われた中央海嶺系での掘削とそれに関連する

成果をとりまとめて報告し，この分野の将来の検討課題や展望な

どを議論することは，大変意義のあることである．また，このシ

ンポジウム開催が，21世紀モホール計画を支える我が国の研究体

制作りに資することを期待する．

座長：前田仁一郎・宮下純夫（14―18），新井田清信・阿部なつ江

（19―22，総合討論）

S―14 ９：00 ミッション・モホ：現状と課題

……………………………阿部なつ江・荒井章司

ミッションモホ・プロポーザル・プロポーネント

S―15 ９：20 かんらん岩から読み取る海洋マントル：掘削が

もたらしたもの …………荒井章司・新井田清信

阿部なつ江・高澤栄一

S―16 ９：40 海洋地殻深部斑れい岩類研究の重要性：拡大軸

の多様性の検討のために

……………………………前田仁一郎・山崎　徹

S―17 10：00 上部海洋地殻の構造と形成条件 ………海野　進

S―18 10：15 東太平洋海膨の海嶺軸火山とオフリッジ火山の

比較からみる高速拡大系のマグマ組成の多様性

…………………下司信夫・海野　進・熊谷英憲

YK04-07乗船研究者

S―19 10：30 オマーン・オフィオライトから読み取る海嶺下

の地殻形成プロセス ……………………宮下純夫

（2）海洋地殻・マントルの“その場研究”の
進展と今後の展望：

21世紀モホール計画の実現を目指して

（1）海底地すべり

シ　ン　ポ　ジ　ウ　ム

シンポジウム（S）の通し番号がついています．また，発表時間（質疑応答含む）は各シンポジウムによって異なります．
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足立佳子・秋元　梓・根尾夏紀・山崎秀策

田中真二・草野有紀・橋本瑛久・戸松　敬

S―20 10：50 オマーン・オフィオライトに認められる島弧過

程 …………………………………………荒井章司

S―21 11：00 （招待講演）地震学的に見た地殻・マントル境

界とモホ ………小平秀一・佐藤　壮・高橋成実

金田謙太郎・西澤あずさ

S―22 11：15 地殻マントル物質の弾性波速度測定：海洋地

殻・モホの実体解明に向けて

………………………………石川正弘・有馬　眞

11：30 総合討論

日本地震学会・Seismix 2006組織委員会　協賛

世話人：佐藤比呂志（satow@eri.u-tokyo.ac.jp），伊藤谷生，岩崎

貴哉，小平秀一

9月11日（火）9：00‐12：00 S1会場
反射法地震探査による大陸地殻の詳細なイメージングは，大陸

地殻の形成と進化の理解に重要な貢献を果たしてきた．日本列島

の陸域においても，とくに兵庫県南部地震以降，大規模な地殻構

造探査が実施されるようになり，地殻構造形成の成り立ちを理解

する上で，重要な知見が得られつつある．本シンポジウムでは，

これまで地震予知計画・科学研究費・大都市大震災軽減化特別プ

ロジェクトなどで実施された，主として反射法地震探査による地

殻構造探査の成果を紹介するとともに，地質学・岩石学的な観点

から日本列島の地殻構造とその形成史について討論する．発表は

招待講演とし，北海道中軸帯断面，東北日本断面，関東-近畿地

域の測線群，西南日本断面，海域の沈み込み帯の構造断面につい

ての最新成果が発表される．それぞれの断面について地質学ある

いは岩石学を専門とする研究者の発表を配する．最新の地震探査

断面の紹介と，多方面からの意見交換によって，日本列島の地殻

構造形成史についての新たな問題を明らかにしたい．

座長：中川　充，越谷　信

９：00 趣旨説明

S―23 ９：05 （招待講演）北海道の地殻構造について

…岩崎貴哉・伊藤谷生・佐藤比呂志・加藤直子

S―24 ９：30 北海道の地殻を構成するであろう地質体

……………………………………………中川　充

S―25 ９：45 東北本州弧の地殻構造 …………………越谷　信

加藤直子・佐藤比呂志・岩崎貴哉・阿部　進

S―26 10：10 後期新生代，東北本州弧における火成活動と地

殻構造 ……………………………………吉田武義

S―27 10：25 首都圏・近畿圏の地殻構造について

………………佐藤比呂志・平田　直・阿部　進

伊藤　潔・岩崎貴哉・加藤直子

伊藤谷生・川中　卓・井川　猛

S―28 10：50 南海トラフ～大和海盆：西南日本横断深部地殻

構造プロファイル ………伊藤谷生・佐藤比呂志

岩崎貴哉・平田　直・蔵下英司・小平秀一

金田義行・佐藤　剛・伊藤　潔・井川　猛

S―29 11：15 西南日本の火成－変成作用史と深部地殻構造

……………………………………………岩森　光

S―30 11：30 （招待講演）沈み込み帯の地殻構造－海域構造

研究の成果－ ……………………………小平秀一

11：55 総合討論

世話人：及川輝樹，下司信夫，古川竜太，長橋良隆，萬年一剛，

三浦大助（dmiura@criepi.denken.or.jp）

9月10日（月）9：00‐12：20 N2会場
2005年度放送されたBBC「Supervolcano」や，小説「死都日

本」におけるカルデラ噴火の生々しい描写は記憶に新しい．最近

では，専門家による特集号が組まれるなど（Huppert and

Sparks（eds），2006 ; 月刊地球293 ; 320 ; 322），カルデラ火山活

動に対する人々の耳目は高まりつつある．このようなカルデラ火

山は，2007年開催地の北海道に複数認められ，地域にとっては身

近な存在といえる．そこで大会では，カルデラ火山の「構造・噴

火－堆積プロセス・長期予測」をシンポジウムテーマとしてとり

あげる．現代社会が目撃したことがない巨大噴火の実態について，

地下から地表へ，給源から遠方へ，そして過去から未来へと続く

全容を理解するため，最新の地質学的成果を中心とした幅広い分

野の講演を行う．

座長：下司信夫（31―33），及川輝樹（34―36），三浦大助（37―39）

９：00 趣旨説明 …………………………………三浦大助

S―31 ９：05 インドネシア島弧におけるカルデラ火山の分布

と形成史 …………………………………高田　亮

S―32 ９：25 プルアパート構造としての箱根カルデラ

…………………萬年一剛・代田　寧・本多　亮

町田　功・笠間友博・山下浩之

S―33 ９：45 （招待講演）カルデラ形成に必要なマグマ溜り

の体積変化量：点力源及び有限球モデルによる

定量的議論 ………………………………楠本成寿

S―34 10：05 カルデラ火山の噴火と堆積物 …………鎌田桂子

S―35 10：25 阿蘇カルデラの内部構造－イントラカルデラ火

砕流の存在とその意義－ ………………星住英夫

阪口圭一・渡辺一徳・宇都浩三

S―36 10：45 大規模カルデラ火山直下マグマ溜りの構造とマ

グマ・プロセス …………………………高橋正樹

S―37 11：05 （招待講演）カルデラ生成噴火の準備過程を考

える ………………………………………鍵山恒臣

S―38 11：25 近畿地方の第四紀テフラ層序に基づく大規模爆

発的噴火の頻度 …………………………長橋良隆

小林聡子・奥平敬元・吉川周作・吉田武義

S―39 11：45 （招待講演）箱根火山カルデラ噴火後のマグマ

供給系の変遷と火山活動の長期予測

………………………………小林　淳・萬年一剛

12：05 総合討論（15分）…………………………軽寺　学

（4）大規模カルデラ火山：構造・噴火－
堆積プロセス・長期予測

（3）地震探査から見た日本列島の地殻構造
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世話人：竹下　徹（torutake@mail.sci.hokudai.ac.jp），板谷徹丸，

榎並正樹，植田勇人

9月10日（月）9：00‐12：00 S2会場
プレートテクトニクスの登場によって，造山帯（変成帯）は地

向斜ではなくプレート収束境界で形成されることが60年代に判明

して以降，造山過程の研究は今日なおエキサイティングな研究で

あり続けている．今日，造山帯テクトニクスの研究は，変成岩岩

石学，構造地質学および放射年代学の進歩と相まって，温度－圧

力－変形－時間履歴の精密な解析に基づいてテクトニクスを推論

するという実証科学に成長した．一方で，造山帯形成場であるプ

レート収束境界の実態について，我々は今日なおその本質を十分

理解しているわけではない．最近，Beaumontほか（2004）は，

ヒマラヤの変成岩を対象にプレート収束境界ではチャネル流れが

生じ，チャネル流れを被った岩石が変成岩として地表に露出する

という数値計算を示した．本シンポジウムでは，同論文で議論さ

れているいくつかの重要な問題を取り上げ，それらと直接関連す

る実際の変成帯からの新知見を各研究者が紹介し，造山過程やプ

レート収束境界の実態について議論することを目的とする．議論

される問題は，（１）チャネル流れの深部過程：チャネル流れに

巻き込まれる上部マントルとエクロジャイトの形成・上昇，（２）

変成岩の温度-圧力-変形-時間履歴の空間分布こそが造山帯テクト

ニクスの本質を語る，（３）変成岩の最終的上昇過程・機構を支

配する上部地殻の断層形成とレオロジー，などである．

座長：植田勇人（40―43），榎並正樹（44―46），板谷徹丸（47―50）

９：00 趣旨説明：Beaumontモデルで示されたもの

……………………………………………竹下　徹

S―40 ９：05 四国三波川帯・別子地域におけるエクロジャイ

ト変成作用の広がり：石英顕微ラマン・マッピ

ング ……………榎並正樹・毛利　崇・水上知行

遠藤俊祐・纐纈佑衣

S―41 ９：20 三波川帯・西部五良津岩体のpre-eclogite変成作

用とそのテクトニックな意義

……………………遠藤俊祐・ウォリス サイモン

S―42 ９：35 三波川帯沈み込み時のテクトニックセッティン

グおよびマントル流との結合深度：圧力－温度

履歴と沈み込み帯熱モデルから ………青矢睦月

S―43 ９：50 三波川帯高変成部の上昇メカニズム：浮力の重

要性 ……………………………ウォリス サイモン

S―44 10：05 変成岩の温度圧力履歴の定量解析とその応用

…………………桑谷　立・鳥海光弘・岡本　敦

乾　睦子・山口はるか・薗部美穂子

S―45 10：20 （招待講演）中部地方天竜地域三波川変成岩の

フェンジャイトK-Ar年代と変成温度の関係

…………ヌオングエン・郷津知太郎・板谷徹丸

S―46 10：35 白雲母アルゴン閉鎖プロセスから見た高圧変成

帯の上昇過程 …………板谷徹丸・ヌオングエン

S―47 10：50 四国中央部三波川変成帯の形成と上昇機構

……青木一勝・眞砂英樹・寺林　優・金子慶之

岡本和明・山本啓司・太田　努・丸山茂徳

S―48 11：05 四国中央部三波川変成岩上昇時のD2正断層活

動：何故そんなに重要か？ ……………竹下　徹

エルファクハラニアブデルハミッド・森　政蔵

S―49 11：20 構造性侵食による高圧変成岩の上昇？：神居古

潭帯南部からの考察 ……………………植田勇人

S―50 11：35 沈み込みスラブ上面からの花崗岩マグマ上昇の

可能性 ……………………………………安間　了

11：50 総合討論

世話人　里口保文（satoguti@lbm.go.jp），柴　正博，川端清司

9月9日（日）9：00‐11：30 N1会場
学校での授業数や一般への地質学の普及状況は，良い状態であ

るとは言い難い．これまでの普及・教育に関するシンポジウムで

は，所属団体の活動例や学校教育に関する問題点を整理する事か

ら今後の活動についても検討した．今回は各研究者が所属する団

体を通して，また研究者個人でできることや，学校・社会に求め

られているものは何か？をいくつかの事例から議論したい．

座長：柴　正博（51―53），里口保文（54―56，総合討論）

９：00 趣旨説明 …………………………………里口保文

S―51 ９：10 地質関連のインターネット読者の傾向と学会

ホームページの取り組み …坂口有人・倉本真一

S―52 ９：30 教育プロジェクトを担うチームの一員としての

研究者の使命 ……………………………石垣　忍

S―53 ９：50 学校教育の新しい動き …………………矢島道子

S―54 10：10 兵庫教育大学における理科教員の養成と研修

………………………………竹村静夫・西村年晴

S―55 10：30 国際惑星地球年を契機とした地学リテラシー向

上への日本の取り組み－地質の日，ジオパーク

活動 ………………………………………佃　栄吉

S―56 10：50 日本にもジオパークを設立しよう ……渡辺真人

11：10 総合討論

世話人　寺林　優（tera@eng.kagawa-u.ac.jp），岡本和明，山本

啓司

9月9日（日）9：00‐11：30 S2会場
地震の発生と沈み込んだスラブ由来の流体との関係が，地震学

的や地球化学的な観測によって注目されている．1995年兵庫県南

部地震の本震の震源直下には，地震波速度が低くポアソン比が高

い異常領域が存在し，流体の貯留が推定されている．それ以外に

も地殻深部における流体の挙動が，内陸地震の発生やテクトニク

スに大きな影響を与えていると考えられ始めている．その流体の

実体の解明における地質学の役割は大きく，地質時代の震源域，

（7）内陸地震の震源下限深度における
岩石－流体相互作用：

地質時代のブライトレイヤーから
読み解く地殻内流体の挙動

（6）地質学の社会教育・普及へ研究者に
求められるもの

（5）プレート収束境界における岩石の
沈み込み・上昇テクトニクス：

造山帯（変成帯）形成過程研究の新展開
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いわゆる地震の化石をフィールド科学と物質科学の両面から迫る

ことが求められている．本シンポジウムでは，スラブから放出さ

れた流体が，ウェッジマントルを経由して，中部地殻のブライト

レイヤーで貯留され，地表に現れるまでを議論することを目的と

する．

座長：山本啓司・石川正弘（57―60），寺林　優・岡本和明（61―

64）

S―57 ９：00 領家帯に残された地質時代のブライトレイヤー

………………………………寺林　優・山本啓司

S―58 ９：20 台湾付加体構造下の過去の地殻滞留流体

………………………………岡本和明・ 瑜璋

S―59 ９：35 日高高度変成岩中に見いだされる脆性破壊鉱物

充填脈 …………土屋範芳・田辺　寛・岡本　敦

S―60 ９：55 断層帯における水岩石反応と水の経路

…………………………………………藤本光一郎

S―61 10：15 H2O流体が岩石の弾性波速度へ及ぼす影響

…………………石川正弘・松本有希・有馬　眞

S―62 10：30 流体とマグマの地震発生に対する影響：地震学

的証拠 ………………………趙　大鵬・山田　朗

S―63 10：50 （招待講演）西南日本におけるヘリウム同位体

比の分布 ………佐野有司・高畑直人・山本順司

S―64 11：10 プレート境界における浸透対流とアスペリティ

……………………………………………鳥海光弘

11：30 総合討論

世話人　公文富士夫（shkumon@shinshu-u.ac.jp），山本正伸，長

橋良隆，青池　寛

9月9日（日）9：00‐11：30 S1会場
IMAGEコア試料を代表とする海洋堆積物についての高分解能

の研究が進み，日本列島周辺海域の堆積物に基づいた高精度，高

分解能の古気候・古海洋資料が急速に集積されている．一方，湖

沼堆積物に基づいた陸域の古気候解析も大きな進展を見せてい

る，そして，両者をつなぐ指標テフラの確認もすすみ，陸域と海

域を総合的につきあわせることが可能となっている．広義の最終

間氷期（MIS 5）の時代を中心に，その前後の時代を含めながら，

日本列島とその周辺海域における古環境情報を統合する場とし

て，本シンポジウムを提案する．

座長：青池　寛（65―67），山本正伸（68―71）

S―65 ９：00 日本列島周辺の最終間氷期の環境変動－陸域と

海域の比較と統合－ …………………公文富士夫

山本正伸・長橋良隆・青池　寛

S―66 ９：10 （招待講演）海洋堆積物中の微化石に基づく古

環境・古気候変動の解明－日本周辺の最終間氷

期を例として－ …………………………小泉　格

S―67 ９：40 海洋堆積物のバイオマーカーからみた北太平洋

中緯度域の気候変動 ……………………山本正伸

S―68 10：00 更新統高野層の有機炭素に基づく古気候変動の

解析 ………………………田原敬治・公文富士夫

S―69 10：20 （招待講演）海洋堆積物の花粉組成から見た過

去144kｙの気候変動 ………………五十嵐八枝子

S―70 10：40 陸域と海域をむすぶ対比のツールとしての広域

テフラ層 …………………………………長橋良隆

S―71 11：00 放散虫化石による北西太平洋域における過去２

万年の海洋環境 …………………………山本浩文

11：20 総合討論

北海道考古学会・低湿地遺跡研究会　共催

世話人　松田順一郎，出穂雅実，井上智博，趙　哲済，別所秀高，

小倉徹也，渡辺正巳（info@cons-ar.co.jp）

9月9日（日）9：00‐11：30 N2会場
本シンポジウムでは，考古遺跡形成過程において生じ，かつ考

古学的解釈に影響を与える地質現象の事例を検討する．考古学で

は，発掘調査によって得られた遺構・遺物を含む特定層準の情報

から，過去の人間活動を復元する．しかし，発掘調査によって掘

り出された遺構・遺物とそれをとりまく地層構成物質が，遺構・

遺物が機能していた当時の状態を，完全に保持していないことは

明らかである．しかし，人間活動が始まる以前から現在までに遺

跡領域がこうむった自然営力と人為による変容が，考古学者，地

質学者に十分に理解されているとは言い難い．「環境考古学」が

一般的な研究分野となった今でも，このことは遺跡独特のタフォ

ノミーという側面で課題として残る．具体的には，地域的あるい

は局地的な堆積・侵食作用，マス・ムーブメントとそれらにとも

なう地形発達，土壌生成にともなう物質移動や生物擾乱，火山・

地震活動や気候を要因とする遺跡構成物質の変形，人間活動によ

る自然および人為堆積物の擾乱などを地質現象とみなす．これら

の地質現象が，とくに遺構，遺物の分布と層序認定，過去の地表

環境の復元とどうかかわるかを本シンポジウムでの話題の中心と

する．

座長：趙　哲済（72―75），井上智博（76―79），別所秀高（80―82）

９：00 シンポジウム趣旨説明 ………………松田順一郎

S―72 ９：03 石狩低地帯北部における続縄文・擦文遺跡の形

成過程 ……………………………………高倉　純

S―73 ９：18 北海道上幌内モイ上部旧石器遺跡における地考

古学的調査 ………………………………出穂雅実

S―74 ９：33 沖積低地における地形形成過程と土地利用の関

係－大阪府河内平野の弥生時代水田を中心に－

……………………………………………井上智博

S―75 ９：48 岡山県出崎船越南遺跡にみられた過去7000年間

の海岸地形の変化 …………別所秀高・松本直子

S―76 10：03 後期旧石器時代の遺跡形成過程－武蔵野台地南

部立川ローム層中の石器集中部・礫群・遺構－

……野口　淳・林　和広・須永薫子・竹迫　紘

坂上寛一・長沼正樹・安蒜政雄

S―77 10：18 遺跡における不撹乱土壌試料の採取・保存の意

義と多面的利用－土壌理化学性・土壌微細形

態－ …………………………須永薫子・平山良治

S―78 10：28 南西諸島海岸砂丘遺跡形成の解釈における堆積

学・地形学的視点 ……………………松田順一郎

（9）遺跡形成における地質現象

（8）最終間氷期の環境変動
－日本列島陸域と周辺海域の比較と統合－
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S―79 10：40 座散乱木遺跡検証発掘における地層の地質学的

検討 ………………………………………川辺孝幸

S―80 10：55 長野県信濃町野尻湖底立が鼻遺跡の野尻湖層の

堆積構造と化石・遺物

……………………内山　高・野尻湖発掘調査団

S―81 11：10 層序を誤認させた土壌生成作用－乾裂・凍結割

れ目を例にして－ ………………………趙　哲済

S―82 11：20 花粉粒の挙動－生産と散布・堆積・保存－

……………………………………………渡辺正巳

世話人：丸山茂徳（smaruyam@geo.titech.ac.jp），鈴木和博，酒

井治孝

9月10日（日）9：00‐11：00 E301会場
近年，地球温暖化が国際社会の大きな問題としてクローズアッ

プされ，その原因が化石燃料による二酸化炭素とされている．こ

の問題は，日本地質学会にとって，存在価値を主張する緊急かつ

重大な課題でもあり，１）地球温暖化は人類にとって善なのか悪

なのか，２）温暖化の原因は二酸化炭素なのか，３）もっと深刻

な地球化学環境，及び４）地球環境の近未来予測，について議論

することを目的としたシンポジウムを提案する．

座長：丸山茂徳（83―85），戎崎俊一（86―88，総合討論）

９：00 シンポジウムの趣旨（世話人挨拶）……丸山茂徳

S―83 ９：05 （招待講演）南極氷床に記録された気候変動

…東久美子・ドームふじ氷床コア研究グループ

S―84 ９：25 地球磁場強度変動と気候変動の関連性

……………………………………………山崎俊嗣

S―85 ９：45 （招待講演）銀河宇宙線はGaiaの体温を決める

か？ ………………………………………戎崎俊一

S―86 10：05 地球寒冷化がやってくる

…………………丸山茂徳・生駒大洋・玄田英典

S―87 10：25 （招待講演）雲形成と宇宙線：連結階層シミュ

レーションによるアプローチ …………草野完也

S―88 10：45 （招待講演）文明の盛衰と気候変動……小泉　格

総合討論

第四紀学会　共催，北海道地質調査業協会　後援

世話人：井内美郎，木村克己（k.kimura@aist.go.jp），北田奈緒

子，岡　孝雄，斎藤文紀，田辺　晋，卜部厚志

9月10日（月）9：00‐12：00 E310会場
沖積層について，近年，シーケンス層序・高密度C14年代解析，

GPR等の探査技術，大量のボーリングデータベースと情報処理技

術などの新しい観点と研究手法に基づいて，高精度な時間・空

間・堆積環境の解析が行われてきている．その中で，沖積層の堆

積・地盤モデルの３次元化，構造運動やイベント堆積物の抽出，

時間分解能などの手法の高度化などの研究課題がクローズアップ

されている．そして，学会内外からは，各地域の沖積層の対比と

沖積層層序の改訂・標準化の必要性が指摘され，土壌汚染・建築

地盤・地震動の高精度な評価のために，それに貢献できる精度と

内容をもった地質・地盤図やデータベースの構築が求められてい

る．本シンポでは，日本を代表する石狩平野，越後平野，大阪平

野，関東平野などでの沖積層研究の最新成果や応用地質学的研究

の事例をとりあげて，研究の到達点と今後の課題を整理するとと

もに，沖積層層序の改訂・標準化，社会に貢献できる地質・地盤

図のあり方について議論する機会としたい．

座長：岡　孝雄・卜部厚志（89―93），木村克己・北田奈緒子（94―

98，総合討論）

９：00 趣旨説明………………………世話人（井内美郎）

S―89 ９：03 石狩低地帯の沖積層の概観 ……………岡　孝雄

S―90 ９：10 （招待講演）北海道における泥炭の工学的性質

……………………………………………若松幹男

S―91 ９：40 北海道中央部札幌市付近の沖積層層序の再検

討－地震動予測に用いる地盤構造モデル化に向

けて－ …………佐藤　明・萩野克彦・岡　孝雄

池田章浩・岡村　聡・札幌市危機管理対策室

S―92 10：00 沖積層の堆積環境の地域性とシークェンスモデ

ルについて ………………北田奈緒子・竹村恵二

三田村宗樹・大島昭彦

S―93 10：15 （招待講演）大阪・神戸地域における沖積層の

土質特性と地震ハザード評価 山本浩司・三村衛

S―94 10：30 東京低地から中川低地における沖積層の堆積シ

ステムと物性－沖積層の２部層区分－

…………………田辺　晋・木村克己・中西利典

石原与四郎・中島　礼

S―95 10：45 沖積層の細分問題－沖積層研究の課題と展望－

……………………………………………遠藤邦彦

11：03 総合討論　世話人説明

S―96 11：05 沖積層の地域性と層序区分－北海道・新潟・東

京・大阪地域を例に－ …………………卜部厚志

井内美郎・木村克己・斎藤文紀・

岡　孝雄・田辺　晋・北田奈緒子

S―97 11：20 ボーリングデータベースを利用した沖積層の３

次元地質・地盤モデルの構築－東京低地の例－

…………………………石原与四郎・江藤稚佳子

田辺　晋・木村克己

S―98 11：33 地質・工学・地震防災を結ぶ沖積層の総合研究

…木村克己・田辺　晋・竹村貴人・石原与四郎

11：40 総合討論

世話人　吉田英一，高橋正樹（takama@chs.nihon-u.ac.jp），梅田

浩司，岡　孝雄

9月11日（火）9：00‐12：00 S2会場
地質環境の精度の高い将来予測はこれからのサイエンスとして

の地質学にとってきわめて重要な課題である．本シンポジウムで

は地質環境の将来予測の可能性について議論を深めたい．特に北

海道をケーススタディとして，地質環境の将来予測について，幌

（12）地質環境の将来予測と地層処分：
予測科学としての地質学

（11）沖積層研究の新展開
―地質学と土質工学・地震防災との連携―

（10）地球温暖化は悪いのか？
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延における深地層研究の成果などを参考にして議論を行う．地質

