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2008年度日本地質学会各賞候補者募集中
応募の締切：12月25日（火）必着

日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は，会員（正会員・

名誉会員）であればどなたでも推薦できます．論文賞・研究奨励

賞・小藤賞の対象論文リストについては，学会HP（http://www.

geosociety.jp/）をご覧いただくか，または，学会事務局までお問

い合わせください．

詳細は，学会HPまたは，ニュース誌10月号をご参照下さい．

日本地質学会114年学術大会（札幌）
優秀講演賞受賞ポスター（本誌報告記事参照）
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会則ならびに選挙細則に基づき，役員の選挙を下記の要領で行います．選挙人，被選挙人とも正会員のみが対象となります．
今回改選するのは，会長１名，副会長２名，監事１名，代議員100名です（全国区：50名，地方区：50名，ともに任期２年）．第２回選挙管

理委員会を開催し（11月５日），立候補者及びその数を確認いたしましたところ，会長立候補者２名，副会長立候補者３名，代議員全国区の立
候補者が51名となりました．監事と代議員地方区については定員を越えませんでした．このため，監事と代議員地方区の立候補者については
無投票当選とすることを確認いたしました．

したがいまして，今回は，会長，副会長，代議員全国区の選挙について投票をしていただきます．
代議員立候補者名簿には，全ての立候補者のお名前を挙げてあります．無投票の監事と代議員地方区の第１列目は薄くアミかけ状態になっ

ています．
投票締切は12月15日（土）です．例年，出し忘れや締め切りを過ぎてから到着するものがあります．立候補者名簿をよくご覧になって，お

早めに投函されますようお願いいたします．開票結果は学会ホームページ，ニュース誌1月号に掲載いたします．なお，会長・副会長候補者の
マニフェスト（カラー版）が学会ホームページからご覧いただけます．

2007年11月５日
日本地質学会選挙管理委員会

会長・副会長・幹事候補者名簿（氏名・勤務先）（受付順）
会　長（定員１）１．天野　一男　　茨城大学

２．宮下　純夫　　新潟大学

副会長（定員２）１．田崎　和江　　金沢大学
２．高木　秀雄　　早稲田大学
３．佃　　栄吉　　産業技術総合研究所

監　事（定員１）１．青野　道夫　　（株）サンコア　当選＊

＊立候補者が定員を超えなかったため，選挙細則に従い，当選とした．

代議員候補者名簿（氏名・勤務先）（受付順）

2008年度日本地質学会役員選挙について
投票締切　12月15日（土）必着

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

＜全国区：定員50＞
1 佐々木　和彦 応用地質（株）
2 足立　勝治 アジア航測（株）
3 井龍　康文 東北大学
4 岩井　雅夫 高知大学
5 松田　博貴 熊本大学
6 大藤　　茂 富山大学
7 松岡　　篤 新潟大学
8 吉川　敏之 産業技術総合研究所
9 林　　愛明 静岡大学
10 石渡　　明 金沢大学
11 芝川　明義 大阪府立花園高校
12 長谷部　徳子 金沢大学
13 久田健一郎 筑波大学
14 安藤　寿男 茨城大学
15 竹下　　徹 北海道大学
16 小嶋　　智 岐阜大学
17 佐藤　比呂志 東京大学地震研究所
18 古川　竜太 産業技術総合研究所
19 新井田　清信 北海道大学
20 西　　弘嗣 北海道大学
21 岡　　孝雄 北海道立地質研究所
22 片山　　肇 産業技術総合研究所
23 倉本　真一 海洋研究開発機構
24 吉川　周作 大阪市立大学
25 伊藤　谷生 千葉大学
26 小山内　康人 九州大学

27 公文　富士夫 信州大学
28 紺谷　吉弘 立命館高校
29 徳山　英一 東京大学海洋研究所
30 三次　徳二 大分大学
31 大久保　進 石油資源開発（株）技術研究所
32 大橋　聖和 新潟大学
33 木村　　学 東京大学
34 佐藤　尚弘 明治コンサルタント（株）
35 土谷　信高 岩手大学
36 松原　典孝 茨城大学
37 渡辺　真人 産業技術総合研究所
38 磯野　　清 神戸市立飛松中学校
39 岡田　　誠 茨城大学
40 狩野　謙一 静岡大学
41 重松　紀生 産業技術総合研究所
42 嶋本　利彦 広島大学
43 高橋　正樹 日本大学
44 滝田　良基 （株）ニュージェック
45 中井　　均 都留文科大学
46 丸山　茂徳 東京工業大学
47 村山　雅史 高知大学
48 山口　耕生 海洋研究開発機構
49 山元　孝広 原子力安全基盤機構
50 山本　正伸 北海道大学
51 依田　直樹 パシフィックコンサルタンツ（株）
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＜地方区：（定員50）＞※すべての地方区は無投票当選です．
＊立候補者が定員を超えなかったため，選挙細則に従い，当選と
した．
北海道（定員３）＊

1 松田　義章 札幌稲北高等学校
2 和田　恵治 北海道教育大学旭川
3 川村　信人 北海道大学

東北（定員４）＊

1 菖蒲　幸男 応用地質（株）
2 島本　昌憲 東北大学
3 加々島　慎一 山形大学
4 鈴木　紀毅 東北大学

関東（定員19）＊

1 鈴木　宇耕 海洋研究開発機構
2 手塚　裕樹 アジア航測（株）
3 楠田　　隆 千葉県環境研究センター
4 稲場　土誌典 帝国石油（株）
5 木村　克己 産業技術総合研究所
6 京相　健二 茨城大学
7 中澤　　努 産業技術総合研究所
8 岩森　　光 東京大学
9 杉田　律子 科学警察研究所
10 成毛　志乃 茨城大学
11 向山　　栄 国際航業（株）
12 吉岡　　正 応用地質（株）
13 金丸　龍夫 日本大学
14 亀尾　浩司 千葉大学
15 小松原　琢 産業技術総合研究所
16 高橋　路輝 （株）サンコア
17 中山　俊雄 東京都土木技術センター

18 平田　大二 生命の星地球博物館
19 藤縄明彦 茨城大学
中部（定員９）＊

1 山本　博文 福井大学
2 森田　康裕 応用地質（株）
3 長谷川　卓 金沢大学
4 永田　秀尚 （有）風水土
5 WALLIS Simon 名古屋大学
6 竹之内　耕 糸魚川市教育委員会
7 延原　尊美 静岡大学
8 石田　　桂 信州大学
9 大谷　具幸 岐阜大学

近畿（定員６）＊

1 山田　泰広 京都大学
2 奥平　敬元 大阪市立大学
3 中条　武司 大阪市立自然史博物館
4 小林　文夫 兵庫県立人と自然の博物館
5 宮田　隆夫 神戸大学
6 竹村　静夫 兵庫教育大学

四国（定員２）＊

1 奈良　正和 愛媛大学
2 佐野　　栄 愛媛大学

西日本（定員６）＊

1 太田　泰弘 北九州市立自然史・歴史博物館
2 池上　直樹 御船町恐竜博物館
3 亀井　淳志 島根大学
4 川野　良信 佐賀大学
5 岡本　真琴 九州国際大学
6 豊原　富士夫 熊本大学
7 仲谷　英夫 鹿児島大学