環境の将来予測は高レベレ放射性廃棄物の地層処分にも大きな関

わりを持っている．ここでは，地質環境の将来予測と地層処分と

の関わりについても議論する予定である．

座長：岡　孝雄（99―101），吉田英一（102―104），梅田浩司

（105―107），高橋正樹（総合討論）

S―99 ９：00 北海道のテクトニクスと未来像………木村　学

S―100 ９：22 地質学に将来予測は可能か？…………田中和広

S―101 ９：39 活断層の将来予測：特に潜在断層について

……………………………………………金折裕司

S―102 ９：56 マグマ活動の長期安定性：東北日本弧を例に

……………………………………………近藤浩文

S―103 10：13 火山・地熱活動の将来予測：非火山地域の例

……………………………………………梅田浩司

S―104 10：30 地質環境の確率論的予測は可能か：火山形成の

場合………………………………………高橋正樹

S―105 10：47 地質環境の長期挙動と地層処分………吉田英一

S―106 11：04 北海道北部の新生代末テクトニクスおよび将来

予測………………………………………岡　孝雄

S―107 11：21 北海道北部，幌延地域を事例とした地質環境の

長期的変遷：将来予測における考え方

……………………………………………新里忠史

11：38 総合討論

世話人：西　弘嗣（hnishi@mail.sci.hokudai.ac.jp），高嶋礼詩

9月11日（火）9：00‐12：00 N2会場
地球温暖化が進行していったとき地球の環境がどうなるのか，

その未来像を求める様々な研究が行なわれている．一方，過去の

地球気候の研究からは現在よりもはるかに温暖な時期がむしろ多

いことが知られており，これらの時期の研究を行えば温室地球の

未来像を得ることは可能である．特に，約１億年前の白亜紀中期

と約5000万年前頃（初期始新世）は，最近の地球史で最も温暖化

が進んだ時期として知られている．統合深海掘削計画（IODP）

でも「極限気候の解明」として，これらの時期の掘削が重要な初

期科学目標としてあげられている．このような背景から，本シン

ポジウムでは温室期の地球環境に焦点をあて，海洋循環，深層水

循環，物質循環，生物相の変化などを議論することが目的である．

また，このような温室地球からどのようにして両極に氷床のある

冷室の世界へと移行したのかも合わせて考察する．

座長：川幡穂高（108―110），高嶋礼詩（111―113），西　弘嗣

（114―115）

S―108 ９：00 北東太平洋の白亜紀底生有孔虫群集からみた環

境変動…………西　弘嗣・友杉貴茂・高嶋礼詩

Allan Fernand・棚部一成・守屋和佳

S―109 ９：25 フランス，ボコンチアン堆積盆地の海洋無酸素

事変OAE1bパキール層の高分解能解析

……高嶋礼詩・西　弘嗣・岡田尚武・坂本竜彦

大河内直彦・川辺文久・山中寿朗・長谷川卓

S―110 ９：45 大規模火成活動に対する海洋物質循環の応答：

海洋無酸素事変の発生過程の考察

…………………三角和弘・山中康裕・田近英一

S―111 10：05 白亜紀に氷床はあったのか？…………守屋和佳

Paul A. Wilson・Oliver Friedrich

Jochen Erbacher・川幡穂高

10：25 休憩

S―112 10：40 厚歯二枚貝から見た白亜紀の海洋環境の変化

………………………………佐野晋一・伊庭靖弘

S-113 11：00 温暖な白亜紀における生物鉱化作用

………………………………川幡穂高・山村　充

S-114 11：20 暁新世/始新世境界の温暖化極大（PETM）：

海－陸炭素同位体比記録の直接比較…長谷川卓

S-115 11：40 始新世～漸新世における深海帯の底生有孔虫化

石群の変遷と極域の氷床拡大イベントとの関係

について………高田裕行・野村律夫・瀬戸浩二

（13）温室期の気候変動

口頭およびポスター発表

＊口頭（O）・ポスター（P）それぞれに通し番号がついています．

＊口頭発表時間は原則15分（質疑応答），ポスター発表コアタイム　9日12：00－13：00 10・11日13：00－14：00

世話人：清川昌一（kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp），山口耕生，

黒田潤一郎，小宮　剛

9月9日（日）13：00‐15：00 S2会場
座長：小宮　剛（1―4），黒田潤一郎（5―7）

O―1 13：00 北海道東部に分布する根室層群仙鳳趾層から得

られた上部白亜系マストリヒチアン階の高解像

度安定炭素同位体比層序

…………………荷福　洸・池原　実・成瀬　元

O―2 13：15 アプチアンの海洋無酸素イベント堆積物の炭

素・鉛・オスミウム同位体から読み取る火山活

動の記録 …………………黒田潤一郎・谷水雅治

鈴木勝彦・TejadaMarissa・小川奈々子

CoffinMillard・柏山祐一郎・大河内直彦

O―3 13：30 ペルム紀中期から三畳紀初期にかけての深海底

における酸素レベルの変動－放散虫チャートの

化学分析値の再評価 ……………………角和善隆

O―4 13：45 古生代／中生代遷移期の始まりと上村事件

……………………………………………磯闢行雄

1．地球史とイベント大事件３：
地球の変化に迫る
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O―5 14：00 太古代の海底環境：ピルバラ海岸グリーンス

トーン帯，32億年前のクリバーベル層群につい

て ……………清川昌一・高下将一郎・伊藤　孝

池原　実・北島富美雄・山口耕生

O―6 14：15 ピルバラ海岸グリーンストーン帯，デキソンア

イランド層黒色チャート部層の岩相および炭素

含有量の側方変化 ………高下将一郎・清川昌一

北島富美雄・伊藤　孝・池原　実・山口耕生

O―7 14：30 南アフリカ，バーバートン帯中のマサウリ

チャートの岩相・層序について ………稲本雄介

清川昌一・北島富美雄・山口耕生

伊藤　孝・池原　実

9月9日（日）コアタイム12：00‐13：00

P―1 南アフリカ，ポンゴラ超層群の４種硫黄同位体分析によ

る約30億年前の大気酸素濃度の推定 ……………鶴岡　昴

上野雄一郎・小宮　剛・吉田尚弘・丸山茂徳

P―2 宮崎県高千穂町上村地域におけるペルム系Guadalupian統

石灰岩のフズリナ化石帯区分 ………糟屋晃久・磯闢行雄

P―3 南中国・四川省朝天におけるペルム紀G-L境界の層序（予

報） …………………斎藤誠史・磯闢行雄・小林儀匡

姚建新・紀戦勝

P―4 英国ウェールズ州アングルシー島の後期原生代－古生代

イアペタス海起源遠洋性石灰岩・チャート ……佐藤友彦

磯闢行雄・川井隆宏・丸山茂徳・WindleyB.F.

P―5 豊 浦 層 群 西 中 山 層 の 黒 色 頁 岩 中 に 記 録 さ れ た

Pliensbachian-Toarcian期の長期的貧酸素環境

……………………………石浜佐栄子・松本　良

世話人：松岡　篤（matsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp），八尾　昭，

小松俊文，近藤康生，堀　利栄，尾上哲治

9月10日（月）15：00‐17：00 S2会場
座長：堀　利栄（8―11），松岡　篤（12―14）

O―8 15：00 西南日本の下部ジュラ系豊浦層群西中山層にお

けるアンモナイト化石帯の国際対比

……………………………中田健太郎・松岡　篤

O―9 15：15 関東山地風早峠地域における北部秩父帯付加体

の層序と地質構造 ………小久保晋一・松岡　篤

O―10 15：30 美濃帯南部坂祝セクションにおけるトリアス紀

層状チャートの岩相層序と放散虫生層序

……………………………二階堂　崇・松岡　篤

O―11 15：45 顕生累代海洋プレートの赤道通過を知る方法

……………………………………………松岡　篤

O―12 16：00 鳥巣式石灰岩のδ13C変動曲線から推定される海

洋環境の変化 ………………柿崎喜宏・石川剛志

谷水雅治・永石一弥・川越寛子・狩野彰宏

O―13 16：15 九州西部地域の黒瀬川帯下部ジュラ系

……………………………………………石田直人

O―14 16：30 深海堆積物における上部三畳系有機炭素同位体

層序 ……………堀　利栄・秋國健一・池原　実

9月10日（月）コアタイム13：00‐14：00

P―6 山中白亜系に関する層序の再検討

…………………寺部和伸・佐藤和久・松岡　篤

P―7 鳥巣式石灰岩産厚歯二枚貝研究の現状と課題

………………………………佐野晋一・森野善広

世話人：古川竜太（furukawa-r@aist.go.jp），及川輝樹，下司信

夫，長橋良隆，萬年一剛，三浦大助

9月10日（月）14：00‐16：15 N2会場
座長：古川竜太（15―18，22―23），工藤　崇（19―21）

O―15 14：00 カルデラ陥没構造の形成機構に関するアナログ

実験 …………………………岡本泰子・小室裕明

O―16 14：15 陥没カルデラの断面と内部構造：北アルプスに

おける第四紀傾動コールドロンの例

………………原山　智・笹岡　崇・大藪圭一郎

O―17 14：30 田沢湖カルデラとその噴出物 …………鹿野和彦

大口健志・林信太郎・矢内桂三

O―18 14：45 カルデラ噴火に先行する火山現象 ……小林哲夫

O―19 15：00 阿蘇火山における先カルデラ火山活動の地質・

岩石学的研究

………………古川邦之・三好雅也・下野まどか

O―20 15：15 （招待講演）噴火堆積物の層序からみた北海道

南西部カルデラ火山のカルデラ形成過程

…………………………………………山縣耕太郎

O―21 15：30 熊野酸性岩ボーリングコアの凝灰岩岩相と定置

様式 ……………及川輝樹・三浦大助・下司信夫

新正裕尚・角井朝昭・中島　隆・小泉尚嗣

O―22 15：45 十和田火山，後カルデラステージにおける噴火

の規模と発生頻度 ………工藤　崇・佐々木　寿

O―23 16：00 南関東の鮮新世ざくろ石テフラの対比と2.5Ma頃

の丹沢の火山活動

…………………田村糸子・高木秀雄・山崎晴雄

9月10日（月）コアタイム13：00‐14：00

P―8 紀伊半島中央部，宮ノ谷複合岩脈の産状から推定される

マグマ混合およびカルデラとの関係

………………………………高島紫野・和田穣隆

P―9 中奥火砕岩岩脈中心部の産状と形成過程－奈良県川上村

中奥ヒボラ谷付近の例－ …………北嶋亜以子・和田穣隆

P―10 礫サイズの異質岩片を含む火砕流堆積物

…………………佐藤隆春・古山勝彦・別所孝範

P―11 奥美濃酸性岩類洞戸コールドロンの形成過程とバイモー

ダル火山活動－中部地方における白亜紀末～古第三紀火

成活動の特徴－ ………棚瀬充史・曽根原崇文・原山　智

P―12 インドネシア，リンジャニカルデラの形成機構

………………古川竜太・高田　亮・Nasution, A.

世話人：大和田正明（owada@sci.yamaguchi-u.ac.jp），小山内康

4．東南アジアの地殻形成史とテクトニクス：
地質学・岩石学からのアプローチ

3．新しいカルデラ像を探る

2．ジュラ系＋
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人，久田健一郎，小嶋　智，上野勝美

9月9日（日）9：30‐14：45 E311会場
座長：亀井淳志（24―27），亀高正男（28―29），曽根正敏（30―32），

中野伸彦（33―35）

O―24 9：30 ベトナム縦貫造山帯の提唱：東南アジアにおけ

るペルム紀－トリアス紀衝突型造山運動

……………小山内康人・中野伸彦・大和田正明

宮本知治・NguyenThi Minh

豊島剛志・TranNgoc Nam

O―25 9：45 北部～中部ベトナムに分布する変成岩類の記載

岩石学的・年代学的特徴：ゴンドワナからアジ

アへ ………中野伸彦・小山内康人・大和田正明

宮本知治・NguyenMinh・TranNam

早坂康隆・外田智千

O―26 10：00 中部ベトナムコンツム地塊，衝突帯における苦

鉄質火成活動の化学的特徴 …………大和田正明

小山内康人・中野伸彦・TranNgoc Nam

PhamBinh・加々美寛雄

O―27 10：15 ベトナム北部Sam Nua Depression Zoneのメタ

ロジェニー

……佐藤興平・チュンニュエンミン・板谷徹丸

O―28 10：30 西スマトラ地塊の古地理的起源：西スマトラ地

塊はいつ現在の位置にやってきたのか？

……………………………………………上野勝美

O―29 10：45 東南アジアにおける並列縫合線構造－古テチス

海の閉塞とインドシナ造山運動に対する含蓄

……………………………曽根正敏・Ian Metcalfe

O―30 13：00 北インド，ラダックヒマラヤの地質とテクトニ

クス：2004-2006年調査結果 ……………小嶋　智

板谷徹丸・永広昌之・大谷具幸

アーマッドタラット

O―31 13：15 南チベットMalashanドームの接触変成作用－テ

チスヒマラヤの浅部における伸張テクトニクス

の例 …………………………河上哲生・青矢睦月

ウォリスサイモン・リージェフリー

寺田健太郎・王　瑜・ハイツラーマット

O―32 13：30 イラン中央部ボラギ地域周辺のザグロス縫合帯

の予察的検討 ……………久田健一郎・伊藤穂高

島村雄彦・國井絢子・鎌田祥仁

O―33 13：45 飛騨片麻岩中の変成深成岩類とその地質学的意

義 …………………………………………加納　隆

O―34 14：00 長門構造帯の構成岩類と構造発達史 …亀高正男

O―35 14：15 兵庫県南東部の川西－猪名川地域の超丹波帯と

その年代極性について …………………菅森義晃

9月9日（日）コアタイム12：00‐13：00

P―13 ベトナム中部コンツン地塊の地殻構造：砕屑性ジルコン

のU-PbとHf同位体からの証拠 ……………Usuki Tadashi

LanChing-Ying・WangKuo-Lung・TranTuan Anh

O’ReillyS.Y.・GriffinW.L.・PearsonN.J.

P-14 インド北部・カラコルム断層に発達するマイロナイトの

形成過程 …………………大谷具幸・小嶋　智・今枝久典

永広昌之・板谷徹丸・ThanhN.X.・AhmadTalat

P―15 関東山地北東縁部・吉見変成岩の形成史 ………足立達朗

岩崎一郎・ダンクリーダニエル・外田智千

P―16 新潟県金丸地域に産するプレート内花崗岩の化学的特徴

をもつ優白質花崗岩 …………………亀井淳志・内藤一樹

高村早弥香・根木菜摘・三宅靖之

奥澤康一・関　陽児・渡部芳夫

世話人：吉川敏之（t-yoshikawa@aist.go.jp），岡田　誠，斎藤

眞

9月10日（月）16：00‐17：30 E201会場
座長：吉川敏之（36―38），中嶋　健（39―41）

O―36 16：00 北海道中央南部富内安住地域に分布する上部白

亜系の地質と有孔虫層序 …林　圭一・西　弘嗣

高嶋礼詩・友杉貴茂

O―37 16：15 日高衝突帯前縁の始新統ニセウ層と中部中新統

の関係 ………川上源太郎・石丸　聡・田近　淳

大津　直・佐藤　創・阿部友幸

菅野正人・長坂晶子

O―38 16：30 中央北海道における古第三紀堆積盆の形成過程

と変形運動評価～古地磁気学的手法と数値モデ

リングからのアプローチ～

………………玉置真知子・楠本成寿・伊藤康人

O―39 16：45 北海道中部苫小牧－浦河沖日高トラフ海域の上

部新生界音響層序と堆積史

…………………辻野　匠・井上卓彦・荒井晃作

O―40 17：00 青森県上北地域，土場川付近の天狗岱段丘堆積

物下に見られるエスチュアリー堆積相

…………………………………………鎌田耕太郎

O―41 17：15 秋田県男鹿半島北岸に分布する鮮新統/更新統境

界付近の岩相と微化石層序

…………………佐藤伸明・山崎　誠・佐藤時幸

9月11日（火）9：00‐16：00 E201会場
座長：村田明広（42―45），山口悠哉（46―49），八木正彦（50―53），

栗原敏之（54―57），中江　訓（58―61）

O―42 9：00 早池峰構造帯桐内層の岩相・地質年代からみた

地帯区分の帰属 ……………中江　訓・栗原敏之

O―43 9：15 南部北上帯釜石地域の“登米相”黒色頁岩から

産出した後期ペルム紀放散虫化石

………………………………栗原敏之・中江　訓

O―44 9：30 南部北上帯長坂地域の石炭紀炭酸塩岩の再検討

……川村寿郎・熊谷健一・上野勝美・原子内貢

O―45 9：45 中期中新世末の奥羽山脈の隆起とその広域テク

トニクス・日本海古海洋環境における意義

……中嶋　健・檀原　徹・岩野英樹・鎮西清高

O―46 10：00 福島県南会津郡只見町蒲生地域の水底珪長質火

山岩相予察 …………………八木正彦・山田泰生

馬場　敬・東　将士・鹿野和彦

O―47 10：15 東北日本弧新生界野外地質学の新展開

…………………天野一男・松原典孝・京相健二

O―48 10：30 栃木県宇都宮市付近の第三系から得られた

5．地域地質・地域層序
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フィッション・トラック年代 …………吉川敏之

O―49 10：45 武蔵野台地北東部付近の３次元地下地質構造

…………………木村克己・中山俊雄・松村真人

尾崎正紀・木村治夫・國井絢子

O―50 11：00 九十九里地域の水溶性天然ガス田の地下地質

……国末彰司・内田英一・三田　勲・樋口康則

樋口朋之・岩本広志・和気史典

O―51 11：15 甲府盆地500mボーリングコアの地質年代と古環

境 ………………輿水達司・内山　高・嵯峨山積

八木公史・竹下欣宏

O―52 11：30 紀伊半島中新統田辺層群の泥火山から海底噴出

した角礫岩層 …………………………中屋志津男

O―53 11：45 紀伊半島，中新統熊野層群の泥ダイアピル

……鈴木博之・紀州四万十帯団体研究グループ

O―54 14：00 奈良県南部の四万十累帯竜神層から産出した

マーストリヒチアン前期の放散虫化石

……………………………………………山本俊哉

O―55 14：15 徳島県祖谷川上流域の御荷鉾帯と秩父帯

……石田啓祐・西山賢一・中尾賢一・元山茂樹

高谷精二・香西　武・小澤大成

O―56 14：30 四国中西部，秩父帯の名野川衝上断層

………………………………村田明広・前川寛和

O―57 14：45 四国西部大洲地域の秩父累帯北部における構造

層序 ………………………君波和雄・斎藤圭一郎

向井哲也・武田賢治

O―58 15：00 室戸半島南東部の四万十帯の地質と諸火成岩類

の形成場 ………溝口秀治・君波和雄・今岡照喜

O―59 15：15 対州層群深海斜面相における重力流と海底地す

べりからみた堆積史 ……………………山口悠哉

O―60 15：30 中国揚子地塊上のペルム系孤峰層（珪質岩相）

の年代および分布特性 …………………八尾　昭

桑原希世子・江崎洋一・JIANBO LIU

WEICHENG HAO・JIANXIN YAO

O―61 15：45 南中国Laibin東方のPenglaitan Sectionの後期ペ

ルム紀アンモノイド層序

………………………永広昌之・Shuzhong Shen

9月11日（火）コアタイム　13：00‐14：00

P―17 北海道北部サロベツ地域における沖積層の堆積環境と水

理地質 ………………酒井利彰・井岡聖一郎・石島洋二

P―18 北海道北部幌延地域の珪質泥岩中に認められる透水係数

の深度依存性の要因 ……石井英一・舟木泰智・真田祐幸

P―19 石狩－日高堆積盆地中新統の堆積年代・堆積速度・堆積

水深－穂別地域を例に

………………本山　功・上栗伸一・新澤みどり

P―20 男鹿半島鮮新統船川層に挟在する凝灰岩層の検討

…………………吉田昌幸・西川　治・白石建雄

P―21 宮城県南部，槻木地域の中新統下部の層序と古環境

………………………………大友隆史・栗田裕司

P―22 羽越山地周辺，山形県大網～本郷地域および新潟県蒲萄

地域における中新世リフト堆積盆地の発達様式

……………………………五十嵐雄大・栗田裕司

P―23 佐渡島大佐渡北西部に分布する漸新統～下部中新統層序

の再検討 ……………佐藤雄大・鹿野和彦・小笠原憲四郎

P―24 東山背斜（新潟県長岡市）の成長開始時期：地質構造と

古流向からの推定 ……………………池田昌之・山路　敦

P―25 関東山地名栗地域，黒瀬川帯としての名栗断層帯の北方

延長問題（その２）………加藤　潔・内山慎也・坂　幸恭

P―26 関東山地秩父累帯白亜系の堆積相 …渡邊貴央・坂　幸恭

P―27 試作版２万５千分の１都市地質図「東京低地及び武蔵野

台地東部」………………………………尾崎正紀・木村克己

P―28 東京首都直下の伏在第四紀断層その２ …………豊蔵　勇

中山俊雄・杉山雄一・清水惠助

P―29 南房総に分布する鮮新統中部千倉層群における酸素同位

体変動（予報）……………岡田　誠・中村友則・永田　潤

P―30 南房総に分布する鮮新統千倉層群布良層の蛍光Ｘ線分析

による古海洋学的研究 ………………永田　潤・岡田　誠

P―31 小笠原群島の地質と岩石 ……………海野　進・金山恭子

新妻信明・中野　俊・石塚　治

P―32 箱根火山噴出物および基盤岩類に産出した斑レイ岩類

…………………平田大二・山下浩之・川手新一

笠間友博・萬年一剛

P―33 神奈川県北西部，丹沢山地北縁部の愛川層群 …河尻清和

P―34 堆積相解析に基づいた南部フォッサマグナ丹沢山地にお

ける古海洋性島弧の復元

…………………松原典孝・京相健二・天野一男

P―35 南部フォッサマグナ丹沢山地北部における古島弧の変遷

…………………京相健二・松原典孝・天野一男

P―36 神原トーナル岩中に見出された苦鉄質同時性岩脈の産状

……………………………………………西岡芳晴

P―37 愛知県知多半島南部の中新世礫ヶ浦礫岩に含まれる変成

岩・火成岩礫の起源 ………………足立　守・久保田佳美

P―38 福井市西天田に分布する含ザクロ石準片岩

………………梅田美由紀・安曽潤子・服部　勇

P―39 下部ジュラ系来馬層群の砕屑物組成と西南日本内帯陸～

浅海成下部ジュラ系堆積岩層の比較

…………………横田秀晴・上久保寛・竹内　誠

P―40 和泉堆積盆の堆積モデルと形成発達過程の復元－和泉山

脈地域和泉層群北縁相の堆積環境変遷からの考察－

………………………………清家一馬・平野弘道

P―41 中国地方西部における地形面と中新世以降の隆起につい

て ……………………………………………藤井厚志

P―42 ５万分の１地質図幅「大牟田」地域の地質の概要と，玉

名花崗閃緑岩の角閃石・黒雲母K-Ar年代及び古第三紀万

田層群勝立層の海緑石K-Ar年代 …………………松浦浩久

P―43 東九州（臼杵-津久見地域）の黒瀬川帯（1）ジュラ紀付加

体に断層で挟まれた整然層の上部三畳系 ………宮本隆実

桑水流淳二・今井巴奈子

P―44 熊本県の構造帯総括 ………………豊原富士夫・田中　均

長谷義隆・渡辺一徳・岩崎泰頴

世話人：里口保文（satoguti@lbm.go.jp），岡田　誠

9月10日（月）14：00‐16：00 E201会場
座長：岡田　誠（62―65），里口保文（66―69）

O―62 14：00 CK05-04-2及びCK06-06航海で採取された下北沖

テフラの岩石学的記載 ……眞砂英樹・飯島耕一

6．地域間層序対比と年代層序スケール
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青池　寛・土屋正史

O―63 14：15 南東太平洋Site1237の新生代珪藻化石層序にみる

中期更新世事変 …………………………岩井雅夫

O―64 14：30 下総層群清川層と大阪層群Ma11（2）層の直接

対比 …………………………中里裕臣・水野清秀

O―65 14：45 東海層群の禰宜上火山灰層とOm-SK110テフラ層

の対比 ……………………………………里口保文

O―66 15：00 静岡県，小笠層群のシーケンス層序と地質時代

……柴　正博・中本裕介・横山謙二・高橋孝行

O―67 15：15 石川－富山県地域，火山灰鍵層にもとづく鮮

新－更新統氷見層群における氷河性海水準変動

の記録の対比 ……………………………大久保弘

O―68 15：30 新潟県佐渡島における中新統中山層のテフラ層

序とその広域対比

…………………平中宏典・柳沢幸夫・黒川勝己

O―69 15：45 大子地域新第三紀火山岩類の化学組成と放射年

代－大子地域と茂木地域に産する新第三紀火山

岩類の組成・層序対比 ………………田切美智雄

青井亜紀子・笠井勝美・天野一男

9月10日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―45 中部更新統福知山層と明美層および渥美層群中の火山灰

層 …………………小滝篤夫・木谷幹一・牧野州明

世話人：片山　肇（katayama-h@aist.go.jp），藤岡換太郎，芦

寿一郎，小原泰彦

9月10日（月）14：00‐17：15 N1会場
座長：芦　寿一郎（70―73），片山　肇（74―78），小原泰彦（79―

82）

O―70 14：00 有孔虫群集からみた日本海暗色層堆積時の海洋

環境－日本海南東部MD01-2407コアの結果から

－ …………宇佐見和子・大井剛志・長谷川四郎

O―71 14：15 北西太平洋黒潮流域における生息深度の異なる

浮遊性有孔虫の炭素・酸素同位体比変動

……………………………池原　実・小林美智代

O―72 14：30 カスカディア付加体における更新統タービダイ

ト（IODP Exp. 311）の珪藻化石・有孔虫化石群

集から見た堆積環境と供給源

………………秋葉文雄・井上洋子・齊藤めぐみ

O―73 14：45 東地中海の塩水湖 ………徳山英一・芦　寿一郎

中村恭之・白井正明・亀尾　桂・渡辺正晴

朝日博史・金原富子・KH-06-4 Leg6 一同

O―74 15：00 海底タービダイトを用いた北海道東部太平洋沿

岸域の地震活動履歴の推測 ……………野田　篤

辻野　匠・金井　豊・古川竜太・内田淳一

O―75 15：15 相模湾－房総沖の地質学的特徴 ………鈴木宇耕

O―76 15：30 泥火山の微細構造と発達過程－深海巡航探査機

「うらしま」による熊野トラフ海底調査－

…芦　寿一郎・森田澄人・清川昌一・月岡　哲

O―77 15：45 ゴジラムリオンにおけるIODP掘削事前調査：白

鳳丸KH07-2航海速報 ………小原泰彦・沖野郷子

Jonathan Snow・KH07-2 乗船研究者一同

O―78 16：00 Discovery of hydrothermal chemosynthetic

community in a cold seep environment,

Formosa Ridge：preliminary results from

NT07-05 Cruise, off southwestern Taiwan

……………Hideaki Machiyama・Saulwood Lin

Char-Shine Liu・Chi-Yue Huang・Chia-Yen Ku 

Katsunori Fujikura・Li-Hung Lin・Sumito Morita

Takuro Nunoura・Tomohiro Toki

Tsanyao Frank Yang・Wonn Soh

O―79 16：15 八丈島沖伊豆－小笠原海溝，茂木海山周辺の地

形と地質 ………西村　昭・石塚　治・下田　玄

上嶋正人・岸本清行

O―80 16：30 北西太平洋の海山から採取されたHalimeda石灰

岩 …井龍康文・高柳栄子・尾田太良・佐藤時幸

千代延俊・西村　昭・中澤　努・塩川　智

O―81 16：45 フィリピン海の堆積層音響層序と堆積史の概要

（その２）………柳本　裕・樋口　雄・星　一良

秋葉文雄・宇納貞男・神田慶太

O―82 17：00 九州・パラオ海嶺におけるMCS記録に見られる

地殻構造についての一考察 ……………宇納貞男

樋口　雄・柳本　裕・秋葉文雄

本座栄一・星　一良・神田慶太

9月10日（月）コアタイム13：00‐14：00

P―46 日本海南部における堆積速度の広域分布

…………………片山　肇・板木拓也・池原　研

P―47 小笠原海台の地形と地質構造 ……………………森下泰成

P―48 北西太平洋の海山から採取された炭酸塩岩の堆積相およ

び年代 ……高柳栄子・井龍康文・山田　努・尾田太良

佐藤時幸・千代延俊・西村　昭

中澤　努・塩川　智

P―49 南部四国海盆拡大最初期の複雑な構造発達 ……三浦　亮

ミラード F.コフィン・中村恭之・徳山英一

西澤あずさ・神田慶太

P―50 個別要素法を用いたプレート収束帯の数値モデリング

…………………内藤和也・山田泰広・徳山英一

世話人：野田　篤（a.noda@aist.go.jp），太田　亨

9月10日（月）10：30‐11：30 S1会場
座長：野田　篤（83―84），太田　亨（85―86）

O―83 10：30 統計学的経験則に基づく岩石風化の指標開発な

らびに古気候解析への応用

………………………………太田　亨・新井宏嘉

O―84 10：45 神戸層群にみられる始新世－漸新世の古土壌層

と古環境 ………田中里志・八木悠介・林　智恵

O―85 11：00 南部北上帯十三浜地域における下部・中部三畳

系稲井層群泥岩の堆積環境と古風化

………………………………山中晶子・吉田孝紀

O―86 11：15 南部北上帯ペルム系泥岩における古風化環境の

変遷 …………………………吉田孝紀・山中晶子

8．砕屑物組成・組織と続成作用

7．海洋地質
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9月10日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―51 海底堆積物中の初期続成作用に伴う強磁性鉱物の溶解