選挙管理委員会からのお知らせ

選挙管理委員会は，さらに公正な選挙を実施するため，日本地質

学会会則ならびに運営細則・選挙細則に基づいて，下記のような事

業の推進を行いました．

１．明るい選挙

明るい選挙を実現するためには，会員の皆様に，進んで投票に参

加していただく必要があります．このためには，きれいな選挙の推

進が必要です．会員の皆さまに正しいルールを再確認していただく

ための広報を行うことにしました．

２．選挙管理体制の強化

投票要請等の「選挙活動」の公正さを確保するために，以下の実

務的な選管補助体制を定義しました．下記の通り，選挙管理委員会

は，業務の一部を事務局に委嘱し，事務的作業の補助をしていただ

きます．

選管補助要員：事務局員（２名）

委嘱内容；立候補受付，候補者確認・案内，HPやNews誌への

掲示作業，郵送

委嘱期間；10月１日―１月30日

任免手続き；選挙管理委員長による

３．広報の充実

正副会長立候補者については，選挙内規で決められている100文字

の推薦文だけでは，会員に対する情報提供としては不十分と判断し

ました．よって，正副会長立候補者には，別途A４用紙１枚（1200

文字相当）のスペースで所信（マニフェスト）を要請することとし

ました．これを，正副会長の選挙広報として，配布いたします．

以上，会員の皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます．

2007年10月26日

選挙管理委員会

選挙活動について

選挙活動ができるのは，選挙管理委員会によって立候補者の確認

がなされ，会員に広報された日の翌日から選挙投票期間末日までで

す．本年の場合は11月６日から12月15日までの期間中，立候補者へ

の投票をお願いすることができます．公正な選挙を実施するため，

選挙活動に関して下記の点にご注意下さい．

１．買収・饗応・利害誘導はしないこと．

２．誹謗中傷はしないこと．

３．学会各組織の公式メーリングリストを使用することや，同一文

書のメールを多数の人に送り，投票を呼びかけることはしないこ

と．

また，立候補〆切日前に立候補届けを出された方に関しての情報

（立候補届けに記載されている事項のみ）は，会員の方にのみ情報公

開をしております．直接，事務局にお問い合わせ下さい．

なお，選挙管理委員と選管補助要員は，選挙活動等を禁止されてお

ります．

以上，会員の皆様のご理解・ご協力をお願い申し上げます．

2007年10月26日

日本地質学会選挙管理委員会

委員　有井聡美　加藤　潔

駒田希充　佐脇貴幸

西村瑞恵



記念品の授与が行われた．今回の受賞は合計

12件であった．会期前日には，今回初めての

試みとなる就職支援プログラムを実施し，７

社からのご参加をいただいた．同じく，初め

ての試みとして，会期日程周辺に実施された

地質関連行事と連携し「Geo-Week」として

宣伝・広報活動を行った．それぞれの詳細は，

本誌別掲記事を参照されたい．

初日は，シンポジウム，口頭発表，ポス

ター発表が行われ，また，学会各賞の表彰式

と記念講演が実施された．夕刻より生協食堂

において懇親会が催された．２日目はシンポ

ジウム，口頭発表，ポスター発表のほか，専

門部会ランチョン，夜間小集会が行われた．

北海道大学理学部５号館大講義室において

は，一般公開シンポジウムも実施された．３

日目はシンポジウム，口頭発表，ポスター発

表，専門部会ランチョン，夜間小集会が行わ

れた．また，地質情報展は，９月８～10日が

開催された．

見学旅行は，会期前日（８日）に２件，会

期後（12日～）に12件が実施された．野外見

学会は天候に恵まれ，全班が無事終了した．

日　程

年会の日程概要は，普及行事等も含めて次

のとおりであった．

9月8日（土）
・地質情報展2007北海道「探検！熱くゆたか

なぼくらの大地」（９：00－17：00；北海

道大学「クラーク会館」および札幌駅サテ

2007年９月９日から11日まで，札幌市の北

海道大学において，北海道大学の後援をいた

だき第114年年会を札幌大会として開催した．

年会の参加者は，920名［内会員808名，非会

員112名（招待者を含む）］であった．

大会は好天に恵まれ，巡検も全14コース実

施することができ，盛況のうちにすべての行

事を終えることができた．札幌大会の準備や

当日の運営，および大会後の処理に関しては，

学会の会長，副会長，理事，行事委員，事務

局の方々，北海道支部の支部長・幹事や会員，

道立地質研究所の方々および北海道大学・北

海道教育大学の教員・院生・学生が中心と

なって行い，産総研，札幌市博物館活動セン

ター，道立理科教育センター等の方々の協力

と支援をいただいた．とくに，見学旅行に関

しては，北海道在住以外の方も含む多くの

方々のご厚意で企画・立案し，実施すること

ができた．参加登録業務および当日の受付に

ついては，近畿日本ツーリスト（株）札幌事

業部に委託した．また，展示パネル，展示

ブースなどについて企業や研究機関にご協力

いただいた．とくに，今回初めて開催された

“就職支援プログラム”に参加いただき，展

示ブースを設営し会社説明をしていただいた

企業の方々に感謝する（本誌別掲）．会場の

設営，学生アルバイトの雇用，書籍販売，懇

親会・同窓会メニューなどを，北海道大学生

協に依頼し，ご協力をいただいた．以下に大

会の概要を報告し，関係していただいた多く

の皆さまに感謝申し上げる．

概　要

今大会では，３日間に合計13本のシンポジ

ウムを行い，発表は合わせて115件であった．

会場内にはポスターセッション，企業や団体

の企画展示コーナーと展示ブース（10件：

（財）深田地質研・メイジテクノ（株）・（独）

防災科学技術研・文化財調査コンサルタント

（株）・ジーエスアイ（株）・日本IGCP国内委

員会・（株）蒜山地質年代学研・京葉天然ガ

ス協議会・（独）石油天然ガス・金属鉱物資

源機構・（財）地球科学技術推進J-DESC・

（独）産総研）が設けられた．なお，書籍・

機器等の展示・販売については，北海道大学

生協に委託し，国内外の書籍等が展示販売さ

れた．今年の一般発表は，４つのトピック

セッションと22の定番セッションに対して口

頭発表304件，ポスター発表238件の申し込み

があった．なお，次の講演は発表中止となっ

た．

O-7，O-27，P-22，P-233, O-235

ポスター発表に対する優秀講演賞の選考

は，各日ごとに熱心な審査が行われ，毎日結

果が発表された後，参加者や発表者の見守る

中で，会長・副会長より優秀講演賞の賞状と

ライト（札幌駅西コンコース））

・就職支援プログラム　参加企業７社（13：

00－17：00北海道大学高等教育機能開発総

合センター　E214，215）

9月9日（日）
・名誉会員・50年会員顕彰・学会各賞表彰・

地質学会賞，国際賞，柵山雅則賞受賞者に

よる記念講演会（15：30－17：45；北海道

大学高等教育機能開発総合センター大講

堂）

柵山雅則賞受賞記念スピーチ「予定通り予

定外な私の研究史」（青矢睦月氏）

日本地質学会賞記念講演「地質学者はいつ

から愛を失ったのか」（磯闢行雄氏）

国際賞記念講演「Melting in the Earth’s

Mantle : Complexity and Subtlety

Linking Petrology and Geodynamics」

（Dr. David H. Green）

・懇親会（18：00－19：30；北海道大学生協

北部食堂）

・同窓会（19：30－20：30；北海道大学生協

北部食堂）

・シンポジウム４件（９：00－11：000；高

等教育機能センターE棟・S講義棟）

「地質学の社会教育・普及へ研究者に求め

られるもの」

「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」

「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－」

「遺跡形成における地質現象」

・一般発表：ポスター（９：00－15：00，コ

アタイム12：00－13：00；高等教育機能セ

ンターS講義棟）

・一般発表：口頭（13：00－15：00；高等教

育機能センターE棟・S講義棟）

・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（９：

00－16：00，コアタイム12：00－13：00；

高等教育機能センターS講義棟）；北海道

教育委員会・札幌市教育委員会後援

・企業等団体展示（９：00－17：00；高等教

育機能センターS講義棟）

・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－」

（13：00－15：00，北海道大学理学部５号

館大講義室）

・地質情報展2007北海道「探検！熱くゆたか

なぼくらの大地」（９：00－17：00；北海

道大学「クラーク会館」および札幌駅サテ

ライト（札幌駅西コンコース））

9月10日（月）
・シンポジウム５件（９：00－12：00；高等

教育機能センターE棟・S講義棟）
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・企業等団体展示（９：00－17：00；高等教

育機能センターS講義棟）

・見学旅行９月８日，12～14日

A班：札幌・豊平川沿いの新第三系層序・

火山岩類とカイギュウ化石（9/8）

B班：新第三紀溶岩台地縁辺の地すべり地

形（手稲山から朝里峠へ）（9/8）

C班：日高スペシャル（日高衝突帯下部地

殻の岩石構成と変形運動）（9/12-14）

D班：北海道中央部の活断層と大規模地す

べり地形（9/12-13）

E班：十勝平野の更新統の堆積相と水理地

質（9/12-13）

F班：北海道駒ヶ岳火山の噴火履歴（9/12-

13）

G班：積丹半島における新第三紀浅海性火

山岩類の産状と岩盤崩壊（積丹半島の水中火

山岩と岩盤崩壊）（9/12-13）

H班：神居古潭変成岩類の原岩・変形変成

作用および流体－岩石相互作用（9/12-13）

I班：北海道北部，幌延地域における後期

鮮新世以降の古地理変遷と地質構造発達史

（9/12-13）

J班：海山沈み込みに伴う深部での付加体

形成と上昇（神居古潭帯南部付加体）（9/12-

14）

K班：北の町の地質系博物館めぐり（北海

道横断編）（9/12-13）

L班：幌満かんらん岩の層状構造とその起

源（9/12-13）

M班：蝦夷前弧堆積盆の海陸断面堆積相変

化と海洋無酸素事変層準：三笠～夕張

（9/12-13）

Ｎ班：地質学のふるさと：夕張（石炭形成

とその前後の時代）（9/12-13）

普及行事他

地域社会への研究成果の還元・普及の事業

としては，９日の市民講演会「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－」の開催（参加者約100名）と，