－沖縄トラフ海底表層堆積物を例に－ …………川村紀子

……………………………川村喜一郎・石川尚人

P―52 河川堆積物の堆積環境の相違と微量・超微量成分元素濃

度特性の均質性について ……………仁科健二・村山泰司

P―53 北海道沙流川における砕屑性クロムスピネル粒子の選択

的運搬の検証 ………………………島村雄彦・久田健一郎

P―54 上越帯下部ジュラ系岩室層の砕屑性重鉱物－特に砕屑性

クロリトイドとその地質学的意義－

………………………………上久保寛・竹内　誠

P―55 富山県北東部に分布する手取層群の礫岩から産出した放

散虫化石とその地質学的意義 ……………………冨田　覚

竹内　誠・亀高正男

P―56 砕屑性ザクロ石・クロムスピネルの化学組成によるペル

ム紀東アジア大陸縁の古地理復元：新潟県姫川コンプ

レックスの再検討 ……………………竹内　誠・河合政岐

世話人：井川敏恵（toshi-igawa@aist.go.jp），川合達也

9月11日（火）14：00‐17：00 S1会場
座長：山田　努（87―90），中澤　努（91―94），井川敏恵（95―98）

O―87 14：00 中国上部新原生界に見られる海洋層状化現象

………………………………東郷徹宏・狩野彰宏

O―88 14：15 南中国下部オルドビス系紅花園層中の生物礁の

特徴－礁構築に果たした微生物類の役割－

………………足立奈津子・江崎洋一・劉　建波

O―89 14：30 秋吉石灰岩における最後期石炭紀－前期ペルム

紀の堆積シーケンスとゴンドワナ氷床の衰退

…………………中澤　努・森重沙織・上野勝美

川幡穂高・藤川将之

O―90 14：45 トリアス紀最前期に出現した微生物の世界－熱

帯揚子地塊の微生物岩の諸特性－

………………………………江崎洋一・劉　建波

O―91 15：00 ブリティッシュコロンビア州南部ジェスモンド

のカシェクリークコンプレックスの下部三畳系

炭酸塩堆積物の堆積相 ……佐野弘好・尾上哲治

マイク　オチャード・ロザンナ　マルティニ

O―92 15：15 鮮新世のエルニーニョ：高解像度サンゴ年輪に

記録される温暖期における大気海洋数年変動

…渡邊　剛・鈴木　淳・川島龍憲・見延庄士郎

亀尾浩司・蓑島佳代・川幡穂高

ヨランダ　アギュラ・和仁良二・加瀬友喜

O―93 15：30 ニウエ島のサンゴ化石の骨格記録から推定され

る約20万年前の南太平洋の海洋環境

…………………浅海竜司・山田　努・井龍康文

Gustav Paulay・三輪貴志

O―94 15：45 IODP Expedition 310タヒチ沖における微生物岩

の産状と初期続成作用 ……松田博貴・山田　努

町山栄章・G.F. Camoin・井龍康文

D.B. McInroy・Expedition 310 Scientists 

O―95 16：00 広島県北東部の石筍に記録された気候変動

……狩野彰宏・福村香子・堀　真子・武内　翔

O―96 16：15 沖永良部島水連洞の石筍を用いた陸上環境変遷

の復元 …………馬淵しの・山田　努・吉村和久

松田博貴・栗崎弘輔

O―97 16：30 シャコガイ殻の日輪毎の炭素・酸素同位体比の

測定手法 ……………………山田　努・服部忠嵩

O―98 16：45 ドーム型層状シアノバクテリア・マットの形

成：堆積物被覆実験によるストロマトライト様

構造 …………………………山本純之・磯闢行雄

9月11日（火）コアタイム　13：00‐14：00

P―57 トゥファの年縞形成と水質の関係 …川合達也・狩野彰宏

P―58 アラゴナイト質トラバーチンの日輪発達過程

………………………………奥村知世・高島千鶴

P―59 深海サンゴ礁の炭酸塩の起源 ………高島千鶴・川越寛子

大森一人・狩野彰宏

P―60 国際同位体標準炭酸カルシウムの微小領域における不均

質性 …………………石村豊穂・角皆　潤・中川書子

P―61 炭酸塩から読み取る海洋組成の経年変化 ………志村　崇

世話人：廣木義久（hiroki@cc.osaka-kyoiku.ac.jp），中条武司

9月9日（日）13：00‐15：00 S1会場
座長：廣木義久（99―106）

O―99 13：00 中国黒竜江省の非海成白亜紀前期鶏西盆の堆積

作用とシーケンス層序 ……坂井　卓・太田　亨

平野弘道・坂　幸恭・相田和明

田中智史・リ　ガン

O―100 13：15 北海道幾春別背斜東翼部の蝦夷層群三笠層～羽

幌川層における堆積相とシーケンス層序－セノ

マニアン－コニアシアンの第３～４オーダー堆

積シーケンス………………船越郁生・安藤寿男

O―101 13：30 始新統石狩層群の夾炭河川～内湾シーケンスと

石狩～三陸沖過充填陸棚型前弧の堆積盆テクト

ニックセッティング………高野　修・辻　隆司

伊藤康人・玉置真知子・徳永朋祥

ウィディオニングラム　レトノ

O―102 13：45 北海道中川・遠別地域における上部白亜系函淵

層の高海水準期堆積体中に保存されたエスチュ

アリー成堆積物とその形成過程

………………………………田村芳隆・安藤寿男

O―103 14：00 潮汐卓越型エスチュアリーの潮汐ラビンメント

面：南部ベトナム・古ドンナイエスチュアリー

……………………………………………北沢俊幸

O―104 14：15 伊勢湾南西部櫛田川河口干潟の堆積相とその３

次元分布………中条武司・成瀬　元・佐藤智之

齋藤　有・荷福　洸・山下翔太

O―105 14：30 香川県東部地域に分布する上部白亜系和泉層群

北縁相における堆積相の層序的・地理的変化

吉川武憲・香西　武・安藤寿男

O―106 14：45 宮崎層群青島層の重力流堆積物の堆積相と単層

形態の特徴－とくに流向方向における１km以

10．堆積相と堆積システム・シーケンス

9．炭酸塩岩の起源と地球環境
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内の詳細な変化－………石原与四郎・阿部宏子

9月9日（日）コアタイム　12：00‐13：00

P―62 気候変動に対する河川システムの応答：米国ユタ州南西

部の三畳系上部－ジュラ系下部の解析 ………柴田健一郎

伊藤　慎・松川正樹

P―63 完新統矢作デルタ３次元粒度分布

……………………………佐藤智之・増田富士雄

P―64 下部外浜におけるベッドフォーム形成の空間的変化：茨

城県南部上部更新統木下層を例として

……………………………西田尚央・大竹左右一

P―65 日向灘沿岸の現世浅海堆積相と堆積環境変化

……市原季彦・高田圭太・熊谷隆則・西田秀明

P―66 気候変動と陸棚域の堆積作用の関連－鮮新統大年寺層に

おける堆積相・堆積有機物組成に注目して－

…………近藤はるか・保柳康一・小佐野由布子

柳沢幸夫

P―67 ケニアリフトの中新統ナカリ層の堆積環境と古気候の復

元 ……酒井哲弥・沢田順弘・中務真人・国松　豊

仲谷英夫・実吉玄貴・兵頭政幸・兵藤博信・板谷徹丸

P―68 鮮新統掛川層群堀之内層泥岩の堆積相と現地性，異地性

有孔虫化石群集 ………………………廣木義久・夛田宗弘

P―69 タービダイトの堆積システムと堆積有機物組成の関連

性－新潟県に分布する寺泊層・椎谷層を例に－

………………………………熊田祐子・保柳康一

世話人：小松原純子（j.komatsubara@aist.go.jp），北沢俊幸

9月10日（月）11：30‐17：00 S1会場
座長：小松原純子（107―108），北沢俊幸（109―112），松本　弾

（113―116）・吉田真見子（117―120）

O―107 11：30 環境解析への土壌学的アプローチ：コンセプト

と事例研究結果……………草場　敬・佐野弘好

O―108 11：45 鹿児島県薩摩硫黄島長浜湾の熱水活動と鉄の沈

殿観察記録……二宮知美・清川昌一・小栗一将

高下将一郎・山口耕生

休憩

O―109 14：00 丘陵・台地に谷頭をもつ河川の堆積作用

……………………………………………牧野泰彦

O―110 14：15 ハンモック状リップルの形成条件

……………………………高川智博・増田富士雄

O―111 14：30 静岡県清水海岸沖の土砂移動特性

…………………吉河秀郎・根元謙次・秋山幸秀

O―112 14：45 北海道，苫小牧周辺における17世紀津波堆積物

の堆積構造………………永井　潤・高清水康博

西村裕一・嵯峨山積・岡村　聰

O―113 15：00 地中レーダーを用いた巨大津波痕跡の非破壊イ

メージング実験

…………………七山　太・村上文敏・重野聖之

O―114 15：15 房総半島南東岸に分布する完新世の津波（？）

イベント堆積物……………藤原　治・鎌滝孝信

O―115 15：45 新潟県阿賀野川河川感潮域における塩水遡上状

況の季節変化とそれに伴う微細土粒子の堆積作

用…………本多　結・立石雅昭・Moussa Sane

O―116 16：00 ハイパーピクナル流の発生条件とそれに伴う陸

源有機物濃集の意義：新潟平野完新統の例

………………吉田真見子・吉内佑佳・保柳康一

O―117 16：15 海水準上昇に伴う深海底堆積物の堆積場と起源

の変化，後氷期，熊野トラフの例

……………大村亜希子・池原　研・芦　寿一郎

O―118 16：30 逆解析による混濁流の水理条件の推定

………………………成瀬　元・Cornel Olariu

O―119 16：45 房総半島鮮新統清澄層に認められる砂質海底扇

状地における重力流プロセスの空間的変化

……………………………浦本豪一郎・伊藤　慎

O―120 17：00 Turbidity current（Turbidite）の定義問題：

限定的使用法と包括的使用法のどちらに未来は

あるか？…………………………………徳橋秀一

9月10日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―70 北海道東部，厚岸町床潭沼コアに認められた1843年大津

波および３層の先史巨大津波の痕跡 ……………重野聖之

七山　太・古川竜太・添田雄二・熊崎農夫男

P―71 タイ南西部のインド洋津波堆積物中にみられた堆積同時

的な火炎状変形構造 ……松本　弾・成瀬　元・藤野滋弘

スパワジルサクル　アピチャット

ジャルポンサクル　タナワット

板倉範彦・村山雅史

P―72 射流領域のもとでの堆積構造：いくつかの地層中の例

……………………………………………前島　渉

P―73 砂床累重速度の違いによる平行葉理の特徴の変化：実験

的研究 ………………………………横川美和・成瀬　元

P―74 実験水路で侵食基準面低下時に下流にできる段地形

………………………………坂本隆彦・山崎雄三

P―75 水路実験による蛇行流路の形成 …山崎雄三・増田富士雄

P―76 韓国洛東江におけるオルソコーツアイト礫の形状変化

……………忽滑谷優里・久田健一郎・戸上　愛

伊藤佑初子・リ　ヨンイル

江川浩輔・リ　ミンギョン

P―77 後期中新世望来層珪質泥岩の地質年代と堆積リズム

…鈴木徳行・及川耕太朗・椎根　大・本山　功

P―78 伊勢湾南西部櫛田川河口干潟における砕屑物の粒度特性

…………………山下翔大・中条武司・成瀬　元

荷福　洸・齊藤　有・佐藤智之

P―79 珪藻化石群集と堆積相からみたラグーン環境の変遷－新

潟平野完新統コアの検討－ ………吉内佑佳・吉田真見子

石田　桂・保柳康一

P―80 造波水槽実験による海進に伴う海浜－外浜縦断形の変化

………………湯川達也・谷口圭輔・増田富士雄

P―81 房総半島中部更新統万田野層下部の下部外浜堆積物に発

達する複合流堆積構造 …酒井亮太・伊藤　慎・吉田修二

P―82 房総半島中部更新統万田野層上部に認められるサンド

リッジ堆積物の内部構造

…………………島野恭史・伊藤　慎・吉田修二

P―83 非対称な振動流の下で形成されるウェーブリップルの特

徴 …………………山口直文・関口智寛・関口秀雄

11．堆積作用と堆積過程
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P―84 ジャイアント・リップルの形成条件：円形水槽による長

周期振動流実験 ………谷口圭輔・高川智博・増田富士雄

P―85 帯磁率から推定される重力流の輸送様式

……………宮田雄一郎・尾崎かおり・河野光宏

P―86 相対的海水準変動にともなう浅海－深海堆積システムの

応答とタービダイトの変化 …………中村圭助・伊藤　慎

P―87 重力流堆積物の時空的変化：房総半島下部更新統大田代

層の単層解析 …………長谷川裕樹・久保雄大・伊藤　慎

P―88 重力流堆積物の塊状部にみられるトラフ状浸食構造と高

角度インブリケーション ………尾崎かおり・宮田雄一郎

石原与四郎・星住英夫

世話人：武田信從（nobuyori.takeda@japex.co.jp），金子信行

9月10日（月）9：30‐10：30 S1会場
座長：武田信從（121―123）

O―121 9：30 微生物によるメタン生成と濃集に関する地球化

学的制約と前弧域における間隙水の起源

……………………………………………金子信行

O―122 9：45 炭化水素包有物から見た勇払油・ガス田周辺の

移動・集積史……………大久保進・波多野佳子

土田邦博・早稲田周・岩野裕継・指宿敦志

O―123 10：00 関門地域古第三系（大辻・芦屋層群）の有機変

成作用…………………千々和一豊・五ヶ山雅貴

9月10日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―89 マツ花粉の単体を対象とした赤外吸収スペクトルの測定

法 ………………………………相澤武宏・氏家良博

世話人：西川　治（nishi@ipc.akita-u.ac.jp），大坪　誠

9月9日（日）9：00‐15：00 E301会場
座長：西川　治（124―127），重松紀生（128―131），島田耕史

（132―135），廣野哲朗（136―139）

O―124 10：00 熱水・天水の変質作用を受けた断層岩中の破砕

粒子の特徴…………………滝沢　茂・小澤佳奈

O―125 9：45 異なる粉砕機構で粉砕した黒雲母・石英粒子の

形状特徴……………………小澤佳奈・滝沢　茂

O―126 9：30 石英圧痕周辺の残留超高応力

…………………増田俊明・三宅智也・榎並正樹

O―127 9：00 硬い粒子と柔らかい粒子が混在している岩石の

弾性変形について…………阪口　秀・坂口有人

O―128 9：15 カルサイト双晶密度による岩石の応力解放後の

見かけ弾性歪み推定法…………………坂口有人

阪口　秀・中谷正夫・吉田慎吾

O―129 10：15 摩擦熔融時の泥岩の剪断特性

……………氏家恒太郎・山口はるか・堤　昭人

O―130 10：30 台湾チェルンプ断層掘削プロジェクトHoleB断

層コアにおける摩擦発熱温度の推定

…………………廣野哲朗・濱田洋平・横山　正

中嶋　悟・谷川　亘・林　為人・徐　垣

三島稔明・藤本光一郎・Sheng-Rong Song

O―131 10：45 断層露頭での水素ガス測定法の基礎的検討と測

定例…………………………島田耕史・丹羽正和

黒澤英樹・野原　壯

O―132 13：00 秋田県出羽丘陵における硬質泥岩の変形機構と

変形条件……………………西川　治・伊藤慶彦

白石建雄・奥平敬元

O―133 13：15 紀伊半島東部中央構造線沿いのマイロナイトの

石英微細構造と結晶格子定向配列……重松紀生

半田さつき・高木秀雄・金川久一・島田耕史

O―134 13：30 四国中央部三波川帯東赤石岩体ざくろ石単斜輝

岩の変形構造解析…………村本政史・道林克禎

O―135 13：45 微小断層活動と溶解沈殿クリープによる既存の

石英ｃ軸ファブリックの崩壊：西南日本三波川

変成岩の最終的な上部地殻レベルへの上昇を示

す浸透的な低温変形

…………エルファクハラニ　アブデルハミッド

竹下　徹

O―136 14：00 秋田県男鹿半島一の目潟火山カンラン岩捕獲岩

の微細構造発達過程……佐津川貴子・道林克禎

O―137 14：15 スピネルを含まない細粒集合体から読み取る幌

満かんらん岩体の変形履歴

…………………上條裕久・小澤一仁・金川久一

O―138 14：30 フィリピン海パレスベラ海盆におけるゴジラム

リオンから採取されたはんれい岩の変形微細構

造解析………針金由美子・道林克禎・小原泰彦

O―139 14：45 中央海嶺における海洋プレート下部地殻の高温

破壊吸水機構：IODP EXP 304/305における大

西洋中央海嶺アトランティス岩体掘削からの一

考察…………道林克禎・針金由美子・野坂俊夫

廣瀬丈洋・IODP EXP 304/305 Scientific Party

9月9日（日）コアタイム　12：00‐13：00

P―90 超臨界地殻流体の熱力学的物性と相平衡

……………………………内田良始・大槻憲四郎

P―91 高速剪断実験によるカオリナイトの脱水反応と強度の変

化 …………………高橋美紀・溝口一生・谷川　亘

廣瀬丈洋・嶋本利彦

P―92 異なる加熱時間におけるイライトの溶融過程

……………山口はるか・氏家恒太郎・猿渡和子

P―93 剪断歪に伴う高結晶度マグマからの残液絞り出しプロセ

ス ……川畑　博・大藤弘明・谷健一郎・巽　好幸

P―94 蛇紋岩を伴う反応帯中に産する緑泥石の結晶構造と変形

組織との関係 ……………亀田　純・岡本　敦・川端訓代

P―95 蛇紋岩マイロナイト中のアンチゴライトの微小構造

……………………………………………曽田祐介

P―96 角閃岩の溶融が弾性波速度とポアソン比に与える影響

………………小城志保子・有馬　眞・石川正弘

P―97 丹沢山地に産する角閃石斑レイ岩の高温高圧下における

弾性波速度測定 …………勝根　郷・石川正弘・有馬　眞

P―98 マイクロメータースケールのアルカリ角閃石引っ張り強

度見積もり …………………………木村希生・仲山祥太郎

岡本　敦・増田俊明

13．岩石鉱物の破壊と変形

12．石油・石炭地質学と有機地球化学
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P―99 地震前兆期における地殻のダメージ発展過程とラドン散

逸 ………………………………長濱裕幸・川田祐介

P―100 三波川変成岩中に存在する鉱物脈の集団的特徴と微細組

織 ………………………………玉原正之・鳥海光弘

P―101 エッチングを用いたマイロナイト中の石英の粒界抽出法

…半田さつき・高木秀雄・重松紀生・金川久一

P―102 鳥取県西部地域における低活動性断層の構造地質学的研

究～断層帯中軸部とその外縁部及び，異なる断層帯にお

ける中軸部の断層破砕帯形成・変質環境の違い

………………………………窪島光志・小林健太

P―103 神縄断層系に分布する断層岩の発達に関する変質過程

………………………………大川直樹・小林健太

P―104 松本市西部における境峠断層屈曲部の地質構造と小断層

解析 ……………………………中島由記子・大塚　勉

P―105 中部地方中央構造線の脆性変形の履歴

…………………安原健雄・高木秀雄・河本和朗

P―106 領家花崗岩類に伴われる暗色貫入岩－徐冷型シュードタ

キライトの可能性－…………………荒井優祐・細見幸信

新井宏嘉・高木秀雄

P―107 丹沢トーナル岩体東部における断層破砕帯の構造解析と

古応力場の変遷………………………佐藤隆恒・高木秀雄

P―108 日高変成帯南部，幌満川上流地域における断層岩類の構

造地質学的研究………………………萩原知之・豊島剛志

世話人：橋本善孝・大坪　誠

9月10日（月）14：00‐15：45 E311会場
座長：鎌田祥仁（140―142，146），山口飛鳥（143―145）

O―140 14：00 付加体メランジュ中の砂岩にみられる破砕流動

…………………北條　愛・木村　学・山口飛鳥

柴田伊廣・北村有迅

O―141 14：15 四国西～中部，北部秩父帯におけるジュラ紀付

加体と先ジュラ系との地質学的関係

………………………………辻　智大・榊原正幸

O―142 14：30 北海道中央部の神居古潭変成岩類における

シャッフルカード構造……榊原正幸・安元和己

太田　努・池田倫治

O―143 14：45 ジュラ紀付加体における地震性断層岩の発見

……………………………………………鎌田祥仁

O―144 15：00 九州四万十帯付加コンプレックス，out-of -

sequence thrustとしての延岡衝上断層の活動

時期…………………………原　英俊・木村克己

O―145 15：15 九州四万十帯・延岡衝上断層下盤剪断帯の発達

史………………草葉陽子・木村　学・山口飛鳥

山口はるか・柴田伊廣・岡本伸也

O―146 15：30 鉱物脈の安定同位体比から見た四万十帯延岡衝

上断層の流体移動像………山口飛鳥・木村　学

草葉陽子・柴田伊廣・山口はるか・岡本伸也

9月10日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―109 13：00 高分解能マルチチャンネル反射法地震探査によ

る房総半島南東沖の浅海底地質構造

…山本修治・阿部信太郎・津村紀子・早川　信

宮内崇裕・佐藤利典・亀尾浩司・小竹信宏

伊藤　愼・伊藤谷生

P―110 13：00 数値シミュレーションによるOut-of-sequence

thrust（OST）の活動プロセス

…………………宮川歩夢・山田泰広・松岡俊文

P―111 13：00 美濃帯東部－長野県開田地域から得られたジュ

ラ紀放散虫化石と付加体の成長過程

…………………竹田知史・鈴木悠爾・大塚　勉

P―112 13：00 養老山地に分布する美濃帯付加コンプレックス

の構造解析…………………南部拓未・狩野謙一

P―113 13：00 美濃帯中部，舟伏山ユニットにおける海山起源

岩石とメランジュの変形構造

………………………………原　勝宏・狩野謙一

P―114 13：00 蝦夷前弧海盆（北海道）東縁における白亜紀中

期の非整合：神居古潭変成岩上昇時の表層変動

………………………………植田勇人・川村信人

P―115 13：00 チャート層の変形に続成・脱水が及ぼす効果－

美濃帯犬山地域の白色チャートに注目して－

………………小林今日子・山口飛鳥・木村　学

P―116 13：00 沈み込みプレート境界におけるメランジュ形成

から底付け付加までの流体の物理的影響

………………………………大場裕史・橋本善孝

P―117 13：00 沈み込みプレート境界地震断層近傍の変形構造

と粘土鉱物の特徴…………梶　海彦・橋本善孝

世話人：丹羽正和（niwa.masakazu@jaea.go.jp），大坪　誠

9月11日（火）9：00‐16：45 E310会場
座長：大坪誠（147―150）・内野隆之（151―154）・高木秀雄（155―

158）・丹羽正和（159―162）・木村治夫（163―165）・加藤直

子（166―169）

O―147 9：00 沖縄トラフ北端部の地質構造…………大岩根尚

藤内智士・中村恭之・清川昌一・徳山英一

O―148 9：15 鹿児島県甑島列島における中新世テクトニク

ス－火成岩脈群が示す古地磁気方位の変化－

…藤内智士・清川昌一・大岩根尚・芦　寿一郎

O―149 9：30 長崎県五島列島福江島の地質構造…長谷川孝宗

山本紋子・清川昌一・長谷部徳子

O―150 9：45 近畿地方中央部に分布する領家花崗岩類の変形

構造と造構過程…………………………西脇　仁

O―151 10：00 愛知県新城市巣山地域，中央構造線周辺のカタ

クレーサイト帯の地質と構造

………………………………大友幸子・鳥羽　彩

O―152 10：15 筑波市南方茎崎コアの基盤深成岩の剪断変形と

K-Ar年代 …………………高木秀雄・高橋雅紀

林　広樹・笠原敬司・山本俊也

O―153 10：30 舞鶴帯と秋吉帯の砕屑性ジルコン・モナザイト

のEPMA年代 ……………早坂康隆・宮本隆実

藤井正博・勝部亜矢・保名七美

O―154 10：45 島根県江津地域先白亜系のテレーン解析，およ

び随伴オフィオライト質岩体の起源…伏木　治

15．テクトニクス

14．付加体
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早坂康隆・藤井正博・寺田健太郎

O―155 11：00 栃木県鹿沼地域の足尾帯の地質構造－葛生向斜

の再検討－…………………大藤　茂・村田雅俊

柏木健司・山北　聡

O―156 11：15 付加体中の褶曲を一律にシンフォーム・アンチ

フォームと呼ぶのは間違っている

………………………………山北　聡・大藤　茂

O―157 11：30 付加の間欠的性と失われた固体体積

……柴田伊廣・折橋裕二・木村　学・橋本善孝

O―158 11：45 沈み込み帯変形岩・変成岩の縞状構造の形態学

……………………………………………北村有迅

O―159 14：00 北海道日高衝突帯南部幌満地域のテクトニクス

……山本啓司・中森夏美・石川正弘・寺林　優

金子慶之・レーマン　ハフィーズ　ウル

O―160 14：15 北海道北部，天北地域のアクティブテクトニク

ス…………………………………………大津　直

O―161 14：30 引張場における粘土のせん断帯の幾何特性

……………………………………………佐野郁雄

O―162 14：45 ヒマラヤにおけるスラスト形成のFEMシミュ

レーション …………林大五郎，M.F. Howladar

O―163 15：00 北上低地帯横断地殻構造探査について

………………阿部　進・齊藤秀雄・佐藤比呂志

越谷　信・川中　卓・加藤直子

O―164 15：15 琵琶湖横断地殻構造調査について…佐藤比呂志

伊藤　潔・阿部　進・加藤直子・平田　直

岩崎貴哉・松原　誠・川中　卓・井川　猛

O―165 15：30 信濃川活褶曲帯，片貝背斜の側方累積

………………金　幸隆・岩崎貴哉・佐藤比呂志

O―166 15：45 広角反射法・レシーバ関数解析による伊豆－丹

沢衝突帯北方下，非地震性フィリピン海プレー

トスラブのイメージング………………菊池伸輔

津村紀子・佐藤比呂志・池田安隆・岩崎貴哉

平田　直・阿部信太郎・青柳恭平・伊藤谷生

小澤岳史・東中基倫・阿部　進・川中　卓

O―167 16：00 房総半島南端部下にもぐり込むフィリッピン海

プレート上の海山：海陸統合地震探査

BOSO2005ならびに既存反射法データ再処理の

諸成果…………駒田希充・菊地陽亮・津村紀子

佐藤比呂志・阿部信太郎・宮内崇裕・佐藤利典

伊藤谷生・山本修治・菊池伸輔・佐野順平

浅尾一巳・宍倉正展・河村知徳・井川　猛

川中　卓・須田茂幸・東中基倫

O―168 16：15 反射法地震探査データの再処理による関東平野

の浅部（１km以浅）地盤構造の解明～とくに

武蔵野台地（東京都）南北断面について

……木村治夫・中山俊雄・加野直巳・木村克己

O―169 16：30 プレート幾何学に基づくオマーンオフィオライ

トと伊豆・マリアナ弧の形成…………新妻信明

9月11日（火）コアタイム　13：00‐14：00

P―118 どのようにして露頭で層面すべり断層を認定するか？

…………大坪　誠・山路　敦・Richard J. Lisle

P―119 三浦半島北部，鎌倉～逗子地域の地層分布と活構造

………………蟹江康光・三浦半島活断層調査会

P―120 1992年Landers地震時の断層変位に伴う断裂帯の形成機

構と断裂帯の幅の評価…上田圭一・井上大榮・高田圭太

P―121 岐阜県東部，阿寺断層の周辺に発達するNE-SW系断層の

特徴 …………………丹羽正和・水落幸広・棚瀬充史

P―122 重信川断層の地質構造と運動像の検討…………窪田安打

P―123 岐阜県中津川市，加子母川左岸における阿寺断層帯中部

の変動地形と露頭

……道家涼介・佐藤善輝・安江健一・廣内大助

P―124 反射法地震探査からみた紀伊半島西部中央構造線の浅

部－深部地下構造…………………加藤直子・佐藤比呂志

阿部　進・伊藤　潔・平田　直

P―125 非弾性ひずみ測定とブレークアウト解析による応力計測

の一例 …………谷川　亘・林　為人・En-Chao YEH

P―126 糸魚川－静岡構造線に沿った瀬戸川スレート中の塑性剪

断変形帯………………………………横幕早季・狩野謙一

P―127 京都市雲ヶ畑地域中津川の丹波帯断層岩露頭…三上禎次

P―128 丹沢深成岩類中の流体包有物に関する研究

……………………………佐々木聡子・石川正弘

P―129 東北日本前期石炭紀沈み込み帯のテクトニクス像と前弧

域における低温高圧型変成岩の上昇

………………………………内野隆之・川村信人

世話人：柏木健司（kasiwagi@sci.u-toyama.ac.jp），永田秀尚

9月9日（日）9：30‐11：00 E308会場
座長：藤田勝代（170―172），加藤靖郎（173―175）

O―170 9：30 地震時における地表変形と表層地質の変形と

terminology－断層，地震断層とは何か？－

……………………………………………川辺孝幸

O―171 9：45 人工地質体の変形から地表地震断層を認定する

際の課題－能登半島地震における例－

…………………永田秀尚・野崎　保・柏木健司

O―172 10：00 2005年福岡県西方沖地震時に玄界島で発生した

地震性ノンテクトニック断層のはぎ取り調査

………………………………加藤靖郎・横山俊治

O―173 10：15 付加体に発達する二つの型の尾根上線状凹地・

開口クラック－岩盤クリープ型と地震性ノンテ

クトニック断層型－………横山俊治・柏木健司

藤田勝代・加藤靖郎

O―174 10：30 深度750ｍの花崗岩コアに見られるラミネー

ションシーティングの深度分布の特徴

………………………………藤田勝代・横山俊治

O―175 10：45 複合蛇紋石バンドと偽メッシュ組織の形成－蛇

紋岩体崩壊の素因…………加藤孝幸・水落幸広

二ノ宮淳・岡本征雄

9月9日（日）コアタイム　12：00‐13：00

P―130 2004年新潟県中越地震で発生した横渡地すべり（No.101）

の運動像………………齋藤華苗・横山俊治・大八木規夫

井口　隆・藤田勝代

P―131 地震時およびその後における墓石灯籠のノンテクトニッ

クな変形の識別方法……柏木健司・道家涼介・大藤　茂

16．ノンテクトニック構造
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P―132 泥質片岩における非テクトニック断層の形態とその形成

環境 …………………………山崎新太郎・千木良雅弘

世話人：北村晃寿＊（seakita@ipc.shizuoka.ac.jp），太田泰弘，三

枝春生，須藤　斎

9月11日（火）9：15‐15：45 E308会場
座長：須藤　斎（176―180，193），太田泰弘（181―184），北村晃

寿（185―192）

O―176 9：15 Deadman Bay Volcanics（San Juan Island,

Washington, USA）産のYabeina（Permian

Fusulinacea）について …太田泰弘・山縣　毅

O―177 9：30 南部北上帯と飛騨外縁帯から産出するペルム紀

両極型腕足類Ｔerrakeaとその古生物地理学的

意義………………………………………田沢純一

O―178 9：45 ニュージーランド，アローロックスからの三畳

紀最前期Induan期の放散虫化石群集

……竹村厚司・青野　遼・竹村静夫・鎌田祥仁

山北　聡・堀　利栄・榊原正幸・相田吉昭

酒井富三郎・鈴木紀毅・小玉一人

Hamish J. Campbell・Bernhard k. Sporli

O―179 10：00 北海道むかわ町穂別の脊椎動物化石…櫻井和彦

O―180 10：15 九州・沖縄における新生代哺乳類生層序

………………………………仲谷英夫・三枝春生

O―181 10：30 バイオマーカーを用いたカンブリア紀最初期生

物相と堆積環境の再検討………………國光陽子

三瓶良和・安井金也・狩野彰宏

O―182 10：45 北西太平洋高緯度地域の始新世／漸新世境界期

堆積物に含まれる珪藻バイオマーカー

……………椎根　大・鈴木徳行・小笠原憲四郎

O―183 11：00 E/O境界における珪藻休眠胞子化石群集の２つ

のイベント（CEE & non CEE）と海洋環境変

動との関連性……………………………須藤　斎

O―184 11：15 下北半島北部の新第三系湯ノ小川層の貝類化石

群……………………………松原尚志・菊池直樹

O―185 11：30 北海道南部下部更新統におけるAcesta属二枚

貝の産状と古生態………………………菊池直樹

O―186 11：45 隕石衝突説に基づく水中衝撃波の古海洋学的研

究…………………………………………箕浦幸治

菅原大助・ホセイニ　ハミッド・高山和喜

O―187 14：00 新潟県出雲崎町における下部更新統灰爪層の貝

形虫化石群集と堆積環境………………中澤理久

石田　桂・田中裕一郎・保柳康一

O―188 14：15 日本周辺海域におけるブンブクウニの棘の奇妙

な産状－棘の壊れ方に基づく‘古水温計’とし

ての可能性－…伴野卓磨・金沢謙一・神谷隆宏

O―189 14：30 アンモノイドの縫合線形状における量的形質の

系統性……………………………………生形貴男

O―190 14：45 底生有孔虫は太古の記憶を残しているか？

Chilostomella属を例として……………北里　洋

O―191 15：00 微化石群集に基づく菊池川沖有明海における過

去60年間の環境復元………秋元和實・滝川　清

西村啓介・平城兼寿・鳥井真之

園田吉弘・青山千春

O―192 15：15 下北半島沖における過去３万年間の底生有孔虫

化石群集変動………………菅沼香織・佐藤瑛子

阿波根直一・西　弘嗣

O―193 15：30 過去3,000年間における沖縄海域の海面水温変

化…………………………北村晃寿・山本なぎさ

入野智久・加瀬友喜

9月11日（火）コアタイム　13：00‐14：00

P―133 東北日本の鮮新統における渦鞭毛藻化石の古環境指標と

生層序指標……………………………草宮尚隆・栗田裕司

P―134 新潟県出雲崎・西山地域からの鮮新世－更新世の放散虫

化石 ………………………………濱村直弘・松岡　篤

P―135 アメリカ合衆国，ワシントン州下部始新統クレセント層

産の貝形虫化石………山口龍彦・ゲダート　ジェイムズ

P―136 北部北海道の中新世穿孔性二枚貝による生物侵食構造と

その古環境学的意義……鈴木明彦・平中伸英・都郷義寛

P―137 和歌山県中部中新統田辺層群白浜累層の潮汐性砂岩から

の自生カキ化石層の発見

…………………下郡裕之・高橋健一・近藤康生

P―138 更新統下総層群に発達する海進期波食台－陸棚システム

の古生態学…………………………………………奈良正和

P―139 過去80年間における中海の人為的環境変動に伴う貝形虫

化石群集の変化……………………石田　桂・大場まり恵

山口啓子・高田裕行・山田和芳・國井秀伸

P―140 タイ国北部，Mae Moh層群から産出するコイ科魚類

Probarbus sp. の咽頭歯化石 ………入江美沙・田中里志

中島経夫・RATANASTHIEN Benjavun

P―141 新潟県長岡市妙見町の鮮新統白岩層から発見された海牛

化石 …………………小林巖雄・堀川秀夫・小林昭二

笹川一郎・加藤正明・宮脇　誠

世話人：廣瀬　亘（wathiro@gsh.pref.hokkaido.jp），宮坂瑞穂

9月10日（月）16：15‐17：45 N2会場
座長：西来邦章（194―196）・後藤芳彦（197―199）

O―194 16：15 伊豆・小笠原弧，南八丈海底火山における初期

カルデラ火山活動…………坂本　泉・石田光男

富士原敏也・高橋成実

O―195 16：30 知床五湖の形成年代

…………………後藤芳彦・合地信生・松田　功

O―196 16：45 東北日本弧，焼石火山東部の火山地質とテフラ

……………………………………………照井一明

O―197 17：00 浅間前掛火山1783年，1108年，４世紀大規模噴

火噴出物本質岩片の見かけ密度と噴火機構

…………………加藤史恵・安井真也・高橋正樹

O―198 17：15 浅間火山2004年９月１日の本質噴出物中に見ら

れる縞状構造…阪上雅之・津金達郎・三宅康幸

O―199 17：30 中部日本，前期更新世，八柱火山群の火山活動

－八ヶ岳地域で割れ目噴火はおこったか？－

……………………………………………西来邦章

18．噴火と火山発達史

17．古生物
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9月10日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―142 根釧台地，屈斜路・摩周テフラ層に介在する大雪山御鉢

平カルデラ起源の広域火山灰

…………………和田恵治・石崎直人・佐藤鋭一

P―143 高分解能レーザープロファイラによる北海道登別火山の

３次元地形計測…………鳥口能誠・後藤芳彦・新田富夫

P―144 塩嶺累層，和田峠－霧ケ峰地域の火山層序とフィッショ

ン・トラック年代………長井雅史・杉原重夫・檀原　徹

P―145 三瓶火山・男三瓶のデイサイト溶岩ドーム縁辺部におけ

る地質構造………………福岡　孝・沢田順弘・草野高志

P―146 棚倉断層周辺地域の中新世における火山活動と堆積環境

の復元 ……成毛志乃・國井絢子・松原典孝・天野一男

世話人：岡村　聡（okamura@sap.hokkyodai.ac.jp），和田恵治

9月9日（日）13：00‐15：00 E201会場
座長：中島　隆（200―203）・土谷信高（204―206）

O―200 13：00 山口県，白亜紀吉部コールドロンを構成する火

成岩類の化学組成と全岩，輝石および斜長石の

Sr，Nd同位体比 …………西川裕輔・今岡照喜

岸　司・亀井淳志・加々美寛雄

O―201 13：15 中部地方領家帯に産する神原トーナライトの固

結深度の推定…桝本洋輔・榎並正樹・壷井基裕

O―202 13：30 西南日本内帯における前期白亜紀アダカイト質

火成活動とテクトニクス………………高橋　浩

O―203 13：45 アダカイト質岩の多様性の成因とその地質学的

意義………………………………………土谷信高

O―204 14：00 ミグマタイト中のジルコンの年代学から推定す

る島弧花崗岩の起源物質：西南日本白亜紀花崗

岩類の例……………………中島　隆・折橋裕二

宮崎一博・檀原　徹

O―205 14：15 島根県大東地域に分布する片麻状花崗岩のジル

コン・モナザイトのEPMA年代とSHRIMP年

代……………………………石原幸子・早坂康隆

O―206 14：30 フェムト秒レーザーアブレーションICP-MSを

用いたジルコンのU-Pb年代分析

…………………昆　慶明・青木一勝・平田岳史

9月10日（月）9：00‐12：00 E201会場
座長：和田恵治（207―211），岡村　聡（212―215）

O―207 9：00 北海道西部，藻岩山の火山岩層序と岩石学的特

徴………………青柳大介・岡村　聡・重野聖之

O―208 9：15 北海道中央～西南部の古第三紀末～前期中新世

火山活動－火山岩組成の時間的空間的変化－

………………………………岡村　聡・前田卓哉

O―209 9：30 北部北海道，島弧火成活動における沈み込み物

質の影響………加藤雅泰・石本博之・周藤賢治

O―210 9：45 背弧火山のマグマ溜まりへ注入する高K2Oマグ

マバッチ－汚染されたveined mantleの可能性

…………………山口佳昭・原田英男・太田　靖

O―211 10：00 EPRにおける拡大速度と玄武岩組成の関連

…………………根尾夏紀・山崎秀策・宮下純夫

O―212 10：15 パタゴニア北部，ソムンクラ台地を構成する超

背弧玄武岩の成因…………折橋裕二・元木昭寿

ハラー　ミジェール

CHRISTMASSY研究グループ

O―213 10：30 幌満かんらん岩体ダナイトチャネルと壁岩ハル

ツバージャイトの鉱物同位体組成

……………………………芳川雅子・新井田清信

O―214 10：45 四国新宮マントル捕獲岩に見られる化学的不均

質………………………水上知行・Simon Wallis

榎並正樹・鍵　裕之

O―215 11：00 マリアナトラフかんらん岩から推定される最上

部マントルの性質………千葉恵美・新井田清信

有馬　眞・石井輝秋

9月10日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―147 北上山地，千厩トーナル岩体の岩石化学的特徴：特にア

ダカイト質岩との関連について……御子柴（氏家）真澄

P―148 甲府北部新第三紀～第四紀火成岩類の全岩化学組成の時

空変化：アダカイト質マグマはいつから出現したか？

…………………金丸龍夫・高橋正樹・黒沢大陸

P―149 花崗岩類の定量的な岩石組織解析法

……………………………戸邉勇人・千木良雅弘

P―150 京都府北部丹後地域における宮津花崗岩の全岩化学組成

………………………………西垣貴史・壷井基裕

P―151 福岡県西部，那珂川上流，五ヶ山地域に分布する糸島花

崗閃緑岩と早良花崗岩のFT年代 ………………柚原雅樹

大平寛人・小路泰之・宇藤千恵

P―152 東南極，日の出岬に産する花崗岩類の火成作用について

……………………………木下和也・加々島慎一

P―153 飛騨外縁帯北東部，小滝－北小谷超苦鉄質岩体の岩石学

………………………………町　澄秋・石渡　明

P―154 丹波帯下部ナップ（I型地層群）四ッ谷地域に産するピ

クライト玄武岩の産状と化学組成

………………………………小泉一人・石渡　明

P―155 オマーンオフィオライト北部地域の斑れい岩相中に認め

られる３種の火成岩類………………山崎秀策・宮下純夫

P―156 オマーンオフィオライトマントルセクションにおける高

枯渇帯の分布と苦鉄質ダイクの多様性

………………高澤栄一・村上龍太朗・木村純一

P―157 母島海山蛇紋岩の特徴とその起源

……………………………東　豊土・新井田清信

P―158 甲山安山岩の全岩化学組成………壷井基裕・澤田慎二郎

P―159 西南北海道，中新世～第四紀玄武岩類のSr，Nd同位体

比の経年変化…………高梨幸志郎・佐藤　誠・周藤賢治

P―160 阿蘇地域における火山岩類のSrおよびNd同位体比の時

間変化 ………………………………新村太郎・荒川洋二

世話人：柴　正敏（shibamas@cc.hirosaki-u.ac.jp），椚座圭太郎

9月10日（月）14：00‐17：00 E301会場
座長：外田智千（216―219），廣井美邦（220―223），椚座圭太郎

（224―227）

20．変成岩とテクトニクス

19．深成岩・火山岩とマグマプロセス
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O―216 14：00 カメルーンに分布する太古代コンゴクラトン・

ンテム帯のジルコンU-Pb SHRIMP年代

…………………………タカム　タラ・有馬　眞

ココヤンギ　ジョセフ・ドンクレイ　ダニエル

ンシーファ　エマニュエル

O―217 14：15 中国東部Sulu 超高圧帯Yangkou地域変成岩類

のジルコンのSHRIMP U-Pb年代 ……勝部亜矢

早坂康隆・寺田健太郎・Santosh M.

O―218 14：30 Titanite SHRIMP geochronology of UHT calc-

silicate rocks from Rundvågshetta, ützow

Holm Complex, East Antarctica

…………………Madhusoodhan Satish-Kumar

Daniel, J.Dunkley・Yoichi Motoyoshi

O―219 14：45 南極，明るい岬産の変成ガブロに見られる多様

な後退的加二酸化炭素反応

…………………廣井美邦・是永　浩・本吉洋一

O―220 15：00 東南極，スカレヴィークスハルセンの結晶質石

灰岩による方解石－ドロマイトの地質温度計

と，離溶構造の形態……………………水落裕之

クマル　サティシュ・本吉洋一・道林克禎

O―221 15：15 Solid-melt-fluid interaction during reworking

of the lower crust： evidence from the

Eastern Ghats Belt, India ……Bose, S・Das, K

Ohnishi, I・Arima, M

O―222 15：30 長崎県長崎市に産する蛇紋岩中の交代岩の形成

と関与した流体の特徴…………………福山繭子

O―223 15：45 流通系熱水によるヒスイ輝石岩中のオンファス

輝石の形成………………椚座圭太郎・後藤　篤

宮島　宏・横山一己

O―224 16：00 神居古潭変成帯西縁部蛇紋岩帯のヒスイ輝石の

産状と温度圧力変化……………………合地信生

O―225 16：15 マリアナ前弧のオフィオライト基盤と蛇紋岩海

山－；かいれいKR06-15航海の成果－

…前川寛和・長田幸久・藤岡換太郎・千葉　仁

前田七生・横瀬久芳・藤本悠太・佐藤　創

山本鋼志・和田　穣・平内健一・高江洲盛史

O―226 16：30 イラク北東部クルド地域，パウザ超苦鉄質岩に

おけるハルツバージャイトにみられるカンラン

石中のスピネルラメラについて

…モハマッド　ユーシフ・オスマン・前川寛和

O―227 16：45 大陸リソスフェア（テクトスフェア）はなぜ安

定か？………………………片山郁夫・是永　淳

9月11日（火）9：15‐15：00 E301会場
座長：鳥海光弘（228―231），前川寛和（232―235），池田　剛

（236―238），柴　正敏（239―242）

O―228 9：15 三波川変成作用のピーク年代：Lu-Hf法による

エクロジャイト年代………ウォリス　サイモン

Robert Anczkiewicz・遠藤俊祐

平田岳史・青矢睦月

O―229 9：30 四国中央部三波川帯南部，日比原地域における

Du（D3）変形の重要性 ………………青矢睦月

O―230 9：45 西南日本領家変成帯の層状メタチャートの変形

構造…………………………別府裕樹・奥平敬元

O―231 10：00 領家変成コンプレックス三河高原南縁部の構造

と地殻中－深部における高温領域形成

…………………宮崎一博・中島　礼・堀　常東

西岡芳晴・尾崎正紀

O―232 10：15 領家変成作用における斜方輝石生成反応

………………………………池田　剛・平峯　綾

O―233 10：30 日高変成帯と神居古潭帯のトロニエム岩の関

係：第三紀の北海道のテクトニクス

…………志村俊昭・長久保恵美・A. I. S. Kemp

O―234 10：45 ポロシリオフィオライト中の含ポーフィロクラ

スト角閃岩のマイロナイト化過程とその条件

…………………加藤暁之・金川久一・廣井美邦

O―235 11：00 石英の動的再結晶粒径応力計：温度の影響

…………………………………………清水以知子

O―236 11：15 変成岩の組織と記号力学２……………鳥海光弘

O―237 11：30 異方成長ザクロ石の空間分布

………………………………西上原航・鳥海光弘

O―238 11：45 チリ共和国北部，海岸山脈に分布するジュラ紀

安山岩類に認められる低温変成作用

…………………柴　正敏・川村健純・小島晶二

O―239 14：00 丹沢深成岩体の接触変成作用と変成条件の解析

………………………………井上朋香・有馬　眞

O―240 14：15 天草下島，高浜変成岩類中のざくろ石角閃岩の

変成温度………有馬和宏・池田　剛・宮崎一博

O―241 14：30 Metamorphism of eclogites and country rock

gneisses in the Aktyuz area, Northern Tien-

Shan, Kyrgyzstan…………Rustam Orozbaev

Akira Takasu・Apas Bakirov

Kadyrbek Sakiev・Michio Tagiri

O―242 14：45 スコットランド北部に産するグレンネルグエク

ロジャイトの記載岩岩石学および年代学の再検

討……………………………川井隆宏・大森聡一

ウィンドレ　ブライアン・渋谷岳造・澤木佑介

昆　慶明・平田岳史・丸山茂徳

9月11日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―161 変成岩中に現れる縞状構造…………佐々木潤・岩森　光

P―162 南極リュツォ・ホルム岩体の温度圧力構造

………………………………市來孝志・石川正弘

P―163 領家変成帯青蓮寺地域に産するミグマタイトの起源

……………………………佐々木陵多・奥平敬元

P―164 スコットランド北西，サウスハリス地域に分布するUHT

グラニュライトのSHRIMP U-Pbジルコン年代

……………馬場壮太郎・ダニエル　ダンクリー

海田博司・外田智千・白石和行

P―165 シュードセクションを用いた超高温変成作用の解析：そ

の有効性と問題点…………………………………外田智千

P―166 流通式反応器を用いた石英の溶解・析出実験

……岡本　敦・平野伸夫・渡辺則昭・土屋範芳

P―167 寄居－小川地域の跡倉ナップと変成岩の年代…小野　晃

P―168 かんらん石の結晶方位解析による変形メカニズムの考察

～三波川帯芋野かんらん岩体を例として～

…………………田阪美樹・鳥海光弘・道林克禎

P―169 西彼杵変成岩類に産するアルカリ輝石岩塊中の希土類鉱
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物と希土類元素の移動…………………重野未来・森　康