恒例となり11回目となった地質情報展2007北

海道「探検！熱くゆたかなぼくらの大地」が，

独立行政法人産業技術総合研究所地質調査総

合センター・北海道立地質研究所・日本地質

学会の主催，経済産業省北海道経済産業局・

北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員

会・北海道大学・（社）全国地質調査業協会

連合会・北海道地質調査業協会・石油資源開

発（株）・釧路コールマイン（株）の後援の

もと，３日間にわたり北海道大学「クラーク

会館」および札幌駅サテライト（札幌駅西コ

ンコース）で開催された．

また，普及教育部会地学教育委員会も９日

に「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」を開催

し，小・中・高の18校から23件の発表があっ

た．発表会場はポスター会場で，研究者と肩

を並べての展示であった．６件の発表に対し，

会長から優秀賞が贈られ，参加者全員に参加

「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」

「大規模カルデラ火山－構造・噴火－堆積

プロセス・長期予測」

「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」

「地球温暖化は悪いのか？」

「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－」

・一般発表：ポスター（９：00－17：00，コ

アタイム13：00－14：00；高等教育機能セ

ンターS講義棟）

・一般発表：口頭（9：00－17：30；高等教

育機能センターE棟・S講義棟）

・専門部会等ランチョン６件（12：00－13：

00；高等教育機能センターE棟・S講義棟）

堆積地質部会，海洋地質部会，火山部会，

Island Arc編集委員会，女性地球科学者の

未来を考える委員会，地域地質・層序部会

合同

・企業等団体展示（９：00－17：00；高等教

育機能センターS講義棟）

・夜間小集会10件（18：00－20：00；高等教

育機能センターE棟・S講義棟）

【ジュラ系＋】と【東南アジアテクトニク

ス】の集い，炭酸塩堆積学に関する懇親会，

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），構造

地質部会，南極地質研究委員会，環境地質

部会， I OD P南海地震発生帯掘削：

NanTroSEIZE，地質学史懇話会，博物館

とジオパークと普及の夜間小集会

・緊急パネルディスカッション「我が国の防

災立地に向けた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－」

（18：00～21：30 高等教育機能開発総合

センターN2会場）主催：日本地質学会理

事会・構造地質専門部会

・地質情報展2007北海道「探検！熱くゆたか

なぼくらの大地」（９：00-17：00；北海道

大学「クラーク会館」および札幌駅サテラ

イト（札幌駅西コンコース））

9月11日（火）
・シンポジウム４件（９：00-12：00 高等

教育機能センターE棟・S講義棟）

「海底地すべり」

「地震探査から見た日本列島の地殻構造」

「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」

「温室期の気候変動」

・一般発表：ポスター（９：00－17：00，コ

アタイム13：00-14：00；高等教育機能セ

ンターS講義棟）

・一般発表：口頭（14：00－17：00；高等教

育機能センターE棟・S講義棟）

・専門部会等ランチョン３件（12：00－13：

00；高等教育機能センターE棟）

岩石部会，構造地質部会，古生物部会

賞と記念品が贈られた（本誌別掲）．

また，同委員会として例年通り，小中高教

員を対象にした，「第６回理科教員対象見学

旅行：札幌市豊平川沿いの新第三系層序・火

山岩類とカイギュウ化石」を見学旅行A班と

合同で実施した．

緊急展示

以下の７件の緊急展示（ポスター）が大会

期間中展示された．要旨は増補版として要旨

集とともに配布されている．

U-1 2007年新潟県中越沖地震による柏崎市

北東部の砂丘内陸側緩斜面上の大規模液状化

災害：川辺孝幸・風岡　修・笠原　豊・吉野

邦雄・吉田　剛・岸　沙織・黒木　渉・奥山

明洋・高藻真理・竹内教実・宇留野元徳・渡

辺真弓

U-2 2007年新潟県中越沖地震被害調査速

報－Location viewとDMC画像と現地調

査－：千葉達朗・天野篤・大里重人・佐藤

成

U-3 2007年新潟県中越沖地震による相崎・

刈羽地域の建物被害と地盤災害：卜部厚志・

高漬信行・河島克久・鈴木幸治・梶　壮志・

和泉　薫・福留邦洋・本田孝子

U-4 2007年新潟県中越沖地震による地盤災

害と旧地形：福塚康三郎・金折裕司・飯島康

夫・平野吉彦

U-5 2007年新潟県中越沖地震の強振動方

向：小林健太・大川直樹・豊島剛志・坂　啓

惟・大橋聖和・播磨雄太・萩原知之・金山健

太郎・野口俊・窪島光志・松下　新・萩原

厚・五十嵐雄大・草富尚隆・本多　結・市津

恵爾・山口龍彦・小久保晋一・洞口圭史

U-6 液状化―流動化被害地域における暗渠

排水の効果：2007年中越沖地震の際の柏崎市

長崎での液状化・流動化被害調査から：風岡

修・川辺孝幸・吉野邦雄・笠原　豊・岸　沙

織・黒木　渉・楠田　隆・奥山明洋・高藻真

理・竹内敦実・宇留野元徳・渡辺真弓・吉田

剛

U-7 2007年新潟県中越沖地震における被害

状況と地形・地質条件：細矢卓志・橋本智

雄・安田幸弘・岩田　賢
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懇　親　会

懇親会は，９月９日18時から北海道大学生

協北部食堂で催された．開始前から盛況で

あったため，札幌大会実行委員会委員長の岡

田尚武氏，北海道大学大学院理学研究院長の

山口佳三氏，木村　学地質学会会長から手短

な歓迎の御挨拶をいただき，続いて地質学会

北海道支部長の宮坂省吾氏の音頭による乾杯

で宴会が始まった．最後に，次回年会開催予

定の秋田大学の西川　治氏および東北支部長

の大槻憲四郎氏から次年度大会にむけての決

意と御挨拶があった．約300名の参加者の皆

様には，蟹や地鶏などの北海道料理と地酒を

楽しんで頂いたものと信じている．とくに，

今回の懇親会では久々に多数の院生および学

生（合計83名）が参加され，熱気にあふれた．

その後，本大会からの初企画として懇親会に

引き続き各大学の同窓会（参加９大学）が催

された．こちらの方も盛会で，久しぶりに再

会する方々も多く，話はつきないほど楽しん

でいただけたようであった．今後も同様の企

画を継続することが望まれる．

（担当　西　弘嗣）

優秀講演賞

＜今回の審査員＞

９日：大坪　誠・坂本正徳・阿部国広・上野

将司・前田仁一郎・鈴木徳行・卜部厚司・

Simon Wallis

10日：小松原純子・大久保進・田村嘉之・岡

田　誠・和田恵治・堀　利栄・宮下純夫

11日：北村晃寿・吉川敏之・片山　肇・内山

高・北沢俊幸・池田保夫・高木秀雄・ 石渡

明

＜受賞講演：ポスター発表＞

発表番号・演題・発表者の順に記載，別途掲

載のカラー写真とあわせてご覧ください．

9月9日選考：３件

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-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-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

9月10日選考：４件

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-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-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

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

9月11日選考：５件

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-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-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-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