島田和彦・西山忠男

P―170 南インドTrivandrum岩体東部の温度圧力履歴：超高温

Madurai岩体との比較

………………田所弘行・角替敏昭・Santosh M

P―171 ガーネットを置換したシュードモルフから見た五良津エ

クロジャイト岩体の後退吸水変成作用

………………………………桑谷　立・鳥海光弘

P―172 南部マダガスカル・ベトロカ帯の含ホグモアイト超高温

グラニュライト

…ラコトナンドラサナ　ニリハジャ　オートン

ティエリー・有馬　眞・宮脇律郎・ランベル

ソン　ロジェ

P―173 東南極リュツォ・ホルム岩体ルンドボークスヘッタにお

ける超高温変成条件下での部分溶融と変成履歴

…………………吉村康隆・宮本知治・本吉洋一

P―174 ラマン分光を用いた南インドケーララ州に産するコンダ

ライトの変成圧力条件の制約

…………佐藤　桂・サントシュ　M・角替敏昭

P―175 ポロシリオフィオライトの変斑れい岩と変トロクトライ

トの変成プロセスとその形成場……田中真二・宮下純夫

P―176 スピネル組成からみたマリアナ前弧域のかんらん岩類の

性質 ………………………………村田恵子・前川寛和

P―177 超高温変成岩に含まれるCO2＋炭酸塩包有物の岩石学的

意義 ……………角替敏昭・M. Santosh・J. Dubessy

小山内康人・大和田正明・外田智千・豊島剛志

世話人：池田保夫（ikeda@kus.hokkyodai.ac.jp），中川　充

9月9日（日）9：00‐11：00 E201会場
座長：中川　充（243―246），池田保夫（247―250）

O―243 ９：00 富山県西部の中新世アダカイトのSr・Nd同位

体比およびその斜長石のSr量…………石渡　明

土橋広宣・周藤賢治・佐藤　誠

O―244 ９：15 比叡花崗岩体に伴う苦鉄質岩脈………沓掛俊夫

中野聰志・周琵琶湖花崗岩団体研究グループ

O―245 ９：30 四国中央部三波川帯におけるゾイサイト岩中の

Mgに富むクロリトイド：形成過程とその意義

……………………………………………坂野靖行

O―246 ９：45 ヘリウム同位体比によって追跡されるマグマ分

化中の地殻汚染プロセスついて：マリアナ島

弧－海溝系における例

…………………池田保夫・長尾敬介・石井輝秋

O―247 10：00 ベトナム産大型ジルコン結晶の組成均一性と

LA-ICP-MS FT年代測定標準試料としての可能

性……………小笠原正継・檀原　徹・角井朝昭

O―248 10：15 東南極リュツォ・ホルム岩体に産するメタベイ

サイトのマグマプロセスと形成場の検討

…隅田祥光・川野良信・廣井美邦・加々島慎一

O―249 10：30 海洋玄武岩同位体組成の独立成分分析とマント

ル不均質性の起源………………………岩森　光

O-250 10：45 ジルコンのFT年代測定用試料を用いたLA-

ICP-MSによるU-Pb年代測定の試み …伊藤久敏

9月9日（日）コアタイム　12：00‐13：00

P―178 東南極リュツォ・ホルム岩体ルンドボークスヘッタ，輝

石片麻岩の風化過程における元素の挙動

…………………………加々島慎一・橋本真由美

P―179 福井県丹生山地に分布する中新統糸生累層火山岩類の岩

石学的研究：特に低Ni玄武岩について

………………………………山崎　亮・石渡　明

P―180 房総半島嶺岡帯の斑れい岩類の産状に関する新知見

………………………………高橋直樹・荒井章司

世話人：坂本正徳（cigma@kokugakuin.ac.jp）

9月9日（日）コアタイム12：00‐13：00

P―181 ASTER画像を用いて判読するシリア東部ビシュリ山地

北部の遺跡とその周辺の地質環境………………桂田祐介

P―182 応力逆解析の平衡決定問題化による多重逆解法の高速化

……………………………………………佐藤活志

P―183 Terramod2005の計算処理の拡張とその表現 …坂本正徳

P―184 ３次B－スプラインを用いた地層面・地形面の推定法

………………野々垣　進・升本眞二・塩野清治

P―185 野外調査データを活用した地質図作成アルゴリズムの改

良 …………………岩村里美・塩野清治・升本眞二

P―186 数値地質図標準化：主題属性コードの公開と用語集の作

成 ……竹内圭史・鹿野和彦・宮崎一博・須藤定久

渡部芳夫・吉岡敏和・酒井　彰・牧本　博

古宇田亮一・湯浅真人・脇田浩二・齋藤文紀

尾崎正紀・中江　訓・西岡芳晴・柳沢幸夫

長谷川功・巌谷敏光

P―187 地層名検索データベースの構築－その６………巖谷敏光

鹿野和彦・中野　俊・松浦浩久・中江　訓

原　英俊・宮崎一博・長谷川功・高橋　浩

西岡芳晴・尾崎正紀

P―188 20万分の１日本シームレス地質図プロジェクト－その経

緯と発展…………………井川敏恵・脇田浩二・宝田晋治

P―189 統合地質図データベース「GeoMapDB」………宝田晋治

P―190 起因事象（FEPs）データベースAIST Online FEPsの構

築－特に地質関連事象について

…………………竹野直人・高木哲一・伊藤一誠

P―191 汎用Webブラウザを用いた海底地質情報のデータベース

化とその使用例……………………阿部信太郎・荒井良祐

世話人：難波謙二，風岡　修，三田村宗樹，田村嘉之（tamura-

yoshiyuki@pop07.odn.ne.jp）

9月9日（日）13：00‐15：15 E310会場
座長：上砂正一（251―254），吉田　剛（255―259）

O―251 13：00 2007年能登半島地震の際の地質災害調査結果

…………………風岡　修・楠田　隆・古野邦雄

23．環境地質

22．情報地質

21．岩石鉱物一般
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笠原　豊・川辺孝幸

O―252 13：15 能登半島地震による水田の塩害調査と現状

………………田崎和江・野村正純・馬場奈緒子

O―253 13：30 浮島が原低地の沈水履歴と富士川河口断層帯の

活動…………小松原純子・宍倉正展・岡村行信

O―254 13：45 洪積層以浅の地質による地震動への影響（２）

…………………加藤晶子・酒井　豊・楠田　隆

O―255 14：00 石油コンビナート後背地域の表層堆積物中に捕

りこまれた大気汚染物質の抽出

………………………………金井篤史・香村一夫

O―256 14：15 大阪湾堆積物中の球状粒子の化学分析による人

為燃焼の約150年間の歴史的変化

…………………村上晶子・奥平敬元・吉川周作

O―257 14：30 愛媛県宇和海御荘湾における19世紀の干拓が海

底環境におよぼした影響………………天野敦子

岩本直哉・井上卓彦・塩屋藤彦・井内美郎

O―258 14：45 宇治川の河床低下について……………紺谷吉弘

O―259 15：00 湧水にみられる鉄バクテリアのバイオマットの

顔料としての有効利用…………………野村隆光

9月10日（月）14：00‐17：15 E310会場
座長：田村嘉之（260―264），高清水（265―268），風岡　修（269―

272）

O―260 14：00 関東地下水盆の地盤沈下と地下水位変動

……古野邦雄・香川　淳・山本真理・笠原　豊

風岡　修・渡辺　勝・楠田　隆

O―261 14：15 関東地下水盆南東部における近年の地下水位変

動について……香川　淳・古野邦雄・楠田　隆

O―262 14：30 環境地質学的手法を用いた最終処分場周辺の環

境影響評価…………………香村一夫・坂巻洋翠

前田圭佑・依田彦太郎・佐藤賢司・石渡康尊

O―263 14：45 残土石埋立地・廃棄物処分場などの人工地層周

縁の地下水のモニタリング調査方法について

……笠原　豊・楠田　隆・風岡　修・古野邦雄

山本真理・酒井　豊・加藤晶子・吉田　剛

楡井　久

O―264 15：00 釧路湿原の湧水と帯水層の特徴

………………………………清水康博・丸谷　薫

O―265 15：15 千葉県内の湧水とその評価その１－湧水の紹介

と分布状況－…………………………岩井久美子

田村嘉之・今橋正征・白鳥孝治・今井正臣

中村正直・辻　隆司・瀧　和夫・木津利矩

松岡義浩・井野智視・福島幹生

O―266 15：30 千葉県内の湧水とその評価その２－湧水のカテ

ゴリー区分－……………………………田村嘉之

岩井久美子・今橋正征・白鳥孝治・今井正臣

中村正直・辻　隆司・瀧　和夫・木津利矩

松岡義浩・井野智視・福島幹生

O―267 15：45 千葉県旭市倉橋地域における硝酸性窒素調査

……酒井　豊・古野邦雄・吉田　剛・山本真理

楠田　隆・加藤晶子・風岡　修・笠原　豊

風戸孝之・澤　悦司・飯村　晃・八槇明子

香川　淳

O―268 16：00 千葉県旭市倉橋における水文地質単元

……吉田　剛・楠田　隆・古野邦雄・風岡　修

酒井　豊・笠原　豊・加藤晶子・山本真理

風戸孝之・高梨祐司・八槇明子

O―269 16：15 豪雨時の地下水位変動とテトラクロロエチレン

の濃度変化－下総台地の地質汚染現場での例－

……楠田　隆・風岡　修・加藤晶子・酒井　豊

O―270 16：30 地下水数値モデルの有効性について…藤崎克博

O―271 16：45 汚染対策問題解決の地質調査…………上砂正一

O―272 17：00 地層汚染曝気洗浄工法のAs汚染地層洗浄効果

について－公定法溶出試験・地層汚染曝気洗浄

工法との共通点……………楡井　久・田中　武

9月10日（月）コアタイム　13：00‐14：00

P―192 MPシステムを用いた原位置地下水採取－山形県金丸地

区の例－……内藤一樹・奥澤康一・関　陽児・渡部芳夫

P―193 ウランを含む山地渓流における溶存成分負荷量の流下変

化：金丸地区上ノ沢の例……………奥澤康一・関　陽児

上岡　晃・金井　豊・鈴木正哉・間中光雄

内藤一樹・亀井淳志・竹田幹夫・須甲武志

渡部芳夫

P―194 高レベル放射性廃棄物処分における隆起・侵食に起因す

る変動シナリオのための情報整理の考え方……川村　淳

新里忠史・安江健一・常盤哲也・大井貴夫

河内　進・石丸恒存・梅田浩司・牧野仁史

P―195 幌別硫黄鉱山のボーリングコアの地質学的特徴と砒素や

重金属の溶出特性………高橋　良・原　淳子・駒井　武

P―196 阪神地域における地球化学図………加川泰久・今村謙太

岡部将大・岡内賢太・大崎祥介・芝田晴信

田中政輝・藤後雄一・山村　永・壷井基裕

P―197 オオバノイノモトソウの土壌中ヒ素の集積性について

…………………佐野　栄・米家悠介・土肥加奈

渡邉重義・榊原正幸

P―198 イケチョウガイの真珠層における元素の濃集と湖水の化

学組成 ………………………………森井一誠・田崎和江

P―199 長野県白馬塩の道温泉におけるダイピング石の生成の可

能性 ……………………………馬塲奈緒子・田崎和江

P―200 富山県氷見市内の温泉の特徴－特に水質，地下構造，熱

源の観点から－………………………佐藤和也・田崎和江

P―201 金沢大学角間キャンパスに設置された足湯施設のバイオ

マットの特徴…………………………森谷　匡・田崎和江

P―202 上総層群梅ヶ瀬層の砂岩を用いた溶解実験－CO2地中貯

留における岩盤の溶解－……………中田英二・伊藤由紀

P―203 上総層群梅ヶ瀬層浅部におけるガス移行経路としての断

層の役割…………………田中姿郎・志田原巧・末永　弘

中川加明一郎・中田英二・窪田健二

P―204 わが国の大規模排出源近傍における二酸化炭素地中貯留

の可能性の検討………………………志田原巧・田中姿郎

伊藤久敏・大隅多加志

P―205 宮城県北部旭山丘陵・須江丘陵における自然放射線特性

…………………大森康孝・長濱裕幸・中村教博

P―206 帯水層における難溶性流体の挙動に関するモデル実験

…………………高橋功治・山田泰広・村田澄彦

中野正則・松岡俊文

P―207 地質分布を考慮した河床縦断形のシミュレーション
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…………………安江健一・三箇智二・野上道男

田力正好・新里忠史

P―208 原位置バイオ浄化の地質・地下水環境

………………………………坂井敬一・石井六夢

P―209 東京低地における沖積層の自然由来のヒ素含有量につい

て－東京都DK-11ボーリングコアの分析結果－

…………………小野雅弘・水落幸広・山村　充

丸茂克美・中山俊雄

世話人：上野将司（ueno-shouji@oyonet.oyo.co.jp），横田修一郎

9月9日（日）13：00‐14：45 E308会場
座長：稲垣秀輝（273―276），西山賢一（277―279）

O―273 13：00 濃尾平野における第四系のN値解析

…………………牧野内猛・加賀裕規・加藤高志

O―274 13：15 地下深部岩盤モデル構築に有用な区分指標と

は？－花崗岩体を対象とした事例報告－

………………堀川滋雄・佐々木勝司・萩原育夫

O―275 13：30 「深層地下水変動観測から宮城県沖地震を予知

する基礎研究」の進展状況…………大槻憲四郎

南須原美恵・鹿島雄介・山内常生

O―276 13：45 黄鉄鉱含有泥岩の風化による物性変化

…………………西山賢一・吾郷祐輔・磯野陽子

高谷精二・佐藤威臣・竹熊隆宏

O―277 14：00 第三紀層地すべり地形発達史と変位率の関係

………………………………小坂英輝・稲垣秀輝

O―278 14：15 大分県日田市前津江地域周辺の酸性熱水変質帯

に生じた地すべり…………沢井長雄・田中　淳

O―279 14：30 地すべり陥没帯の性状…………………上野将司

9月9日（日）コアタイム　12：00‐13：00

P―210 東京都地盤情報システムを用いた東京都地盤図の作成

………………………………中山俊雄・松村真人

P―211 大規模な地下施設を建設する際の水理地質調査－北海道

北部，幌延地域における例－………舟木泰智・尾留川剛

名合牧人・安江健一・新里忠史・冨永英治

P―212 墓石・灯籠の転倒方向から推定される2007年能登半島地

震の地震動－富来・七尾以南の事例－…………加藤清次

香川　真・松井隆志・米林　博・佐伯　孝

道家涼介・柏木健司・富山応用地質研究会

NPO法人富山県地すべり防止工事士会

世話人：矢島道子（yajima-michiko@gupi.jp）

9月9日（日）13：00‐15：00 N1会場
座長：中井　均（280―283）・矢島道子（2284―287）

O―280 13：00 学校行事と関連づけた地学教育の試み

……………………………………………伴　敦志

O―281 13：15 中学校理科地質分野での「野外授業」雁沢夏子

O―282 13：30 中学校における火山防災学習…………横山　光

O―283 13：45 岩石学習入門期における指導法………境智　洋

O―284 14：00 理科教育における岩石の風化作用の重要性

……………………………………………岡本　研

O―285 14：15 これからの小中学校教員へどのような地学教科

の支援が必要か

…………………中井睦美・栗原麻美・中井　均

O―286 14：30 名古屋大学博物館と名古屋市科学館の連携事業

の試み－「地球教室　ナゴヤで化石・鉱物を探

そう」を例に－……………束田和弘・桂田祐介

西本昌司・亀高正男・中村壽男

吉田英一・足立　守・毛利勝廣

O―287 14：45 デジタル機器を使用した大学地質調査実習

………………國井絢子・豊田　守・久田健一郎

9月10日（月）14：00‐14：30 E308会場
座長：矢島道子（288―289）

O―288 14：00 ライマンの北海道調査…………………金　光男

O―289 14：15 北海道帝国大学設立以前における北海道の地質

調査・研究史……………………………松田義章

9月9日（日）コアタイム12：00‐13：00

P―213 「小さなEarth Scientistのつどい」の効果－学会による

普及活動の重要性－………………………………三次徳二

P―214 博物館における微化石のアウトリーチの試み

………………………………野井英明・太田泰弘

P―215 創造論者に利用される獣脚類恐竜足跡化石と，科学者の

責務としての反論表明……………………………石垣　忍

P―216 博物館による消失露頭の写真データベース化・教材化

………………笠間友博・平田大二・新井田秀一

山下浩之・石浜佐栄子

P―217 地学イベントにおける博物館と学校との連携

…………………………………………加藤千茶子

9月10日（月）コアタイム13：00‐14：00

P―218 長尾ノート：70年前の地質屋たちの肖像………川村信人

世話人：吉川周作（yoshi@sci.osaka-cu.ac.jp），鴈澤好博，内山

高

9月11日（火）11：00‐16：45 E311会場
座長：内山　高（290―293），鴈澤好博（294―297），白井正明

（298―301），嵯峨山積（302―304）

O―290 11：00 北海道石狩平野の沖積層の珪藻分析…嵯峨山積

O―291 11：15 石狩湾岸ボーリングコア中の珪藻遺骸群集と後

期更新世以降の古環境の変遷…………志賀健司

O―292 11：30 南北海道，後志利別川低地における沖積層の層

序……………………………鈴木正章・吉川昌伸

村田泰輔・遠藤邦彦

O―293 11：45 十和田八戸火砕流堆積物（To-H）の石英単粒

子によるSAR-TL年代測定

…………………鴈澤好博・栗田寛子・細畑有未

O―294 14：00 東京低地北部から中川低地地下に分布する開析

26．第四紀地質

25．地学教育・地学史

24．応用地質学一般
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谷充填堆積物の岩相分布と体積……江藤稚佳子

石原与四郎・田辺　晋・木村克己・中西利典

八戸昭一・中山俊雄

O―295 14：15 間隙水の水質と酸素水素安定同位対比からみた

沖積海成粘土層中の地下水挙動……内山美恵子

稲村明彦・中西利典・田邊　晋

木村克己・吉岡秀佳

O―296 14：30 2007年３月富士山南斜面で発生したスラッシュ

雪崩堆積物－2004年12月北斜面の雪代堆積物と

の比較…………内山　高・輿水達司・安間　荘

諸橋　良・上石　勲・竹内由香里・町田　敬

O―297 14：45 露光確率分布から見た天竜川河口周辺における

砂粒子の動態……………………………白井正明

劉海江・高川智博・田島芳満・佐藤愼司

O―298 15：00 最終間氷期における新潟県沿岸地域の古地理

……………………………………………仲川隆夫

O―299 15：15 大阪平野 沖積層の堆積環境変化と沖積粘土の

鋭敏性……………………塚田　豊・三田村宗樹

吉川周作・大島昭彦・北田奈緒子・三瓶良和

O―300 15：30 古淀川流路における過去約１万年間の水域環境

変遷…………吉田広人・廣瀬孝太郎・吉川周作

O―301 15：45 20世紀の久々子湖の環境変化：変化過程を有孔

虫群集から検証する……………………野村律夫

O―302 16：00 京都府阿蘇海における過去1000年間の古環境変

遷と砂州の発達史………………………瀬戸浩二

高田裕行・饒平名知江美・田中里志

坂井三郎・高安克己

O―303 16：15 中国四国地方の含氷食礫層について…鹿島愛彦

O―304 16：30 岩石磁気特性に基づく過去80万年間の南アジア

モンスーン変動の復元

…………………菅沼悠介・山崎俊嗣・金松敏也

9月11日（火）コアタイム　13：00‐14：00

P―219 北海道北部，利尻火山における火山麓扇状地のOSL年代

測定とその意義……………………近藤玲介・塚本すみ子

P―220 青森県上北平野北部に分布する中期更新世指標テフラ層

のフィッション・トラック年代測定…………桑原拓一郎

P―221 青森県下北半島沖の試錐コア（901-C9002B）を用いた更

新世後期の古気候変動の解明……………………市川　博

公文富士夫・青池　寛・真砂英樹

P―222 秋田県男鹿半島北岸男鹿温泉付近に発達する石灰質温泉

沈殿物 …………………古橋恭子・西川　治・白石建雄

P―223 秋田県男鹿半島における上部更新統潟西層の層序型

…………………星多恵子・白石建雄・西川　治

P―224 男鹿半島北浦層の火山灰層序について…………鈴木隼人

西川　治・白石建雄・長橋良隆

P―225 男鹿半島北東部潟西段丘上のローム層層序とその特徴

……江川佳苗・白石建雄・西川　治・高島　勲

P―226 北浦北端部における珪藻化石群集変遷－過去の水質復元

を目指して－…………………………石川友美・納谷友規

真山茂樹・天野一男

P―227 関東平野中央部菖蒲コアにおける約45万年前の堆積環

境：珪藻化石群集による解析……………………納谷友規

本郷美佐緒・山口正秋・中里裕臣・水野清秀

P―228 東京低地と中川低地における沖積層の堆積システムと物

性－模式コアの例－…………………田辺　晋・中西利典

中島　礼・木村克己

P―229 越後平野北部・紫雲寺砂丘地下の沖積層

………………………………小松原琢・卜部厚志

P―230 更新世後期における中部日本の降水量変遷

………………伊藤拓馬・谷澤新司・公文富士夫

P―231 琵琶湖湖底堆積構造からみた湖水面変動と環境変動

…………………芦田貴史・岩本直哉・井上卓彦

塩屋藤彦・里口保文・井内美郎

P―232 大阪湾における現生底生有孔虫群集の分布と底質環境

………………………………辻本　彰・吉川周作

P―233 広島湾海底堆積物の音波探査記録とシークエンス

……井内美郎・丹羽俊二・井上卓彦・天野敦子

P―234 土佐湾沿岸の津波堆積物による地震サイクル

……真末裕志・朝倉亮一・松岡裕美・岡村　眞

P―235 鮮新－更新統江津層群テフラ中のAlに富む鉱物の起源

………………………………立石　良・沢田順弘

P―236 長崎県対馬の万関瀬戸開削に伴う内湾環境の変化

……河野重範・入月俊明・石口　晃・野村律夫

P―237 古カトマンズ湖堆積物に記録された過去60万年間のイン

ドモンスーン変動史：年代モデルの再検討……林　辰弥

藤井理恵・萬福真美・桑原義博・酒井治孝

牧　武志・内田昌男・山中寿朗

P―238 スンダ海溝北部での津波堆積物と過去の隆起イベントの

発見 …………………………藤野滋弘・Eko Yulianto

Kate Whitlow・Kerry Sieh・Aron Meltzner
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日本地質学会地学教育委員会では，地学教育の普及と振興を図

ることを目的として，学校における地学研究を紹介する「地学研

究」発表会をおこなっています．札幌大会でも，小・中・高等学

校の地学クラブの活動，および授業の中で児童・生徒が行った研

究の発表を募集いたしました．会場はポスター会場内に，特設コ

ーナーを用意いたします．この会を通じて生徒，研究者，市民の

交流が進み，地質学，地球科学への理解が深まって，未来を担う

生徒たちの学習意欲への良い刺激と励みになることを願っており

ます．

日時　９月９日（日）９：00～16：00

場所　日本地質学会年会ポスター会場（北海道大学）

後援　北海道教育委員会・札幌市教育委員会

参加校（８月１日現在）

南幌町立みどり野小学校

北海道札幌清田高等学校理科部

北海道札幌稲北高等学校自然科学同好会

北海道厚真高等学校自然科学同好会

兵庫県立加古川東高等学校地学部Ⅰ，地学部Ⅱ

遺愛女子高等学校地学部

飛翔館高等学校

立命館高等学校

岩手県立盛岡第二高等学校

大阪府立花園高等学校地学部

香川県立三本松高等学校

北海道壮瞥町立壮瞥中学校

慶應義塾高等学校

遺愛女子中学校地学部

三重県立尾鷲高等学校

静岡県立静岡中央高等学校

香川県立三本松高等学校理数科３年６組

早稲田大学高等学院

問い合わせ：日本地質学会地学教育委員会（担当　三次）

TEL : 03-5823-1150 FAX : 03-5823-1156

e-mail : main@geosociety.jp

日時：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　３階展示室，大集会室，２階集

会室，１階講堂

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

展示内容：地質調査総合センターが有する日本全国の各種地質情

報の中から，特に北海道に関する様々な研究成果を，展示

パネルや映像を使って紹介するとともに，小さなお子さん

にも楽しく地学を学んでもらうために体験学習コーナーを

用意しています．

問い合わせ先：産業技術総合研究所地質調査総合センター

谷田部信郎，吉田朋弘

TEL：029-861-3754 e-mail：g07event@m.aist.go.jp

洞爺湖・有珠山地域は，活発な島弧火山の悠久の営みが生み出

してきた魅力豊かな自然公園です．カルデラ湖である洞爺湖と火

砕流台地，中島ドーム群と有珠山，流れ山や変化に富む海岸地形，

溶岩ドーム群の活発な活動・・・地球を知り学ぶ仕掛けと魅力が

たっぷりで，世界屈指の「変動する大地のジオパーク」候補地で

あろう．専門家や住民・行政の連携でエコミュージアム活動が進

められてきた減災文化創造の場でもあります．

日時：９月９日（日）13：00～15：00（申込不要・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

13：00～13：15 ジオパークとは（仮）

佃　　栄吉（日本地質学会副会長）

13：15～14：15 基調講演～有珠山を活かす～

洞爺湖・有珠山ジオパークの魅力：活発な地球を学び親しもう

岡田　　弘（理学博士，北海道大学名誉教授，

NPO環境防災総合研究機構理事）

14：15～14：45 事例紹介

北海道でのジオパークの試みとその可能性

亀和田俊一（株式会社レアックス代表取締役）

古沢　　仁（札幌市博物館活動センター学芸員，理学博士）

14：45～15：00 その他

日高山脈の地元（様似町）から北海道地質百選検討グループから

問い合わせ先：札幌大会実行委員会・担当

嵯峨山　積（道立地質研）tsaga@gsh.pref.hokkaido.jp

北海道Geo-Week2007

地質学会札幌大会の周辺日程で，地質関連のさまざまな行事が連

続して予定されています．これを機に９月２日から地質学会巡検終

了の14日までを“Geo-Week”と銘打って共同で宣伝・広報活動を行

い，地質学の社会的認知度の増大を目指します．

9/2（日）：ジオフェスティバル（ジオ・フェスティバル実行委員会）

9/3（月）～4（火）：応用地質学会北海道・地すべり学会北海道合同

現地見学会（協賛）

9/6（木）～7（金）：全地連　技術e-フォーラム

9/7（金）～9（日）：地質情報展（産総研・道立地質研・日本地質学

会）

9/8（土）：日本地質学会　地質見学旅行（２コース）

9/9（日）～11（火）：日本地質学会　第114年学術大会

9/12（水）～14（金）：日本地質学会　地質見学旅行（12コース）

9/12（水）～13（木）：第15回粘土科学討論会（14日；見学会）

市民講演会　発掘！　眠れる地質遺産
マチ起こしの目覚まし－ジオパークの試み－

地質情報展2007北海道
－探検！熱くゆたかなぼくらの大地－

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～

関　連　行　事
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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
40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方

は学会事務局までお問い合わせ下さい．No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

地　質　学　論　集
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

国立公園地質リーフレットシリーズ
１．箱根火山　2007年７月発行　会員価格1,000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
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会員名簿（2007年版）が発行になります
日本地質学会運営財政部会

このたび，会員名簿を９月末発行の予定で刊行することになり

ました（発行日　2007年９月25日予定）．当学会の会員名簿は隔

年発行で，昨年2006年が通常の発行年でございましたが，個人情

報等の関係で調整を必要としたため，１年遅らせての発行となり

ました．

住所変更等がある場合は、至急事務局までご連絡をお願い致し

ます．

また，学会直接取り扱いでの名簿広告を募集しております（募

集締切：９月10日（月））．掲載料金等詳細は学会HP＜http://

www.geosociety.jp＞をご参照下さい．

問い合わせ先：

FAXまたはE-mailでお願い致します．

TEL 03-5823-1150，FAX 03-5823-1156

E-mail main@geosociety.jp
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日本地質学会2008年度会長・副会長・監事・代議員および役員選挙を，選挙細則に基づき実施いたします．公示はNews誌９月号ならびに
ホームページ上（９月10日以降）に掲載いたします．公示に先立ち，簡単に選挙概要をお知らせいたしますので，会員各位におかれましては
予めご準備くださいますようお願いいたします．

１．立候補の受付期間は10月１日～10月31日（郵送，持参いずれも必着厳守）です．
２．今回の選挙は，前々回の選挙で選出された代議員100名（全国区50名・地方区50名）を改選いたします．前回選出された代議員は2009年総
会まで任期があります．立候補ならびに推薦される方は，下記の名簿をご覧のうえ，ご確認ください．
３．代議員選挙に引き続き，代議員の互選で新代議員の中から理事（７名）を，理事選出者を除く全国区の新代議員から評議員（20名）を選
出します．
４．新代議員および新役員の任期は，2008年４月から2010年３月までの２年ですが，実質は当該年の総会から総会までとなります．

2007年８月15日
日本地質学会選挙管理委員会

日本地質学会2008年度役員選挙について

１．改選となる役員および代議員名簿
会　長　木村　　学
副会長　伊藤谷生・佃　栄吉
監　事　佐藤尚弘
理　事　Wallis Simon・狩野謙一・公文富士夫・倉本真一・中山俊