（各賞選考委員会委員長　安藤寿男）

就職支援プログラム

札幌大会では，地質学会大会の新しい試み

のひとつとして，学生・院生会員および大学

教官会員を対象に，就職希望者に対する支援

を目的とした就職支援プログラムを開催しま

した．この行事は，就職を希望する主に若手

会員と民間企業・団体，研究機関等との情報

交換を目的として，企業説明会形式で各企業

等からのブース出展と紹介プレゼンテーショ

ンに参加していただくものす．

実施にあたり，ちょうどジオウィーク期間

中に札幌で技術フォーラムを開催された全国

地質調査業協会（全地連）には，ご講演およ

び会員企業へ出展依頼についてのご協力をい

ただきました．当日は，まず全地連の藤代専

務理事から，業界の状況についてご講演いた

だき，本会の天野理事からのJABEE制度の

説明に続いて，出展された各企業からのプレ

ゼンテーションがありました．その後，参加

者は各企業のブースで詳しい説明を受けてい

ました．

今回は，開催日を大会と全地連行事との中

間日に設定したため，会期の前日となったに

もかかわらず，この行事を目指して来場した

熱心な学生会員もおられ，会員の中のニーズ

の手ごたえを感じました．また，出展された

企業の中からも，次年度以降の継続的な開催

への希望が寄せられました．すでに相互に成

果を挙げられた参加者もあるようです．学会

では，このプログラムを来年以降も継続する

方向で，できるだけ多くの企業等にご参加を

いただき，さらに学会開催期間中に開催でき

るよう検討を進めております．

最後になりましたが，本企画にご協力をい

ただいた，全国地質調査業協会連合会，北海

道地質調査業協会，学内広報へのご支援をい

ただいた北海道大学キャリアセンター，およ

び本大会の準備委員会に，改めて謝意を表し

たいと思います．

参加会社名

１．応用地質（株）

２．（株）日さく

３．石油資源開発（株）

４．北海道土質コンサルタント（株）

５．ジーエスアイ（株）

６．（株）ニュージェック　大阪本社

７．国際航業（株）

向山　栄（理事：運営財政部会）
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（社）全国地質調査業協会連合会，北海道地