雄・久田健一郎・向山　栄
評議員（代議員兼任）
会田信行・浅野俊雄・足立勝治・安藤寿男・石垣　忍・石渡
明・井内美郎・井龍康文・岡　孝雄・小山内康人・加藤　進・
紺谷吉弘・酒井治孝・徐　垣・新井田清信・針金由美子・松岡
篤・松田博貴・丸山茂徳・渡辺真人

代議員
＜全国区＞　佐々木和彦・吉川敏之・片山　肇・芝川明義・天野敦
子・小嶋　智・鳥海光弘・吉川周作・榊原正幸・多田隆治・近
藤康生・徳山英一・大藤　茂・豊島剛志・八尾　昭・仲谷英
夫・早坂康隆・竹下　徹・三次徳二・岡田　誠・西　弘嗣・村
山雅史・長谷部徳子・亀井淳志・山口飛鳥・奥澤康一

＜地方区＞　青野道夫・池田保夫・稲場土誌典・入月俊明・上野勝
美・浦辺徹郎・大谷具幸・大和田正明・奥平敬元・小畑正明・
加々島慎一・神谷英利・川野良信・川村信人・木村克己・楠田
隆・國井絢子・齊藤靖二・佐野　栄・島本昌憲・下山正一・菖
蒲幸男・清水惠助・鈴木宇耕・鈴木紀毅・平　朝彦・田中秀
実・竹之内耕・中条武司・永田秀尚・角替敏昭・手塚裕樹・中
井睦美・奈良正和・延原尊美・長谷川卓・平島崇男・藤縄明
彦・松末和之・松田義章・松原典孝・宮本隆実・森田康裕・山
田泰広・山本博文・吉田孝紀・吉岡　正

２．継続任期（2009年総会まで）の役員および代議員名簿
理　事　天野一男・上砂正一・斎藤　眞・藤本光一郎・宮下純夫・

矢島道子・渡部芳夫
評議員（代議員兼任）
大友幸子・保柳康一・脇田浩二・三宅康幸・高木秀雄・磯闢行
雄・新妻信明・永広昌之・柴　正博・沢田順弘・北里　洋・山
路　敦・川端清司・卜部厚志・阿部国広・荒戸裕之・堀　利
栄・松本俊幸・山根　誠・中川光弘

代議員
＜全国区＞荒井章司・楡井　久・伊藤　慎・清水以知子・松本
良・藤林紀枝・三田村宗樹・狩野彰宏・里口保文・星　博幸・
竹内　誠・清川昌一・福冨幹男・坂井　卓・柏木健司・中西健
史・町山栄章・小荒井　衛・石井和彦・青木隆弘・田村嘉之・
笠原　豊・本山　功・於保幸正

＜地方区＞田近　淳・岡村　聡・前田仁一郎・鎌田耕太郎・川村寿
郎・西川　治・坂口有人・七山　太・笠間友博・山本高司・外
田智千・芦　寿一郎・荒井晃作・安藤　伸・緒方信一・小澤一
仁・利光誠一・府川宗雄・森田澄人・香束卓郎・納谷友規・横
山芳春・植村和彦・北村晃寿・小井土由光・椚座圭太郎・竹内
章・栗田裕司・鈴木和博・原山　智・束田和弘・前川寛和・升
本眞二・此松昌彦・田上高広・田中里志・林田　明・村田明
広・寺林　優・金折裕司・尾上哲治・三宅　誠・柚原雅樹・鈴
木清一・西園幸久・中村眞人・門藤正幸



－地層処分の技術と信頼を支える研究開発：

概要調査への技術基盤の確立－

日本原子力研究開発機構は，岐阜県瑞浪市

および北海道幌延町で進めている深地層の研

究施設計画における第１段階（地上からの調

査研究段階）の研究開発成果を報告書として

取りまとめました。その内容を報告するとと

もに，深地層の研究施設計画の今後の進め方

に関し，幅広くご意見をいただく機会として，

下記のとおり研究開発報告会を開催いたしま

す。

日時：2007年９月18日（火）13：00～17：00

会場：JAホール（東京都千代田区大手町1-8-

3，JAビル９F）

定員：350名（参加費無料）

プログラム

第１部：瑞浪，幌延における地上からの調査

研究の成果報告

座長　小島圭二（地圏空間研究所）

（1）全体概要

（2）瑞浪超深地層研究所における花崗岩の調

査研究

（3）幌延深地層研究所における堆積岩の調査

研究

（4）地層処分システムの工学技術と安全評価

手法への活用

（5）研究開発成果の知識化

（6）ポスターセッション

第２部：パネルディスカッション

参加申込締切：2007年９月13日（木）

［問合せ・申し込み先］

日本原子力研究開発機構　地層処分研究開発

部門　研究開発推進室　島田，北谷

E-mail chiso-kokankai@jaea.go.jp

詳細につきましては下記をご参照ください

http://www.jaea.go.jp/04/tisou/nendo_houk

okukai/pdf/annai19.pdf

職種・人員：地球環境科学専攻　地質・地球

生物学講座（理学部地球惑星科学科併任）教

授１名

専門分野：古生物学または地質学

担当科目：

（大学院）地球惑星科学概論，地質・地球生

物学セミナー等

高レベル放射性廃棄物の地層処
分技術に関する研究開発報告会

An International Conference on DELTAS

（Bangladesh venue）: Deltaic Gateways :

Linking Source to Sink

日程：2008年１月6日～13日

IGCP-475「モンスーンアジア太平洋地域

のデルタ」の第４回年会が，来年１月にバン

グラデシュで開催されます．今年１月に予定

されていましたが，治安が悪かったことから

１年延期され，来年１月に開催されることに

なりました．登録及び発表申し込みのサー

キュラーが発行されています．以下のURL

からダウンロードが可能です．

http://unit.aist.go.jp/igg/rg/cug-rg/ADP.

html

登録，発表，ホテルの申し込みの締め切り

は10月15日です．皆さんの参加をお待ちして

います．

IGCP-475の年会は，第１回が2004年１月

にタイのバンコクとアユタヤで，第２回が

2005年１月にベトナムのホーチミン市で，第

３回が2006年１月にブルネイで開催され，約

20ケ国からそれぞれ約100名の参加がありま

した．今回は第４回になります．第５回は

2008年10月に中国で開催される予定です．

○スケジュール　2008年

１月６日：登録

１月７日：ダッカのバングラデシュ地質調

査所近くの会場で研究発表

１月８日：グラマプトラ川に１日巡検（自

然堤防と砂州）

１月９-10日：川沿いのリゾートホテルで

研究発表，

10日の午後にデルタ南西部のスンダバ

ンに移動．船泊

１月11-12日：スンダバンで旧河口，マン

グローブなどの巡検

12日夜にダッカに移動．13日解散

○登録料

６日から13日の朝までのホテル代，食事，

巡検費用，会議参加費用などすべて込みで，

500ドルから600ドルです．

問い合わせ先：

斎藤文紀（産業技術総合研究所）

（yoshiki.saito@aist.go.jp）

（学部）地質学特論，フィールドセミナー等

この他，全学教育科目も分担していただき

ます．

資格・条件：博士の学位を有すること．野外

地質調査の教育ができること．研究のみなら

ず，学部学生・大学院生の教育に熱意を持ち，

講座や教室の運営にも積極的に参画するこ

と．

着任時期：平成20年４月１日（予定）

提出書類：

１）履歴書

２）これまでの研究経過（2000字程度）

３）研究業績目録（査読のあるものとないも

のを別に記す）

４）主な論文の別刷またはコピー（５編程度）

５）外部資金取得状況

６）今後の教育・研究計画（現教員との連携

に関する抱負も含む）（2000字程度）

７）所見を求めうる方２名の氏名，所属，連

絡先

応募締切：平成19年10月１日（月）必着

書類の送付及び問い合わせ先：

〒464-8601 名古屋市千種区不老町　

名古屋大学大学院環境学研究科

地球環境科学専攻　地球惑星科学系　系長

古本　宗充

電話：052-789-3651

e-mail：furumoto@eps.nagoya-u.ac.jp

当専攻および学部の概要については

http://www.env.nagoya-u.ac.jp/earth/，

http://www.eps.nagoya-u.ac.jp/

１．IGCP国内委員会（地球惑星科学委員会

国際対応分科会IGCP小委）

平成18年度は第20期第１回を平成18年４月

24日（第20期がスタートしたばかりで，定例

の２月の委員会は開催できなかったので，例

年６月に開催する委員会と合わせて４月に開

催した），第２回を平成18年９月14日及び第

３回を平成19年２月27日と，計３回の委員会

を日本学術会議で開催した．昨年度審議・決

定・実施した主な事項について以下に報告す

る．

１）日本学術会議の組織改変に伴い，第１回

の委員会で新しく組織されたIGCP小委の

委員長及び幹事の選出について審議し，移

行期の措置として当分第19期と同じ土　隆

一委員長及び波田重煕幹事の体制で進める

こととした．その後，平成５年以来14年の
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第4回国際デルタ会議（IGCP-
475年会）

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．

名古屋大学環境学研究科教授公
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

報　告

IGCPニュース2007

本会委員会以外の研究会・

委員会等よりのお知らせを

掲載します．



Region（DeltaMAP）（2003-2007）

Co-Leader：斎藤文紀

No. 476 Monsoon Evolution and

Tectonics-Climate Linkage in Asia

（2003-2007）

Co-Leader：多田隆治

No.507: Paleoclimates of the Cretaceous in

Asia（2006-2010）

Co-Leader：坂井　卓

No.516: Geological Anatomy of East &

South Asia（2005-2009）

Co-Leader：久田健一郎

５．現在日本で活動しているプロジェクト

No.464: Continental Shelves During the

Latest Glacial Cycle（OET in 2006）

No.467: 上掲

No.475: 上掲

No.476: 上掲

No.491: Middle Palaeozoic Vertebrate

Biogeography, Palaeogeography and

Climate（2003-2007）

Representative：後藤仁敏

No.506: Marine and Non-marine Jurassic

（2005-2009）

Representative：石田啓祐

No.507: 上掲

No.516: 上掲

６．2003年（平成15年）度の日本の活動

No.464：「最終氷期における大陸棚の研究」

日本ワーキング・グループのメンバーは，

主にアジア太平洋地域の陸棚域を対象に調

査・研究を実施してきた．OETにあたる

2006年は，成果のとりまとめを中心に活動し

た．

No.467：「三畳紀およびパンサラッサ海域横

断対比」

2006年３月にニュージーランド（ウエリン

トン）で，IGCP-467シンポジウム「環太平

洋三畳系の層序と対比」開催し，第11回国際

放散虫研究者集会（InterRad XI）では「層

序学と古海洋学における放散虫」を共催した．

日本からは34名が参加し，38件の発表を行っ

た．

No.475：「モンスーンアジア太平洋地域のデ

ルタ」

アジアのデルタに関して研究者間のネット

ワークの構築と，新たな研究課題に向けての，

人材の育成，研究プロジェクトの推進を目標

に活動してきた．IGCP-475で実施している

メーリングリストへの登録を促し，ホーム

ページ （http://unit.aist.go.jp/igg/rg/cug-

rg/ADP.html）や日本地質学会，日本第四紀

学会の機関誌を通じて会合の宣伝などを行っ

た．メーリングリストは，国内外を含めて約

400名が登録されている．過去３回の年会が

開催され，合計で20数ケ国から約300人が参

加した．またマレーシア，韓国，インドネシ

ア，中国において，人材育成を目的にデルタ

セミナーを開催した．これらセミナーの総参

永きにわたって委員長としてIGCP活動に

多大な貢献をなさってきた土　隆一委員長

から退任の申し出があり，第３回の委員会

で役員改選を行った結果，波田重煕幹事を

委員長に，斎藤文紀委員を幹事に選任した．

２）平成18年度の日本IGCP国内委員会活動

報告を12月にユネスコ本部に提出した．ま

た，日本国内委員会の活動報告書として，

“Japan Contribution to the IGCP: Activity

Report in 2006”（A４版，10頁）及び「日

本IGCP活動報告2006」（A４版，25頁）を

平成18年２月に刊行し内・外の関係方面に

配付した．

３）４年間IGCP科学理事会の理事を務めら

れた田崎和江（富山大学教授）が任期を終

了されたので，第３回の委員会でその労を

ねぎらうとともに，新規プロジェクトの採

否作業や継続中のプロジェクトの評価作業

についてお話戴き今後の参考とした．

２．IGCP本部

第35回IGCP科学理事会は平成19年２月15

日～16日にパリのユネスコ本部で開催され，

各プロジェクトの活動の評価，各国内委員会

報告の検討，新しいIGCPプロジェクトの採

択等の例年の議題に加えて，IGCPの改革に

関して熱心な議論がなされた．改革の詳細に

ついては，既に「日本地質学会New s

（Vol.10, No.5, p.4）」で報告したので，ここで

は省略する．なお，その中で募集中と報告し

た新しい理事会メンバーについては，申請書

類等を国内委メンバーを通じて関係者への周

知をはかった結果，日本地質学会を通して２

名の応募書類が国内委に寄せられ，この２名

をIUGS事務局に国内委として推薦した．ま

た，残されていた各国の国内委の改革につい

ては，その後の議論の集約が最近ユネスコの

ホームページ（http://www.unesco.org/

science/earth/）に掲載された．基礎及び応

用を含めた広い分野からの委員で国内委を構

成することが求められている．なお，IGCP

科学理事会のオープンセッションには，日本

からは日本IGCP国内委員会土委員長及び波

田幹事が参加した．

３．IGCP国内委員会

委員長　波田重煕（ユネスコ国内委）

幹　事　斎藤文紀（475）

委　員

平野弘道（434） 上原克人（464）

石田啓祐（467，506） 多田隆治（476）

後藤仁敏（491） 坂井　卓（507）

久田健一郎（516） 村尾　智（産総研）

本吉洋一（極地研）

４．現在日本がLeadershipをとっているプ

ロジェクト

No.467 Triassic Time and Trans-

Panthalassan Correlations（2002-2006）

Co-Leader：石田啓祐

No.475 Deltas in the Monsoon Asia-Pacific

加者数は250名を超えている．

No.476：「アジアにおけるモンスーンの発達

と構造運動―気候変動のリンケージ」

2006年４月新潟大学で開催された“Japan-

Korea Joint Symposium on Ocean Drilling

（Niigata）”に参加協力すると共に，６月に

高 知 大 学 で “ Workshop for Climate-

Tectonic Drilling Studies in Southeast Asia”

を開催した．また，９月に福岡の国際堆積学

会では特別シンポジウム“Monsoons and

the Himalaya: tectonics-climate and land-

ocean linkages”を企画開催し，内外から８

０名以上の参加者を得た．更に９月，釜山大

学の第４回IGCP-476国際シンポジウムと

ワークショップでは日本から８名が参加し

た．

No.491：「古生代中期の脊椎動物生物地理・

古地理・気候」

プロジェクトに関連する会合として，本年

６月にカナダSt. John’sで7th International

Congress on the Biology of Fishesが開催さ

れSymposium on Biominera in Fish Bone

and Teethが開催された．また，７月には北

京でThe 2nd International Palaeontological

Congressが開催されIGCP-491のTopic al

Symposiaと し て Middle Palaeozoic

Vertebrate Biostratigraphy, Palaeogeo-

graphy and Climateが開催された．さらに，

40th International Symposium on Early

Vertebratesが８月にウプサラ（スウェーデ

ン）で開催され，IGCP-491が協賛した．国

内の活動としては，「サメの歯化石だより」

No.37および38が発行され，メンバーが投稿

した．

No.506：「海成および非海成ジュラ系：グ

ローバル対比と主な地質事変」

「ジュラ紀境界事変に関する国際シンポジ

ウム」及び第１回IGCP-506年会の論文集を，

中国のProgress in Natural Science誌の特集

号“Marine and Non-marine Jurassic:

Boundary Events and Correlation”として，

本年６月に出版した．また，第２回国際古生

物学会（平成18年６月17-21日，北京）及び

第７回国際ジュラ系会議（平成18年９月11-

14日，ポーランド）で，IGCP-506のワーク

ショップを開催した．掲載論文はhttp://pub.

nsfc.gov.cn/pins_en/abstract/16/13/index.

htmからダウンロード可能である．

No.507：「アジアの白亜紀古気候」

日本ＷＧの研究としては，中国黒竜江省・

遼寧省西部において日中協同研究を実施し，

安定炭素同位体組成変動，シーケンス層序，

タンルー断層の運動像解析をおこなった．そ

の成果は国際古生物学会や国際堆積学会で発

表した．本プロジェクトは，プロポーザルの

段階で初年度の国際会議を福岡で開催の国際

堆積学会に併せてセッションを用意し，その

ための準備を進めていた．しかし，申請が保

留となったために研究者の招聘が困難とな

り，やむなく福岡での会議・野外見学会を中

止した．
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した．産総研はアジア・太平洋地域をまとめ

る立場で議論をリードし，次回の年次総会を

アジア（ウランバートル）に誘致することに

成功した．

以上のような国際対応に加えて，海外の機

関と積極的に協力関係を構築しており，適宜

MOUを締結している．2006年の主な案件は

以下の通りである．

2006年12月14日に，カナダのエネルギー省関

係者が来所．MOU下での研究

現状の調査と，今後の研究テーマを議論．

2006年12月に，オーストリア地質調査所と地

質情報研究部門とのMOU延長の手続き完了．

2007年３月に，中国CGSとMOU延長の手続

きを行う予定（中国側と合意）．アネック

ス：地下水（期限2006.12），花崗岩（期限

2009.10），鉱物資源（提案中），デルタ（提

案中），（地下水は，延長を検討中）．

2007年６月に，USGSとのMOUの期限が

来るので，延長を計画予定．USGSとの共同

研究も要再検討．

８．新しいプロジェクト

平成19年２月15日～16日まで，パリのユネ

スコ本部で開かれた第35回IGCP科学理事会

では，新規プロジェクトの募集が再開された

ことにより，申請された34件について審査が

行われた結果，10件が受理され（内１件は資

金なし），10件は再提出，14件は非受理と

なった．なお，受理された中には，改革に伴

い重要課題となった新しいトピックに関わる

プロジェクトが３件含まれている．本年から

新しく発足するプロジェクトは，以下の通り

である．

IGCP-524: Arc-Continento Collision（2007-

2009）. Dr. D. Brown, Instituo de Ciencias

de la Tierra“Juame Almera”. CSIC,

c/Lluis Sole I Sabari s/n, 08028 Balcelona,

Spain. E-mail: dbrown@ija.csic.es

IGCP-526: Risks Resources and Record of

the Past on Continental Shelf（2007-

2010）. Prof. F.L. Chiocci, Dipartamento di

Scinze della Terra Universita << La

Sapienza>> P.le Aldo Moro 5,00185,

Roma, Italy. E-mail: francesco. chiocci@

uniroma1.it

IGCP-529: Availability of Groundwater

Resources in Selected urban Areas in

Southern African Development Commu-

nity（SADC）Region（2007-2011）. Prof.

I.A. Nyambe, Dept. of Geology, School of

Mines, University of Zambia, P.O. Box

32379, Lusaka, Zambia. E-mail: inyambe@

mines.unza.zm

IGCP-534: Reconstruction of the Past

Coastal Enviromnents and its manage-

ment（2007-2011）. Prof. M. Pappalardo,

Dipartimento di Scienze della Terra,

Universita di Pisa, Via S. Maria, 53, 56126-

Pisa, Italy. E-mail: pappalardo@dst.unipi.it

IGCP-540: Gold-bearing Hydrothermal

No.516：「東・南アジアの地質学的解剖」

20余名で構成される２年目の日本ワーキン

ググループの活動目標は，アジア大陸の地体

構造の形成プロセスをさまざまな角度から解

析し，東・南アジアの地球科学的ダイナミク

スの構築にある．現在日本ワーキンググルー

プメンバーはアジア各国と共同で地質調査を

行い，多くの新知見をもたらしている．これ

らの成果は数々の論文として公表された．

2006年７月10日－14日にシンガポールにて開

催されたAOGSでは，IGCP-516の共同セッ

ションとしてTectonics of Asia and Oceania

（SE08）が設定され，４件の発表があった．

その研究対象地域は，日本，タイである．ま

た11月14日－15日に，フィリピンのケソン・

シティーで開催した第２回IGCP516国際シン

ポジウムでは12件の発表があり，その対象地

域はタイ，日本，インド，ベトナム，フィリ

ピン，モンゴルであった．なお第１回，２回

の発表は，Island Arc特集号への投稿を予定

している．

７．産総研地質調査情報センターの国際活動

産総研の方針により，地質調査総合セン

ターの国際的展開は，東・東南アジア地球科

学計画調整委員会（CCOP）との協力を想定

した戦略，戦術が最優先課題となった．今年

度はまず，CCOP国内支援委員会を立ち上げ，

第一回会合を６月26日に，第二回会合を12月

14日に開催した．委員会には外務省，経済産

業省に加えて地球科学関係機関が幅広く集ま

り，オールジャパン体制で，CCOPについて

の議論が行われた．

CCOPの年次総会，管理理事会は韓国で10

月30日から11月５日に開催された．年次総会

は第43回，管理理事会は第48回であったが，

産総研はともに日本代表団を派遣し，外務省

の指示した対処方針に従って対応した．年次

総会には外務省が参加し，わが外交の重点課

題の一つである「人間の安全保障」について

講演を行った．また，管理理事会では，産総

研が推進するGEO Grid initiativeにCCOPが

協力すること，GEO Gridの準備およびス

モールスケールマイニングの業務を行うため

連絡調整員がCCOP事務局に常駐すること，

日本アイソトープ協会の好意による環境分析

支援プログラムを実施することなどを決定し

た．

CCOPに加えて，産総研はIYPE（国際惑

星地球年）およびCASMに協力を行った．日

本における実施のために，日本学術会議地球

惑星科学委員会は国際対応分科会の下に

IYPE小委員会を設置している．国際惑星地

球年の開始年2007年を迎え，そのスタートを

記念して，１月22日に「IYPE開催宣言式典」

を行った．CASMは世銀と英国国際開発省が

主導するスモールスケールマイニングのため

の国際イニシアチブである．産総研はアジ

ア・太平洋における調整業務を担当してお

り，打ち合わせ，報告等のため，マダガスカ

ルで開催された第六回年次総会へ職員を派遣

Fluids of Deposits（2007-2011）. Prof. P.S.

Garofalo, Universita di Bologna,

Dipartimento di Scienze della Terra e

Geologici-Ambientali, Piazza di Porta S.

Donato, 1-40127 Bologna, Italy. E-mail:

garofalo@geomin.unibo.it

IGCP-543: Low-temperature Thermochro-

nology: applications and inter-laboratory

calibration. Prof. M. Zattin, Dipartimento

di Scienze della Terra e Geologici-

Ambientali, Universita di Bologna, Via

Zamboni 67, 40127 Bologna, Italy. E-mail:

zattin@geomin.unibo.it

IGCP-545: Clays and Clay Minerals in Africa

（2007-2011）. Prof. Georges-Ivo E. Ekosse,

School of Physical and Mineral Sciences,

University of Limpopo, Private Bag

X1106, Sevenga 0727, Soth Africa. E-mail:

ekosseg@ul.ac.za

IGCP-546: Subduction Zones of the

Caribbean（2007-2011）. Prof. Antonio

Garcia-Casco, Departamento de

Mineralogia y Petrologia, Facultad de

Ciencias, Universidad de Granada,

Fuentenueva s/n 18002 Granada, Spain.