質調査業協会

9/7-9 地質情報展 2007北海道：探検！熱く

ゆたかなぼくらの大地

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

9/9-11 日本地質学会　第114年学術大会※

9/9 ・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－」

9/12 ・夕張市民講演会「－故郷と地球を

語る－ゆれ動く　ゆうばりの大地と地球」

9/12-13 第51回粘土科学討論会※

日本粘土学会

（※：会員限定の催し）

（北海道支部　中川　充）

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－

共催：日本地質学会ジオパーク設立推進委員

会

司会：岡田尚武（日本地質学会第114年学術

大会実行委員長）

１．挨拶と説明

佃　栄吉（日本地質学会副会長）

「ジオパークで豊かなふるさとづくり」

２．講演

岡田　弘（北海道大学名誉教授）

「有珠山ジオパークの魅力－活発な地球を学

び親しもう」

３．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）

「白滝黒曜石遺跡ジオパークについて」

・古沢　仁（札幌市博物館活動センター）

「北海道の大型化石を中心とした事例」

・水野洋一（様似町教育委員会）

「日高山脈アポイ岳」

・石井正之（日本地質学会北海道支部）

「北海道地質百選」

９月９日（日）13～15時に，北海道大学理

学部５号館大講義室で「市民講演会」が開催

され，参加者は115名であった．今年の市民

講演会は，国連教育科学文化機関（ユネスコ）

認定の「ジオパーク（地質遺産）」をテーマ

に，今後の「ジオパーク」運動を盛り上げて

いくことを目的に行われた．

佃氏は，ジオパークが地質遺産（科学的に

見て貴重・重要で保全すべき地質や地形）を

含む様々な自然遺産や文化遺産を保全・整

備・活用し，地球に親しみ地球を学ぶ観光

（ジオツーリズム）の場を提供する一種の自

然公園であると述べた．ユネスコの支援で

2004年に設立された世界ジオパークネット

ワークがジオパーク推進の中心となり，現在

52箇所が加盟（日本はゼロ）し，日本では10

箇所近い地域で設立の準備が始まっているこ

と，わが国の窓口となる委員会の設立準備が

北海道ジオウィーク2007

本学術大会の日程が定まる以前より，この

９月の札幌は地質が熱いと予想された．全国

持ち回りで開催される全地連主催の「技術e-

フォーラム」と，本学術大会の開催が予定さ

れていたからである．加えて大会前後に企画

されてきた「地質情報展」や，地元の理科教

員を主体として開催３回を迎える「ジオ・

フェスティバル in Sapporo」など，地質関

連の行事が目白押しとなりそうだ．そこで，

どこからともなく『北海道ジオウィーク2007』

として共同の広報を行おうではないかとの声

が上がったわけである．

関連機関で了解を得ることと同時に，さら

に連携を模索した結果，一般向けのイベント

ではないものの，２団体の賛同が得られ，結

果的には『ジオウィーク』と称しながら９月

２日～13日の２週間にも及ぶ期間となった．

まずはロゴマークを作製し，それぞれの行事

宣伝に加えた．実際の活動は地質学会北海道

支部が中心となって事務局を担い，チラシ作

製・配布・プレスレクを進めた．

幸先良く３日には“ジオフェスティバルが

ジオウィークの開始として行われた”という

記事が新聞に載り，昨年の２倍近い入場者を

集め，共同宣伝の効果が現れた様子がうかが

えた．続く４日にも“ジオウィーク”の見だ

し入りでイベントの紹介の新聞報道がなされ

た．取材側にとってもイベント一覧的な要素

があるジオウィークのチラシは活用されたよ

うで，各社からの取材をそれぞれの会場等で

受けたようである．

イベント終了後の常として，連携諸団体と

の総括が改まってできているわけではない

が，関係者間の風通しがよくなったことは認

めるところであろう．『ジオウィーク』を設

定することによって，ジオ：地質と北海道と

いう地域の存在感をアピールすることに一役

買ったと評価できる．こうした連携実績が，

今後それぞれの活動の発展につなげていくた

めの一つの礎になればと期待したい．

なお，以下が『ジオウィーク』日程順のイ

ベントタイトル・主催等の概略である．

9/2 第３回ジオ・フェスティバル in

Sapporo

ジオ・フェスティバル in Sapporo 実行委

員会（北海道立理科教育センター内）

9/3-4 地すべり・応用地質現地見学会 ※

（社）日本地すべり学会北海道支部・北海

道地すべり学会・日本応用地質学会北海道支

部・北海道応用地質研究会

9/6-7 技術e-フォーラム2007※（一部）

環境との共生－地質調査業の将来と方向性

を考える－

日本地質学会を含む関係者により進められて

いることなどを紹介した．

岡田氏は，2000年の有珠山噴火の様子と，

それ以降の復旧活動，伊達，壮瞥，洞爺湖，

豊浦の四市町村で進められてきた「エコ

ミュージアム」構想の活動などについて講演

した．同構想は，有珠山を含む洞爺湖周辺を

自然の博物館と考え，観光や防災の学習にも

役立てるもので，岡田氏をはじめとする火山

の専門家や地域住民，行政の連携で進められ，

この間の住民との交流や行政とのやり取りな

どについて，苦労話をも交えながら話された．

洞爺湖町では，今年の８月末に「ジオパーク」

を紹介するフォーラムが開催され，地元の自

治体を先頭に登録のための活動を進めていく

ことが述べられた．

亀和田氏は，遠軽町で昨年10月に「白滝黒

曜石遺跡ジオパーク構想推進協議会」が設立

され，登録に向けた活動を行っていることを

講演した．黒曜石は流紋岩質の火山ガラスで，

旧石器時代から石鏃や石槍の原石として利用

されてきたことや，白滝は世界第一級の高品

質黒曜石原産地（鉱体規模約60億トン）で，

周辺には原石を加工した多数の旧石器工房遺

跡群が存在していること，恵まれた地質学・

考古学・生態学的資源を維持保全し，観光や

教育啓蒙に活用する地域振興活動を行ってい

ることを紹介した．

古沢氏は，2003年から昨年にかけ発掘と総

合調査が行われた「サッポロカイギュウ」の

研究を紹介し，道内各地から産した22点のカ

イギュウ化石の系統と進化を総合的に解明す

る成果を述べた．北海道には夕張や三笠など

古くから有名な化石産地があり，貝化石を含

めた大型動物化石の産地は道内各地に点在し

ていることから，化石産地を野外体験学習の

拠点として整備し，そこで発見された化石を

用いて研究を進める活動が実現できれば地球

と生命と環境を考える重要な素材として活用

できることを提案した．

水野氏は，様似町で深成岩の一種である「か

んらん岩」を利用した活動について講演した．

アポイ岳（標高810.6m）に露出する上部マ

ントル由来のかんらん岩は学術的に貴重な岩

石で，毎年，国内外から多くの研究者が訪れ

ていること，研究者と地域住民との交流や講

演会を通じて，郷土の特徴や自然の大切さを

知る活動を行っていることなどを紹介した．

石井氏は，現在，日本の地質百選選定委員

会が中心となり全国的に進めている選定活動

について紹介し，その一環である「北海道地

質百選」検討グループの活動内容やジオパー

クとの関係，今後の百選選定について市民か

らも広く募集するなどの方向性を述べた．

会場はアクセスにやや難があることから，

参加人数が危惧されたが，事前の新聞報道や

チラシ宣伝などのおかげで100名を超える市

民が集い，成功裏に終了したと主催者は総括

している．会場からは，ジオパークと環境問

題，観光学との関係などの意見や質問があり，

引き続き「ジオパーク」活動を盛り上げてい
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に厚くお礼申し上げます．