E-mail: agcasco@ugr.es

IGCP-555: Rapid Environmental/Climate

Change in the Cretaceous Greenhouse

World（?）. Prof. Chengshan Wang, China

University of geosciences, Beijing

Xueyuan Lu 29, Haidian District 100083,

Beijing, P.R. China. E-mail: chshwang@

cugb.edu.cn

IGCP-557: Diamonds, Xenoliths and

Kimberlites（ ?）. Prof. H. Sommer,

Department of Geology, University of

Botsawana, Private Bag 0022, Gaborone,

Botswana. E-mail: sommerth@mopipi.ub.

bw

以上の結果，現行のプロジェクトは，

O.E.T.（期間延長）の４を含めて計54となる．

新しいプロジェクトに参加しておられる方，

および，参加を希望される方は下記にご連絡

下さい．

新規プロジェクトの提案をお考えの方は，

下記まで御連絡下さい．申請要領や申請書類

は，ユネスコのホームページhttp://www.

unesco.org/science/earth/を御覧下さい．提

出期限は10月15日です．なお，国内委から推

薦するために，提案者にご出席戴きプロジェ

クトについて説明を受けるための国内委員会

は９月21日（金）に開かれる予定です．

９．御質問等は，下記にお寄せ下さい．

委員長　波田　重煕

〒654-8585 神戸市須磨区東須磨青山2-1

神戸女子大学大学文学部

電話：078-737-2097 Fax: 078-732-5161

E-mail: hada@suma.kobe-wu.ac.jp

幹事　　斎藤文紀　

〒305-8567 つくば市東1-1-1
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沿岸都市地質研究グループ

電話：029-861-3772 Fax: 029-861-3747

中央第７産業技術総合研究所

地質情報研究部門

E-mail: yoshiki.saito@aist.go.jp

（文責　波田重煕）
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表紙紹介

千鳥が滝の中新統川端層とソールマーク
Miocene Kawabata Formation and sole marks at the

Chidori-ga-taki (Chidori Falls), 
Yubari, Hokkaido

写真：川村信人（北海道大学理学院自然史科学専攻）

解説：川村信人・川上源太郎（北海道立地質研究所）

『千鳥が滝』は，夕張市滝の上公園内にある夕張川河床の段差地

形である．写真（上）は2005年10月撮影．下流部が滝つぼ状にやや

深くなっており，千鳥が淵とも呼ばれる．北海道では有数の地層の

大規模露頭であり，良い巡検場所ともなっている．なお，この河床

平坦面が自然侵食面なのか，あるいは人工的なものかは不明である．

千鳥が滝周辺を含む夕張山地に分布する新第三系中新統川端層

は，軸流方向の重力流によって形成された全層厚3,000mに達する

地層であり，島弧衝突に伴うフォアランド堆積盆（フォアディープ）

を埋めたconfined turbidite systemであると考えられる．千鳥が滝

付近では，走向NNW，傾斜60Wでほぼ同斜構造をなす．写真に

写っている地層の厚さは100m程度である．

千鳥が滝の地層は，シルト岩・細粒葉理砂岩・粗粒タービダイト

の互層からなる．葉理砂岩には，単層上面にやや不規則なリップル

マークを持つものもある．粗粒タービダイトは含礫極粗粒砂～細粒

砂岩の級化層で，単層上部にシルト片を含む場合が多い．

タービダイトの単層底部には，頻繁にソールマークが認められる．

写真（中・下）は，デジタルカメラにより撮影した９枚の写真

（2001年６月撮影）をパノラマ合成したもので，掲載の都合上その

中央部で２分割した．全景写真（上）のほぼ中央部にあるこの露頭

は，2005年頃の春先の雪どけ増水で崩落し，現在はそのほとんどが

失われている．ソールマークはフルートキャストを主体とし，グ

ルーブキャストが混在している．無方向・団瘤状のものはロード

キャストであり，フルート・グルーブキャストも未固結時変形によ

り形状が改変されているものが多い．古流向を判定できるものでは，

写真の右→左方向であり，NNW→SSE方向となる．川端層の全体

的な傾向として北→南の古流向が卓越しているので，それに整合的

である．

古文書によると，有名なB.Sライマンが日本人助手たちとともに

舟で夕張川を遡った時，この千鳥が滝に進路を阻まれて断念し，後

日あらためて陸路で上流へ調査の歩みを進めたとされている．また

その際川岸で採取した石炭の転石が，後の夕張炭田の発見につな

がったとも伝えられている．

訂正

ニュース誌７月号の杉山隆二名誉会員の追悼記事（vol.10,

no.7, p.30）の中で，一部誤りがありましたので，訂正致します．

なお，本年８月に奥様　桜子様が急逝されました．ご遺族へ

のご連絡は下記になります．

東京都練馬区石神井台6-17-4 幸男（次男）様

訂正箇所（下線）

杉山先生は1911年（明治44年）２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，1929年（昭和４年）

４月，東京帝国大学理学部地質学科に入学，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．

帝大卒業後渡満され，２年間南満州鉄道（株）計画部地質調査

所に勤務された後，1938年（昭和13年）に東京帝国大学大学院

に入学，1940年（昭和15年）５月に大学院を中退され，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．

＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
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る要塞化，米軍の占領などが続いて研究が困

難になり，1970年代に白木敬一氏や黒田直氏

らが無人岩の重要性を再発見するまで忘れ去

られていた不遇の歴史が記述されている．

本書では父島列島の地層を下位から円
まる

縁
べり

湾

層，旭山層，三日月山層（以上始新統），南
みなみ

崎
ざき

層（漸新統），そして地すべり堆積物や海

浜・谷底堆積物（完新統）に区分している．

円縁湾層（＞710m）は無人岩質の枕状溶岩

と同質の砂岩・泥岩を主とし，上部にはデイ

サイト質の枕状溶岩が発達する．旭山層

（＞200m）はデイサイト～流紋岩のシート状

溶岩やハイアロクラスタイトを主とする．三

日月山層（＞300m）は礫岩，砂岩，泥岩，

凝灰角礫岩と古銅輝石安山岩の枕状溶岩から

なる．南崎層（＞60m）は大型有孔虫化石を

含む石灰岩を主とする．そして円縁湾層には

北北西～西北西走向の多数の無人岩質，デイ

サイト質，流紋岩質の岩脈が貫入し，一部で

100％岩脈からなるシート状岩脈群を形成す

る．このような地質は，無人岩を含み，デイ

サイトに富み，シート状岩脈群が発達するキ

プロスのトルドス岩体のようなオフィオライ

トの成因を考える上で参考になる．また，七

島海嶺とは異なり，小笠原海嶺には6.0km/s

のP波速度をもつトーナル岩質の中部地殻は

発達しないが，旭山層の流紋岩質枕状溶岩中

に20cm大のトーナル岩捕獲岩が存在するの

は注意を引く．なお，父島の第四系中に日本

最大のカタツムリ（絶滅種）の化石が多産す

るのは面白い．

西之島については，新島の噴火中（1973-

74年）およびその後1990年までの地形の変化

を多数の図と写真を使って詳しく説明してい

る．噴火の様子を示した航空写真，爆裂火口

跡，アグルチネートを覆う火砕サージ堆積物

などの写真は印象的である．噴出物中に微細

な自然鉄が存在したという記述も興味深い．

以上のように，本書は非常に優れた地質

図・説明書であるが，いくつか注文もある．

本書では，化学組成は全岩主要元素組成のみ

が示され，微量元素組成，鉱物のモード組成

や化学組成は示されていない．代表的なもの

だけでも示してもらえればよかったと思う．

また，本書では古銅輝石をEn90-70としている

が，このように定義すると通常の島弧安山岩

中の斜方輝石は多くが古銅輝石になってしま

う．コンドライト隕石における斜方輝石の区

分と同様にEn90-80のものを古銅輝石とし，

En80-70のものはそれより鉄に富むものと一緒

に紫蘇輝石と呼ぶ方が実用的である．地質図

で岩脈は従来の５万分の１図幅と同様の手法

で「岩脈類」として示されているが，シート

状岩脈群をなすのであれば，表現方法を少し

工夫すべきだと思う．なお，本書では父島の

北西海岸で数千年前に約0.1km3規模の地すべ

りが発生したことが明らかにされ，地質図に

その範囲も明示されていて，集落への落石・

崩落を警戒する必要が述べられているが，津

波の可能性も考慮する必要があろう．

私は2004年に淡青丸KT04-28航海の途中，

この地質図と説明書では，小笠原海嶺上の

父島列島（南から父島，兄島，弟島とそれら

周辺の小島）およびその西方約130kmにある

七島海嶺上の西之島を扱っている．北方の聟
むこ

島列島，南方の母島列島，および南西方の火

山列島（硫黄島など）は含まない．ボニナイ

ト（本書では無
む

人
にん

岩）を産することで世界的

に有名な父島列島は長年ここを研究してきた

海野氏が主筆し，1973～74年の噴火で新島を

形成した西之島（現在は新旧両島が合体）は

中野氏が主筆している．

説明書は，露頭（＋地形・標本）写真を88

枚，偏光顕微鏡写真を20枚，地図を37葉，図

を11葉，表を４葉含んでおり，特に露頭写真

の多さと見事さで際立っている．分析表には

父島列島179試料，西之島16試料の全岩主要

元素組成が掲載されており，小笠原海嶺全体

の既公表放射年代値40個をまとめた表もあ

る．本書はこのようにデータが充実している

だけでなく，文章がわかりやすく読者に親切

な配慮がなされている．地形の部分では，東

は南鳥島から西は沖の鳥島まで，北は伊豆七

島から南はマリアナ諸島まで，小笠原海域全

体の海底地形が説明され，特に小笠原トラフ

の北縁を限る孀
そう

婦
ふ

岩
がん

構造線が第四紀火山の配

列方向や火山岩の化学組成の大きな境界であ

ることが強調されている．地質概説の最初に

は用語ノートがあり，無人岩，古銅輝石，枕

状溶岩，シート溶岩，ロベートシート溶岩，

板状溶岩，水底パホイホイ溶岩ローブ，そし

て枕の破片を含むハイアロクラスタイトと枕

状角礫岩の違いについて解説されている．

「第三系の研究史」は小笠原発見の歴史から

始まり，1543年のスペイン人トルレスによる

最初の発見や，幕末に黒船で浦賀に来たペ

リーがその往路に小笠原の上陸調査を行い博

物学的な記録を残していることなど，興味深

い歴史が述べられている．無人岩についても，

菊池安氏が1888，1890年に世界初の岩石学的，

地球化学的研究を公表してその特殊性を明ら

かにしたにもかかわらず，その後日本軍によ

石井輝秋氏，新井田清信氏らのお世話で父島

の巡検に参加したことがあるが，すばらしい

露頭の連続であった．日本の地質家の皆さん

に，本書を携えて，是非一度父島を訪問され

ることをお勧めする．

（石渡　明）

20万分の１地質図幅「屋久島」が，「開聞

岳及び黒島の一部」（川辺ほか，2004）に続

いて刊行された．世界遺産として1993年に登

録された屋久島は，九州地方最高峰1,935m

の宮之浦岳のほかに1,500mを越す山々が

あって，洋上のアルプスと呼ばれている．そ

の高さゆえに亜熱帯から亜寒帯までの気候下

で独特の生態系をもつ島は，樹齢数千年とい

われる屋久杉とともに，豊かな自然が残され

ている場として注目されており，その生い立

ちについて人々の関心は高い．この度まとめ

られた本図幅は，地質関係者にとって有効に

利用されるだけではなく，多くの固有種が自

生する特異な生態系が，どのような地質のも

とで育まれてきたかに関心をもっている自然

史あるいは環境分野や，さらに自然災害防止

に携わる関係者にも有益な情報を提供するも

のとなろう．

本図幅には，東側の種子島，種子島海峡を

はさんで中央を占める屋久島，および吐喝喇

海峡西側の口永良部島と平瀬の島々がある．

地質からみると種子島・屋久島と口永良部島

とに大きく二分され，互いの地質はまったく

異なっている．前二島は九州南部の大隅半島

から連なっている四万十帯の古第三紀付加体

からなり，屋久島ではそれを貫く花崗岩類が

島の大部を占めている．後者の口永良部島は，

北の鬼界カルデラから南の平瀬に連なる琉球

弧火山フロントにあたっていて，成層火山の

複合体からなる．本図幅と20万分の１地質図

幅「開聞岳及び黒島の一部」（2004），同「宮

崎」（1997），同「鹿児島」（1997）および同

「甑島及び黒島」（2004）をあわせて既存の広

域的地質図と比べてみると，新たな研究成果

にもとづいたより詳細な地質表現が試みられ

ており，地域地質の研究が広域にわたってい

かに進展してきたかを理解することができ

る．このような野外科学にもとづく成果を蓄

積してこられた著者らの努力に敬意を表する

とともに，地質調査総合センターの活動がさ

らに発展することを強く期待するものであ

る．

本図幅は，地質図とともにあげられた80篇
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海野　進・中野　俊　著

父島列島地域の地質．
地域地質研究報告（５万分の１
地質図幅，小笠原諸島（20）第

２号, NG-54-8-13･14）

新版地質図・
報告書類

産業技術総合研究所　地質調査総合セン

ター　2007年５月31日発行．71p. 

3,255円（税込み）

斎藤　眞・小笠原正継・長森英明
下司信夫・駒澤正夫　著

20万分の１地質図幅「屋久島」

産業技術総合研究所　地質調査総合セン

ター，2007年５月発行，2,520円（税込み），

裏面に解説付



が大きい本体がゆっくり冷却したのが

14.3Maと推定されている．屋久島北東部と

種子島にみられる石英斑岩の岩脈は，同様に

15.6Maであることから，屋久島花崗岩と同

時期の貫入とされる．また，本図幅の南西部

に岩礁として露出している平瀬は，熱水変質

を受けた安山岩およびデイサイトからなる

が，その溶岩のFT年代が4.2Maであること

から，その火山島は現在の火山フロントにお

ける活動の産物ではないことが指摘された．

付加体を不整合におおう中期中新世後期～後

期中新世初期および後期鮮新世～更新世初期

の地層についても，それらの分布と年代がよ

く整理されている．種子島のこれらの地層群

は，琉球弧の前弧海盆堆積物であり，九州南

東部の宮崎層群や琉球列島の島尻層群と対応

することが明らかにされている．

本図幅で注目される成果に，古第三紀付加

体や屋久島花崗岩の地質とともに，口永良部

島の火山地質をあげることができる．2.5万

分の１の火山地質図14「口永良部島火山地質

図」（下司・小林，2007）と同時並行で編纂

されたこともあって，その火山体区分が一部

簡略化されてはいるものの，活火山である口

永良部島火山が，安山岩溶岩と同質の火砕物

からなる複数の成層火山の複合体であること

が明瞭に示されている．詳細な噴火活動史に

ついては，ぜひ口永良部島火山地質図幅を参

照していただきたい．本図幅においても，中

期更新世初頭の後境火山・城ヶ鼻火山から，

20万年頃の噴火が推定される番屋ヶ峯火山，

最上位に9.5万年前の鬼界葛原テフラが挟在

する高堂森火山，中位に2.9万年前の姶良AT

テフラをもつカシ峯火山，1.5万年前の軽石

噴火による火砕丘をもつ野池火山，1.3～1.1

万前の玄武岩質安山岩の火砕物で形成された

古期古岳火山，完新世に入ってから形成され

た新期古岳火山，８世紀ないし11世紀と推定

される溶岩をふくみ，現在もその頂部で噴気

活動が盛んな新岳火山まで，形成史を読みと

ることができるように表現されている．

第四紀の火山噴出物として，屋久島北東部

で新たに提唱された椨川層に挟在される軽石

を多くふくむ小瀬田火砕流堆積物と，鬼界カ

ルデラ火山の7.3万年前噴火による幸屋火砕

流堆積物がある．後者は紫蘇輝石デイサイト

を越える文献にも示されているが，従来の知

見に加えて著者らのオリジナルな調査研究に

もとづいて編纂されており，従来の編纂図に

比べて精度のあがったわかり良いものとなっ

ている．これまで熊毛層群として一括されて

きた種子島と屋久島に分布する古第三紀地質

体は，付加テクトニクスの視点から詳細な見

直しがなされている．四万十帯からの延長で

あるその地質体については，とくに屋久島の

ものの帰属は不明であったのだが，新たに発

見された年代決定に有効な放散虫化石から，

古第三紀の付加体であることが実証された．

さきに刊行されている５万分の１地質図幅

「末吉」（斎藤ほか，1994）の成果をふまえな

がら，中期始新世～前期漸新世の日向層群と

前期漸新世後期～前期中新世の日南層群に区

分され，前者が四国四万十帯南帯北半の付加

体に相当し，後者は同じ南帯の南半に対比さ

れることが明らかにされている．地質図では，

整然相とメランジュが識別できるように表現

されており，砂岩中の玄武岩溶岩ブロックも

区別されてわかりよいものとなっている．先

に刊行された20万分の１地質図幅「開聞岳及

び黒島の一部」（川辺ほか，2004）でも同じ

区分に従っており，このことは20万分の１地

質図幅「宮崎」（斎藤ほか，1997）からなさ

れてきたもので，付加体地質の水平的広がり

や地質構造が次第に明瞭になってきたことが

理解される．

新第三紀火成岩類については，種子島北部

の中期中新世のランプロファイアー岩脈，屋

久島の主部を占めている中期中新世の屋久島

花崗岩，および同時期に貫入した石英斑岩の

追跡調査がなされている．ランプロファイ

アーの貫入時期は，角閃石のK-Ar年代

18.2Maから前期中新世とされ，屋久島花崗

岩は西南日本外帯の中期中新世花崗岩類の

もっとも西端に位置するもので，正長石の巨

晶をふくむ粗粒黒雲母花崗岩からなる主岩相

と，黒雲母花崗閃緑岩や菫青石をふくむ黒雲

母花崗岩からなる吉田花崗閃緑岩，さらに優

白質の黒雲母白雲母花崗岩やアプライトおよ

びペグマタイトからなる周縁岩相を識別し，

その岩相分布精度をあげた表現がなされてい

る．屋久島花崗岩の放射年代を整理し，K-

Ar年代などから15.5Maに貫入固結し，岩体

質軽石および火山灰からなる大規模な火砕流

で，その層厚はほとんど１m以下のようであ

るが，比較的厚く分布するところが屋久島花

崗岩の上に図示されているように，その火砕

流堆積物が本図幅の全域にわたって分布した

ことが理解される．これらのほかに，自然災

害に関連する活断層や花崗岩中のリニアメン

ト，温泉・冷鉱泉，タングステンや硫黄や砂

鉄の鉱床についても記載されている．重力異

常については，「屋久島地域重力図」（駒澤ほ

か，2005）のブーゲー異常図にもとづいて編

集されており，地表地質との対応がわかるよ

うに500mの上方接続殘差重力が別の図に整

理されて描かれている．大局的には北北東－

南南西方向の正負分布が認められ，種子島と

屋久島の基盤構造に対応しているようにみえ

る．

このように，本図幅には新しい知見がもり

こまれかつ詳細に表現されており，裏面の解

説内容も充実したものとなっている．本図幅

は，地質調査・研究あるいは地質教育を進め

るうえで有用であるだけでなく，環境保全や

地域防災に携わるあるいは持続的開発を試み

る関係者にとっても大いに役立つものと考え

られる．昨年の地質学会において，著者らが

ポスター・セッションで一般向けの「屋久島

の地質」を紹介していたが，地質の大事さ・

面白さを広くアピールするためには早い機会

に普及用のポスターが発刊されることを期待

したい．世界の自然遺産として認定された屋

久島，その自然を培い支えてきた地質の重要

さを広く理解してもらうためには，だれもが

わかるような情報を提供してくれるより簡易

なものが必要だからである．一般向けのポス

ターや地質百選のひとつに選ばれたことなど

が地質学の普及・認知に役立つのはもちろん

であるが，本図幅のように時間と労力をかけ

た野外地質科学の成果を編纂して公表するこ

と，このような努力が疑いもなく地質学研究

の土台を支え発展に寄与している．おわりに，

本図幅の発刊に謝意を表しつつ，地質図幅の

継続的な出版活動が学術的にも社会的にも重

要であることを述べておきたい．

（斎藤靖二）
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［ 大会概要　］

会期：2007年５月19日（土）－24日（木） ６日間

会場：千葉幕張メッセ　国際会議場

●　加盟学協会数　46学会

●　協賛学会数　４学会

●　後援団体　49団体

●　参加者数4,561名

事前参加登録者数2,628名

（一般1,575名，小中高教員11名，学生617名，一日券425名）

当日参加登録者数1,933名

（一般435名，小中高教員６名，学生203名，一日券721名）

（学部生270名，シニア（70歳以上）60名，一般公開238名）

●　論文投稿数　3121件

●　セッション数　134件（ユニオン：３，レギュラー：71，スペ

シャル：54，一般公開プログラム：６）

●　会場数　13

●　アルバイト延べ　179名　　地元ボランティア延べ　32名

●　団体展示　39団体（41ブース）

●　書籍・出版団体展示　16団体（16ブース）

●　パンフレットデスク展示　７団体（７ブース）

●　会合　68会合

●　取材プレス数　37社

日本地球惑星科学連合の新体制

［新委員会体制］（７月20日現在）

■運営会議

議　長：木村学

副議長：大谷栄治

副議長：浜野洋三

■総務委員会

委員長：中村正人

副委員長：吉田武義

近藤忠，篠原雅尚，棚部一成，中島健介，西村浩一，野村文明，平

田岳史，松浦充宏，松尾公一，松島健，宮本英昭

■財務委員会

委員長：小原隆博

副委員長：西弘嗣

牛尾収輝，及川純，木下正高，仲田洋治，七山太，樋口篤志，南島

正重

■企画委員会

委員長：吉田真吾

副委員長：小川康雄，大村善治

オブザーバー：安仁屋政武，大谷栄治，木村　学

石川洋二，鵜川元雄，海老原充，岡元太郎，近藤昭彦，斉藤剛士，

高橋冨士信，外田智千，森島済

■広報･アウトリーチ委員会

委員長：田近英一

副委員長：原　辰彦

安藤寿男，岩田修二，内山高，奥村晃史，久利美和，黒石裕樹，黒

澤正紀，斎藤眞，高橋幸弘，瀧上豊，橘省吾，谷篤史，辻村真貴，

東宮昭彦，西尾文彦，水垣桂子，道田豊，宮本英昭，横山央明，吉

本和生，渡辺俊樹

■大会運営委員会

委員長：岩上直幹

副委員長：高橋幸弘，北和之，津田敏隆

プログラム局委員長：渡辺真人

プログラム局副委員長：古村孝志

情報局委員長：西田究

情報局副委員長：中川茂樹

阿部隆，石橋純一郎，内田忠賢，大野希一，小田義也，小野高幸，

加藤泰浩，篠原育，武井康子，竹内希，田中智，谷川尚哉，坪井誠

司，中江訓，藤光康宏，村山祐司，安原正也，横川美和，吉田尚弘，

吉永秀一郎

■教育問題検討委員会

委員長：畠山正恒

副委員長：根本泰雄

上席幹事：阿部国広

幹　事：瀧上豊，宮嶋敏，中井睦美

顧　問：大村善治，中井仁

奥野　誠，武田和久，天川裕史，吉本充宏， 林信太郎，古川武彦，

坪田幸政，赤井純治，西木敏夫，天野和孝，藤本光一郎，宮下　敦，

伊東明彦，山野　誠，清水英範，塩野清治，内田忠賢，辻村真貴，

近藤昭彦，樋口篤志，新井真由美，三田　肇，太田陽一，納口恭明，

中尾　茂，松本　剛，白井知子，牧野泰彦，加藤禎夫，南島正重，

林　慶一，久津間　文隆，山中勤，津野　宏，町田　忍，橋本武志，

島津弘，芝川明義，大谷具幸，前杢英明，滝沢由美子，竹内裕一，

海東達也，米澤千夏，西城　潔，山崎淳司，林　陽生，松島潤，三

ケ田均，山田伸之，宮崎忠國，佐々木晶，縣　秀彦，鈴木文二

■国際委員会

委員長：加藤照之

副委員長：公文富士夫，藤田英輔

橋本博文，秦野輝儀，小池勲夫，中田節也，有馬眞，近藤豊，赤荻

正樹，森田喬，真鍋真，渡辺寧，平原和朗，清水英範，古宇田亮一，

内田忠賢，安原正也，栗城稔，大西充， 山岸明彦，金森邦夫，中

尾正義，笠井康子，武藤鉄司，奥村晃史，五島政一，熊野善介，

柳澤教雄，唐常源，佐野有司，上出洋介，恩田裕一，浅沼宏，友澤

和夫，手塚章，田部俊充，戸倉信一，石川徹，古宇田亮一，阿部隆，

山崎淳司，鳥谷均，斎藤秀樹，長幸平， 宮本英昭，吉田武義

■男女共同参画委員会

委員長：中村正人

副委員長：前田佐和子，富樫茂子，三ヶ田均

阿部隆，天川裕史，新井真由美，岩坂直人，内田忠賢，岡崎浩子，

小口千明，紺屋恵子，佐々木緑，佐藤薫，佐藤キエ子，杉田文，田

島文子，田村俊和，中村卓司，中村良介，沼子千弥，藤縄明彦，宮

下由香里，山野誠，吉田武義，渡邊眞紀子

■将来構想委員会

委員長：松浦充宏

副委員長：大谷栄治，浜野洋三

幹　事：田近英一

中村正人，石井守，本蔵義守，丸山茂徳，中島映至（木本昌秀），

岡部篤行，北里洋，末広潔，谷上美穂子（オブザーバー）

［ 加盟学協会　］ 46加盟学協会（７月20日現在）

日本宇宙生物科学会　　　　　　日本応用地質学会

日本海洋学会 日本火山学会

日本岩石鉱物鉱床学会 日本気象学会

日本鉱物学会 日本国際地図学会

日本古生物学会 日本沙漠学会

資源地質学会 日本地震学会

日本写真測量学会 日本情報地質学会

人文地理学会 日本水文科学会

水文・水資源学会 生態工学会

生命の起原および進化学会 石油技術協会

日本雪氷学会 日本測地学会

大気化学研究会 日本堆積学会

日本第四紀学会 日本地学教育学会

地学団体研究会 日本地下水学会
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日本地球化学会 地球電磁気・地球惑星圏学会

日本地形学連合 日本地質学会

日本地熱学会 地理科学学会

日本地理学会 日本地理教育学会

地理教育研究会 地理情報システム学会

東京地学協会 東北地理学会

日本粘土学会 日本農業気象学会

物理探査学会 日本陸水学会

日本リモートセンシング学会 日本惑星科学会

日本地球惑星科学連合　運営会議議事録

日本地球惑星科学連合　第３回運営会議　議事録

日時：200７年５月19日（土）12時30分－13時45分

場所：幕張メッセ国際会議場　２階　204号室

出席者：18名

浜野洋三（議長），木村学（副議長），中村正人（総務委員長），吉

田武義（総務副委員長），小原隆博（財務副委員長），大村善治（企

画委員長），吉田真吾（企画副委員長），大谷栄治（企画委員），田

近英一（広報・アウトリーチ委員長），原辰彦（広報・アウトリー

チ副委員長），津田敏隆（大会運営委員長），高橋幸弘（大会運営副

委員長），古村孝志（プログラム局委員長），北和之（プログラム局

副委員長），渡辺真人（プログラム局副委員長），根本泰雄（教育問

題検討委員会副委員長），岩上直幹（事務局長），武重朋子（事務局）

議題：

１．日本地球惑星科学連合規約の改定について

２．新委員会体制について

・国際地学オリンピック小委員会について

３．財務の現状と方針

４．その他（プログラム委員会からの報告）

１．日本地球惑星科学連合規約の改定について

日本地球惑星連合の体制は2年を1区切りとしており，本連合大会

の移行の時期にあたる．新体制のための連合規約の変更と運営会議

のメンバーについては，今回の評議会で承認を得る必要がある．

（1）新しい委員会として，運営会議の下に，運営の実務を行う次の

常置委員会を置く．

・男女共同参画委員会：男女共同参画小委員会だったものを十分な

実績を評価し委員会にする．

・将来構想委員会：連合発足後，２年が経過し，順調に成長をして

いるが，人的資源の確保と財政基盤の安定が必要とされ，さらに

法人化とその後の体制を検討するために，この委員会を立ち上げ

る．

以上の案件に対し，運営会議で承認され，規約の改訂ということ

で次の評議会に提出することとした．

２．各委員会の体制について

各委員会においては，運営体制を強化する上で必要であれば副委

員長を複数人選任するなどし，新体制を構築する．

委員長・副委員長は運営会議のメンバーということで評議会で承認

を受ける必要がある．

任期に関しては，連合規約では，評議会議長と運営会議の議長・

副議長は再任を認めない．それ以外の委員長・副委員長に関しては

再任を認めることとなっている．

連合の運営体制の継続性を確保する為に，副委員長２年，委員長

２年，副委員長２年を勤めることも考慮するべきである．特に，運

営会議議長，副議長に関しては再任を認めないので，副議長，議長，

副議長の順に働いて頂くことが望ましい．

２－１　＜新体制案＞

■議長：木村学　副議長：大谷栄治，浜野洋三

■総務委員会

委員長：中村正人　副委員長：吉田武義，＋１名選任中

■財務委員会

委員長：小原隆博　副委員長：川幡穂高，＋１名選任中

■企画委員会

委員長：吉田真吾　副委員長：大村善治，小川康雄

委員として地理方面より選任するのが好ましい．（推薦：今泉さん）

■広報・アウトリーチ委員会

委員長：田近英一　副委員長：原辰彦

■大会運営委員会

委員長：岩上直幹　副委員長：津田敏隆，高橋幸弘，北和之

・次期プログラム副委員長は立候補がない場合は，鉱物関係より選

出してもらう．

■教育問題検討委員会

委員長：畠山正恒　副委員長：根本泰雄

・委員長を経験したものは副委員長か上席幹事とする．

各小委員会の世話人会代表を幹事とし，幹事以上を教育問題検討委

員会の運営会議メンバーとして活動していく．

・学術会議より高校などで活用できる地球環境教育に関するテキス

トやパンフレットを対応してほしいという依頼がきている．

どこの小委員会で対応するのか議論する必要がある．

■国際委員会

委員長：加藤照之　副委員長：未定

・メンバーは各学会より選出している為，連合としてのまとまった

活動が困難となっている．

業務の再検討，学術会議側との連携強化，AOGS・EGU・AGU

対応，規約の見直し等が必要．

■　男女共同参画委員会

委員長：中村正人　副委員長：前田佐和子，富樫茂子，三ヶ田均

■将来構想委員会

委員長：松浦充宏　副委員長：大谷栄治，浜野洋三　

メンバー：運営会議の各委員長，学術会議より岡部会長，及びその

他有識者を考える．

その他

・委員の任期に関して：任期2年以上，再任は妨げない．申し出が

ない限り自動継続とする．

・評議委員会にて正式に発表があるが学術会議が地球環境問題の関

係からワーキングループを連合と作る可能性がある．この場合，

ぜひ企画委員会でとりあげてもらいたいという意見があがった．

たとえば小委員会を企画の下におくなどして対応してほしい⇒企

画委員会としては，オーバーワークになる可能性があるので，受

けることは出来ない⇒これに関しては再度検討する必要があり，

運営会議の下におくなどで対応するなど検討していく．

２－２　国際地学オリンピック小委員会について

実務上地学オリンピック小委員会を委員会にするか，しばらく小

委員会のまま様子をみるか検討し，以下のような議論があった．

＊地学オリンピックに正式参加するのであれば委員会にして，実務

メンバーをそろえて取り組んだ方が良い．

＊今年に関しては，現地調査ということであれば小委員会のままで

活動し，より具体化した時点で委員会として，立ち上げメンバー

を見直し，実務・実働的メンバーをそろえる．＊経費についての

問題点がまだ片付いてない等，検討の余地があるので，現在はま

だ小委員会の方が良い．

＊小委員会の方が小回りがきくのでこのまま小委員会とし，メン

バーのみ実務メンバーに変えるのが望ましい．

検討の結果，

＊委員会にはせず，小委員会のままで進め様子をみることに決定．
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３．財務の現状と方針

時間の関係で詳細は評議会にて説明

４．その他（プログラム委員会からの報告）

今年の総投稿数3121件．昨年に比べ14％アップした．日程は１日

増やし６日間で開催．

2008年大会まではこの日程で開催すれば，若干ポスター発表を増

やす等の対応で問題ないと思われる．2009年はこの調子で延びると

会場が足りなくなると思われる．メッセ以外の会場にてパラレル

セッションも検討する必要がある．

以上

［５］日本地球惑星科学連合　評議会議事録

日本地球惑星科学連合　第５回評議会議事録

日　時：2007年５月22日（火）16：30-18：15

場　所：幕張メッセ国際会議場　２階国際会議室

出席者：（敬称略，日本を除く学会名50音順）

小坂和夫（日本応用地質学会），藤井敏嗣（日本火山学会），板谷徹

丸（日本岩石鉱物鉱床学会），新野宏（日本気象学会），松原聰（日

本鉱物学会），中村和郎（日本国際地図学会），北里洋（日本古生物

学会），白石雅美（日本沙漠学会），浦辺徹郎，森下祐一（資源地質

学会），島崎邦彦（日本地震学会），岩松暉（日本情報地質学会），

鈴木啓助（日本水文科学会），近藤昭彦（水文・水資源学会），島田

秋彦（生命の起原および進化学会），佐野正治（石油技術協会），藤

井理行，竹本修三（日本測地学会），近藤豊（大気化学研究会），松

本良（日本堆積学会），奥村晃史（日本第四紀学会），下野洋（日本

地学教育学会），柴崎直明（地学団体研究会），嶋田純（日本地下水

学会），蒲生俊敬（日本地球化学会），本蔵義守，歌田久司（地球電

磁気・地球惑星圏学会），斉藤享治（日本地形学連合），宮下純夫

（日本地質学会），江原幸雄（日本地熱学会），前杢英明（地理科学

学会），大森博雄（日本地理学会），村山祐司（地理情報システム学

会），田村俊和（東京地学協会），阿子島功（東北地理学会），井上

厚行（日本粘土学会），鳥谷均（日本農業気象学会），河野雄平（物

理探査学会），小寺浩二（日本陸水学会），笠博義（日本リモートセ

ンシング学会），林祥介（日本惑星科学会），入倉孝次郎，岡部篤行 ，

河野長，永原裕子（日本学術会議），浜野洋三，木村学，吉田武義，

小原隆博，大村善治，田近英一，原辰彦，津田敏隆，高橋幸弘，古

村孝志，根本泰雄，大谷栄治 ，松浦充宏（日本地球惑星科学連合）

計59名

議　題：

１．承認事項

２．運営会議活動報告（大会運営，財務，総務，広報・アウトリー

チ，企画，国際，教育問題検討各委員会）

３．日本学術会議活動報告

４．次期評議会議長選出

５．その他

配布資料：

１．2006年会計監査報告

２．運営会議メンバー表

３．規約改正承認依頼及び現行規約

４．2007年連合大会概要（５月21日速報含む）

５．財務委員会報告

６．２広報アウトリーチ委員会報告

７．2006年10月－2007年５月各委員会議事録

――――――――――――

＜承認事項＞

１．運営会議メンバー

２．規約改正

――――――――――――

＜議事詳細＞

１．2006年会計監査報告及び承認

・2006年決算報告（期間2005年10月１日から2006年９月30日）を受

けて，監査担当藤井良一，加藤学両氏による会計監査が行われた．

最終的に2006年11月１日，日本地球惑星科学連合事務局において，

予算の執行，帳簿の整理など正常かつ適性に処理されていること

を確認した旨の報告があった．従って，2006年決算報告が正式に

承認された．

２．運営会議メンバー承認

・任期満了にともない，運営会議代表をはじめ運営会議メンバーの

交代があった．新運営会議議長は木村学氏，副議長に浜野洋三氏

（前代表），大谷栄治氏，他新メンバーを承認した．

３．規約改正の承認

・第25条について，常置委員会の下記２委員会の追加提案があり，

これを承認した．

項目（8）男女共同参画委員会

項目（9）将来構想委員会

（提案理由）男女共同参画委員会は，今まで小委員会であったが，

そのじゅうぶんな活動実績と社会的要請から判断して常置委員会に

する．将来構想委員会は，連合が発足して２年が経過し順調に成長

しているが，人的資源確保と財政基盤が必要とされ，さらに法人化

とその後の体制を検討するために立ち上げる．

４．運営会議活動報告

（1）大会運営委員会

（津田大会委員長より2007年大会概要の報告）

・協賛４，後援48団体，開催セッション134（前年109），投稿数

3121件（前年2725），参加登録者数５月21日現在4048名（前年

4008），団体展示39団体41ブース，大学インフォメーションパネ

ル8大学，書籍16ブース，パンフレットデスク５団体（新企画），

加盟学協会受付５，会合数79．

・参加登録者数については，最終的には4500名が見込まれる．（→

最終集計4599名）

・来年2008年大会日程は，2008年５月25日（日）－30日（金）の６

日間，会場は，幕張メッセを予定している．

（古村プログラム委員長より委員会活動報告）

・プログラム編成の流れについて

セッション提案→セッションコマ割（基本式：［Oral＋0.3＊

Oral/Poster]/6 切捨て）→セッション編成（関連分野の開催日ま

とめ→連続・同時回避希望，部屋サイズの調整）→コンビーナによ

るプログラム編成（査読，採否の決定，発表形態の決定）

・今大会においては，前年の経験により必要であるとされていた

「投稿規定」及び「プログラム編成のガイドライン」を作成した．

これに基づき，今大会では3件不採択があったが，大きなトラブ

ルはなかった．

・緊急ポスターセッションの「能登半島地震」の開催

今後緊急セッショについては，強い要望（天変地異，地球惑星科

学の大発見，記念事業）があれば柔軟に対応していくべきである．

ただし，通常大会プログラムに大きな影響がない範囲でプログラム

印刷，投稿募集，投稿料金と徴収方法も柔軟に対処することとする．

・2008年大会へむけて

プログラム委員長：渡辺真人，副委員長：古村孝志・もう１名

（募集中），委員：加盟学協会から推薦選出．

６日間，12会場（今年度比５-10％増まで対応OK），口頭：ポス

ター比率は１：１程度を目安．

当面の日程　６月レギュラーセッション，10月スペシャルセッ

ション提案募集
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課題として，セッション大記号アルファベット26文字を使い果た

しので，付け替え作業が必要になる．

（2）財務委員会

（小原副委員長より報告）

・「参加者が満足する」「委員も満足する」「放漫財政には決してし

ない」をスローガンにして活動を行ってきた．

・2006年大会より参加費増額で，各員会（各種企画）へのサポート，

事務所移転，JGLレター誌の定期発行が実現出来た．

・2007年（第３期）については，収入5740万（６％増），支出5680

万で，主な支出増は事務局家賃210万，JCOMシステム補強50万，

年間収支は黒字100万以下を予測している．

・2006年11月１日に第２期会計監査実施時，以下の進言があった．

１）黒字が小額で不安定な状態である．財政の基礎部強化の仕組

みが必要．

２）事務局に負担が大きい．

３）連合委員会への委員旅費は連合として補助するべきである．

以上の進言をを重く捉え今後新体制下，抜本的な財政強化を検討し

ていく．

（意見交換）

・財政基盤強化の検討は急務と思われる．

・学会事務センター問題の経験から，保有資産は年間収入程度は確

保するのが望ましい．

・将来構想委員会にて，財政基盤強化問題も含めて検討すべきであ

る．

（3）総務委員会

（吉田副委員長より報告）

・総務委員会下に「男女共同参画小委員会」「国際地学オリンピッ

ク小委員会」の２つの小委員会を設置し，おのおの新たな活動が

立ち上げらられた．

・法人化に向けての準備，財政基盤の見直しなどここ数年の連合の

あり方について提案が必要である．また対応業務が増えた事務局

の補強は直近の検討課題と位置づけている．

（意見交換）

・総務委員会の報告を受けて，将来構想検討委員会は，執行部から

独立した組織として，今後の連合のあり方を検討してよいと思わ

れる．

（4）広報アウトリーチ委員会

（田近委員長より広報活動について報告）

・ニュースレター誌JGLを年４回発行した．発行部数は最新号

（2007年５月１日発行）は30000部で，この分野では最高と思われ

る．発送経費節減の目的で申請していた学術刊行物指定は受けら

れなかったが，財源確保のために，内部で営業努力の結果，昨年

は経費の40％の広告収入を得た．ただし，今後の連合の財政状態

によっては発行回数縮小の可能性もあるので，引き続き財源確保

のためJGLの広告主を紹介してほしい．

・連合ニュースの配信は年２回．

・プレスリリースは，2006年７月27日「日本地球惑星科学連合より

文部科学省へ提出した義務教育段階での「理科」の有り方に関す

る提言について」

（原副委員長よりアウトリーチ活動について報告）

・連合大会における一般公開プログラム「高校生によるポスター発

表」，「地球・惑星科学トップセミナー」の開催．

・講師派遣「淡路サイエンスチャレンジ2006」，「「夢のたまご塾」

飛騨アカデミー2006年夏セミナー」の２件．今後は連合側からア

ピールして講師派遣が実現できるようなシステムを考える．

・アウトリーチのためだけのHPの作成準備中．

（意見交換）

・配送経費削減のために，第三種郵便物としてのコストダウンを可

能か検討してはどうか．

（5）企画委員会

（大村委員長より報告）

・連合大会において以下の企画を行った．

１）後援

経済的援助を受けるものではないが，大会を盛りたてる要素と

して位置づけている．

２）団体展示・書籍出版展示

関連団体による各種展示は，出展者や参加者にとって情報発

信・情報交換の場であると同時に大会にとっては大きな収入源で

ある．

３）インターナショナルセッション

2005年より始まり３年目であるが定着してきた．今年は４セッ

ション開催され，うち１つはAOGSとの共同セッションとなって

いる．

４）AOGSとのパートナーシップ

協定に則り，ホームページ相互リンク及び大会会場にポスター

掲示を行った．

５）一般公開プログラム「21世紀のフロンティア」開催

６）大懇親会

これまで二つに分けて開催していた「若者中心のビアパーティ」

と「少しフォーマルな連合パーティ」をひとつにまとめた．世代

を越えた広い交流の場となることを主旨としている．

（6）教育問題検討委員会

（根本副委員長より報告）

・連合大会での一般公開プログラム開催

口頭発表15件，ポスター発表22件行い，常時100名前後の参加者

だった．かつて20人程度の参加者でスタートしたことを考えると，

教育問題がこのコミュニティに認知されてきたと思われる．

・日本学術会議関係においては，社会貢献分科会との連携が進んで

おり，24日理数系学会教育問題連絡会との懇談会が行われ，連合

も参加する．

・教員養成に関する提言を7月にまとめる予定である．

・国際地学オリンピックについては，連合において小委員会（委員

長熊野氏，副代表久田氏）が立ち上がり活動が始まっている．第

１回の今年はオブザーバー参加とし，第２回からは正式参加をめ

ざしている．

５．日本学術会議活動報告　

（1）地球惑星科学委員会について

・地球惑星科学分野より５名，他分野より１名，分科会幹事・連合

代表３名からなる．

・連携会員は，旧研連なみの人材確保を目指し57名を選出した．連

携会員はどれかの分科会に所属することとし，いずれかのミッ

ションに参加することになっている．

（2）理数科教育について

・学術会議の理・工系の分野で構成されている第３部では共通の課

題として理数科教育に取り組む必要があるとの提案がなされてい

る．

・「理数離れはどうしてか」について検討がなされてきているが，

具体的な解決に至っていない状況である．また，現場に届いてい

ないという反省にたち，理数系学会教育問題連絡会との懇談会を

持つことになった．日本学術会議は何をすべきかを模索していき

たい．
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（3）若手人材育成について

・第３では他委員会と合同，地球惑星科学委員会では河野会員を中

心に「若手・人材育成問題検討分科会」を立上げられた．

・1995年より始まったポスドク増員計画はその目標を達成したが，

18歳人口が減少し続けている現在，大学教員のポスト数は減少し，

すなわちポスドク期間を経た若手の就職先が減り，研究活動が続

けられなくなっている現状である．問題の解決は容易ではないが

積極的に取り組むべきと捉えている．

・若手・人材育成に関する種々の問題点を分析し，望ましいあり方

に必要な方策について検討する予定である．

（3）G8サミットについて

・６月６日から８日にドイツで開催されるG8サミットに向け，G8

サミット各国及び関係５国（ブラジル，中国，インド，メキシコ，

南アフリカ）のアカデミーと共同で，サミット参加国指導者に対

する提言をとりまとめた．これはG8サミットの議題である地球

環境問題とイノベーションについて各国科学者の意見を集約した

ものである．

・今後は，G8サミットが日本で開催される予定の2008年は，G8学

術会議を日本で開催する予定であり，日本学術会議は，各国アカ

デミーに対して一層のイニシアティブを発揮していきたい．

IPCC（気候変動に関する政府間パネル ; Intergovernmental

Panel on Climate Change）の作業部会の報告を受けて，これを

分析し21世紀に人類が直面する諸課題の解決すべき問題は何か積

極的に取り組んでいくことになる．

（4）科学者委員会学協会の機能強化方策検討等分科会について

・学協会の機能強化方策検討等分科会は，平成18年３月28日に閣議

決定された「第３期科学技術基本計画」，官側の要請を受けた形

で，学協会の機能強化に資する方策の検討等に関して審議するた

め科学者委員会の下に設置された．

・この２月，学協会の現状及び問題点の把握等を目的としたアン

ケート調査及びヒアリング調査を実施した．対外報告は６月公表

に向けて現在取りまとめ中である．

・今後の学協会の有り方は，公益法人制度の改革にも大きく関係し

ている．新制度での公益法人は，税法上今まで以上にサポート受

けることができる事から，学術団体として公益法人の認定を受け

たいところと考える．

・公益法人としての学術団体の任務（必要条件）としては，「学術

大会を開催する」と「学術誌の刊行」の２つが挙げられる．連合

も是非学術誌を持つこと検討されてはどうか．

（5）その他

（意見交換，地理分野の積極的参加について）

・連合の加盟46学協会のうち，地理関係の学協会も大きな部分を占

めている．地理学には，自然地理と人文地理があり，工学との関

連も深い．地球惑星科学のカテゴリーと少し異なる部分もあると

思われるが，連合に参加している分野として広く受け入れてほし

い．

・地球惑星科学の分野においては，既に工学と理学が共存している．

この事実を充分周知してもらい，地理分野も連合の活動に積極的

に参加してほしい．

５．次期評議会議長の選出

・本蔵評議会議長任期満了により交代．自薦がなかったので，本蔵

評議会議長より，次期議長として，日本火山学会藤井敏嗣会長が

推薦され，承認選出された．

６．その他

（本蔵議長より総括）

・加盟学協会の皆様に対しては，全体として連合の活動を支えてい

くという気持ちを高めていただき，是非ご協力をお願いしたい．

・連合対しては，近い将来世界に通用する学術誌を持つことを希望

している．

以上
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国立公園地質リーフレット　1．箱根火山 が発行されました！！
B２版．５万分の１地質図と解説からなります．箱根火山の研究史から最新の研究成果までフル

カラーで詳しく紹介されています．

紙は，水に強く，鉛筆等での書き込みも容易なレインガード紙を使用していますので野外での

調査・巡検に最適です．広くご活用下さい！

学会では今後各地の国立公園をターゲットに，地質リーフレットを製作していく予定です．

子供版「箱根火山たんけんマップ」ともども，皆様のご意見・ご要

望をお待ちしております．

購入希望の場合は，氏名・送付先・電話番号・購入冊

数を明記の上，メールもしくはFAXで学会事務局ま

でお申し込み下さい．会社名等での請求書が必要な方

はその旨明記して下さい．

e-mail：main@geosociety.jp FAX 03-5823-1156

※学会で販売するほか，神奈川県立生命の星地球博物館や

箱根周辺の土産物ショップなどでも販売しています.

会員頒価　1000円/部
（20部以上の場合は割引あり）



私は現在東京工業大学地球惑星科学科の丸山研究室に所属してい

ます．今回は私の研究室についてのお話をさせていただきます．丸

山研究室は現在，廣瀬研究室，小宮研究室とあわせて３研究室が一

緒となって研究を進めています．所属している学生は，学部生７人，

修士課程10人，博士課程６人のあわせて23人で，研究員の方もあわ

せると30人程にもなる大きな研究室です．私たちの研究室では，世

界各地の地質調査や岩石試料の分析，そして超高温高圧実験による

地球内部の再現実験などを駆使することにより，地球の内部構造と

ダイナミクス，46億年の地球と生命の歴史を解明すべく日夜研究を

行っています．その中でも特に丸山先生の提唱する「地球史46億年

計画」のもと，全地球史の解読を進めています．その為に行ってい

る事のひとつとして，私たちの研究室では毎年海外や国内へ調査に

行き，岩石試料を採取してきます．去年は中国，オーストラリア，

ロシア，ヒマラヤ，四国に行き，今年は北極圏にあるSvalbard諸島，

国内では秋に九州へ行く予定です．このようにして世界各地から集

めてきた岩石試料はおよそ12万個（総重量約200トン）に及び，学

内にある地球史資料館に保管されています．その一部は一般開放さ

れていて，自由に見ることができます．私たちはその中からそれぞ

れの研究に適したサンプルを選び，分析・解析を行います．

各自の研究以外にも学生が自主的にゼミを開き勉強会を行ってい

ます．開かれるゼミは週に３～４つほどで，学生は自由にゼミに参

加することができます．ほとんどの学生は複数のゼミに参加し，自

分の研究に関した勉強は勿論のこと，他分野の研究にも触れること

で学際的な視野を持つように努めています．また，週に一度，先生

や研究員の方が発表する機会（談話会と呼んでいます）があり，

様々な分野の最先端の研究に触れることができます．ゼミや談話会

では白熱した議論が交わされ，時には厳しい意見が出ることもあり

ますが，それを糧にして研究に励んでいます．

研究室の行事としてはほかにも年に2度の合宿があり，そこでは

学生全員が研究の進行状況，今後の課題・展望等について発表をし

ます．合宿は全員が一同に会してお互いの発表を聞きあう数少ない

機会で，準備や発表は大変ではありますがその分やりがいもありま

す．

それでは次にそれぞれの研究室の研究内容について紹介します．

廣瀬研究室は主にダイヤモンドアンビルセル（DAC）を用いて

超高圧実験を行っています．DACはダイヤの先端同士を向かい合

わせ，その間にサンプルを詰め，ダイヤで押すことによって超高圧

を発生させます．廣瀬研究室では300万気圧以上の圧力を発生させ

ることに成功しており，マントル深部やコアの温度圧力条件を再現

する事が可能となっています．

丸山小宮研究室では，丸山先生の提唱する「地球史46億年計画」

のもと，全地球史の解読を進めていますが，各人の研究内容は年代，

岩相共に多岐にわたっており，その中でも最近は約６億年前の南中

国の地層ついて盛んに研究が行われています．南中国には後期原生

代から古生代カンブリア紀にかけての地層が連続して堆積してお

り，私たちの研究室ではここ何年かは毎年のように南中国へ調査に

赴き，現地の大学の協力のもとにこの時代の岩石試料の採取を進め

てきました．いくつかのセクションでは，露頭の試料だけではなく

掘削作業も行い，完全連続の岩石試料を手に入れる事ができました．

これらの試料を用いて，当時の地球表層環境の変動を明らかにし，

生命の進化にどう関わっていったのかを解明する事が今後期待され

ています．

今回は紹介できませんでしたがこの他にも30億年前の流体包有物

の研究やJAMSTECとの共同でおこなっている熱水の研究，ジルコ

ンを用いた年代測定等々，様々な年代について多角的・包括的に研

究を進めています．もし，興味を持たれた方がいましたらいつでも

私たちの研究室へお越し下さい．笑顔の歓迎の後，きっと熱い議論

が待っています．

2007年６月30日から７月６日にかけてスコットランドにおいて

International Eclogite Field Symposium（IEFS）2007が開催され

ました．参加者は総勢83名で，日本からは私たち東工大グループの

４名が参加しました．今回のIEFSでは，２日間にわたる学術発表

会の他に，事前巡検としてスコットランド南西部に産する

Ballantraeオフィオライトの見学旅行が行われ，また本巡検として

スコットランド北西部に産するGlenelg-Attadaleエクロジャイト岩

体の見学旅行が行われました．以下に，巡検と学術発表会の様子を

簡単に報告致します．

Ballantraeオフィオライト事前巡検：6/30

Ballantraeオフィオライトはスコットランド南西部に産する，オ

ルドビス紀の火成年代を持つオフィオライトです．このオフィオラ

イト中には，異地性の藍閃変成岩や柘榴石角閃岩といった変成岩が

産しています．今回の巡検ではそうした異地性の変成岩露頭の観察

を行いました．

この事前巡検が行われた日に，Glasgow空港で車が爆発炎上する

というテロが発生しました．私たちは，前日にGlasgow空港着の便

でスコットランド入りしていたので，テロのニュースを見た時に，

非常に驚きました．事前巡検に参加しなかったIEFS参加者の大半

は，我々から１日遅れたこの日にスコットランド入りする予定でし

た．しかしGlasgow空港着の便はテロの影響ですべて欠航となった

ために，彼らは交通手段の変更を余儀なくされていました．このテ

ロは学会参加者に多くの混乱を与えたようです．

Glenelg-Attadaleエクロジャイト岩体の巡検：7/2,4,6

Glenelg-Attadale地域は，スコットランド北東部にあり，グレン
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院生コーナー

丸山・廣瀬・小宮研究室集合写真

東京工業大学大学院　理工学研究科　
地球惑星科学専攻　修士1年　志村　崇

研究室紹介
（丸山・廣瀬・小宮研究室）

東京工業大学大学院　理工学研究科　
地球惑星科学専攻　博士2年　川井隆宏

International Eclogite Field
Symposium 2007 参加報告



ビル造山運動で形成された約1.0Gaの変成年代を持つエクロジャイ

ト岩体が産します．岩体の上位には，カレドニア造山運動で形成さ

れた変成帯が産し，その境界はスラストです（写真２）．

巡検では，エクロジャイト露頭の観察を行いました（写真３）．

巡検はBristol大学のStorey博士の案内の元おこなわれ，博士の丁寧

な解説により非常に有意義なものとなりました．

学術発表会：7/1,3

学術発表会は，スコットランド北東部に浮かぶSkerries島にある

Portreeという町で行われました．発表内容の大半は，それぞれの

地域に産するエクロジャイトの記載岩石学的な研究や，シュードセ

クションを用いた変成温度圧力条件の解析といった典型的な変成岩

岩石学的な研究でした．

今学会は，参加費が非常に高いということもあってか，若い研究

者の参加者がほとんどいなかったことが非常に残念に感じました．
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写真左から写真１：Glasgow空港，テロ現場．写真２：Glenelg-Attadaleエクロジャイト岩体の上限境界．写真３：エクロジャイト露頭を

観察する巡検参加者．

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

◯日本地震学会2007年秋季大会
10月24日（水）～10月26日（金）

場所　仙台国際センター（仙台市）

http://zisin.or.jp/meeting/2007/index.html

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）

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日（月）～13日（火）

会場：The Geological Society of London,

Burlington House, Piccadelly, London

巡検：11月９日～11日 : the Isle of Wight.

11

10

2007.9～

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　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

◯日本鉱物科学会2007年度年会・総
会
９月22日（土）～24日（月）

会場　東京大学　本郷キャンパス

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jampeg/2007nenkai.

htm

9

URL : www/geolsoc.org.uk/bicentenary

◯日本火山学会2007年度秋季大会
11月18日（日）

会場　島原市

http://www.sevo.kyushu-u.ac.jp/kazan2007/

◯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

◯第３回国際テチスシンポジウム
（Third International Conference on the

Geology of the Tethys

１月８日（火）～11日（金）

会場　アスワン，South Valley University

発表要旨締切　2007年11月30日（金）

月　August
◯6th International Conference on
Asian Marine Geology
－Asian Waters explored by advanced

research of 21st Century－

８月29日（金）～９月１日（月）

場所　高知市

http://ofgs.ori.u-tokyo.ac.jp/ICAMG6/

8
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C A L E NDAR

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）
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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 
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