以下に，この行事を共催してくださった夕

張市教育委員会のコメントを掲載します（い

ずれも原文のまま）．

高橋賢一さん（夕張市教育委員会社会教育課）

市内の学校の先生方，青年会議所の皆さん，

観光ボランティアの皆さん，化石の愛好家の

方たち，自然保護団体の方たちなど，多くの

市民が講演を聴きに来てくださいました．中

には，わざわざ市外から足を運んでくださっ

た方もいらっしゃいました．

皆さん，「話が本当に面白かった」「最新の

研究は，こんなふうに行われていたんだ！」

「地球について考える機会になった」と口々

に感想をおっしゃっていました．これは，話

の内容はもちろんのこと，木村先生の分かり

やすい，そして飽きさせない喋り方も非常に

大きかったと思います．中でも特に興味をひ

いていたのは，「超深度掘削船を用いて地震

のメカニズムを直接的に解明する試み」だっ

たようです．

青年会議所のある若い人は，「どうせ寝て

しまうだろうと思っていたけど，話がとても

面白くて全く寝なかった．講演会に行って寝

なかったのは初めてだ」と言っていました

（笑）．彼は会場で質問する勇気が無かったそ

うですが，講演終了後に個人的に木村先生に

質問しに行ったそうです．「俺のような者の

質問にも丁寧に答えてくれた」と感動してい

ました．

単なる売名行為の夕張支援イベントが氾濫

している中で，本当に有意義な講演会だった

と思います．木村先生，宮坂先生，地質学会

の皆様，本当にありがとうございました．

小林信男さん（夕張市教育委員会教育長）

最新の研究情報から夕張の大地を含めた地

球の構造，そしてプレートのメカニズムと地

震発生等々，身近に地球と夕張を感じとるこ

とができました．また，超深度掘削船「ち

きゅう」のおはなしには只々圧倒されました．

100名をこえる市民の皆さんも大満足の１日

でした．

30年ぶりの木村先生との再会，昔に戻った

一時を過ごさせていただきました．ありがと

うございました．

（北海道支部　宮坂省吾）

くことの重要性が認識された講演会であっ

た．

夕張市民講演会

－故郷と地球を語る－

「ゆれ動くゆうばりの大地と地球」

この企画は見学旅行「地質学の故郷：夕張」

準備のため，保柳康一さん（信州大）が６月

15日に夕張市を訪れたときに始まった．この

とき訪問した小林教育長（夕張市教育委員会）

から，夕張生まれの木村会長に講演をお願い

できれば，会場と人集めについて協力できる

とのご提案があった．保柳さんはこれを受け

て会長・理事会に諮り，行事委員会で札幌大

会の一行事として夕張市民講演会を開催する

ことを承認していただいた．夕張市教育委員

会は「共催」を決定（担当は社会教育課），

北海道支部はジオウィークのイベントに位置

づけポスター作成を行なった．

講演会は９月12日（水）17：30～19：00，

会場「ゆうばり文化スポーツセンター」，来

場者数は約90名であった（総人口13,000人余

り）．演題は「―故郷と地球を語る―『ゆれ

動く夕張の大地と地球』で，木村会長は縦横

無尽に語りかけた．終了後，聴衆との意見交

換，北海道新聞夕張支局の取材等で，約1時

間をさらに費やした．また，講演会に先立っ

て夕張市長を表敬訪問し，夕張市の２箇所が

「日本地質百選」に選ばれたことやジオパー

クについても若干のご説明をした．市長から

は，今後の協力や援助を依頼された．

夕張市の財政破綻により「夕張の石炭の大

露頭」に親しむ機会が難しくなるなど，貴重

な地質遺産の宝庫「夕張」が翳っていく状況

を打開する一歩が築けたらとの思いがこの講

演会をなりたたせ，多くの聴衆の心を捉えた

ように思われる．講演会終了後，木村会長と

小林教育長のお２人は見学旅行宿舎を訪れ，

M班とM班の合同懇親会で夜半まで参加者と

交流を深めた．

大会開催地以外での市民講演会の実施は大

変ではあるが，地元の熱意があればうまく行

くものだと感じ入ったところです．また，夕

張に見学旅行が集結したことも市民講演会を

浮き立たせるものであった．２つのコースを

担ってくださった安藤寿男さん（茨城大）・

保柳さんたちや，見学旅行参加者のみなさま

保　育　室

今年も学会保育室を利用させていただきま

した．息子も小学生になり，なかなか連れ歩

くことが難しくなりましたが，学童も受け入

れていただけるということで大変助かりまし

た．こうして学術大会において学会保育室を

継続的に設置していただけるということは，

子育て中のママさん研究者はもとより，将来

子育てと研究生活を両立させたいと思う研究

者には心強い味方です．今後ともよろしくお

願いいたします．また，毎回担当の方や保育

士の方々には丁寧に対応していただいてお

り，息子は学会の保育ルームが大好きになっ

ております．あらためて地質学会の方々にお

礼申し上げます．

堀　利栄（愛媛大学）

夜間小集会

9月10日（月）18：00-20：00

【ジュラ系＋】と【東南アジアテ
クトニクス】の集い
S2会場

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

トピックスセッション，【ジュラ系＋】と

【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】にかかわ

る合同の夜間小集会を開催した．２時間の枠

の中で下記の４つの話題が提供された．参加

者は，約50人．夜間小集会終了後，会場を学

外に移して懇親会を行った．

【話題提供】（各　25分）

大和田正明・小山内康人・中野伸彦：ベトナ

ム周辺の基盤地質研究の現状と課題

上野勝美：東南アジアのパレオテチス

鎌田祥仁：タイ国チャートの起源－研究状況

の報告－

堀　利栄：GSSP決定間近！　トリアス・

ジュラ系境界の最新研究動向

（松岡　篤）
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造に重要な違いをもたらすことが明瞭となっ

た．

次いで海野（静大・理・地球）・冨永

（TAMU）両氏は超高速拡大海嶺における溶

岩層とシーテッドダイクコンプレックスの特

徴について報告した．佐野貴司氏（国立科学

博物館）は，1256D孔で海底下約1000mまで

連続的に採取された玄武岩の含水量が0.2重

量パーセントでほぼ一定であると報告した．

安間　了氏（筑波大学）は，ガブロおよび

Hole1256Dの構造的特徴と岩石磁気について

報告した．山崎秀策（新潟大学）・山崎　徹

（北海道大学）両氏はHole1256Dのガブロの

鉱物組成について報告した．最後に，宮下純

夫・山崎秀策・根尾夏紀氏（新潟大学）らは，

Hole 1256Dにおけるダイク下部の高温変成

作用と部分溶融について，世界で初めて海底

下から海洋地殻の一部が部分溶融を伴うよう

な高温変成作用を被った明確な証拠が得られ

たとの報告があった．集会後にはすすきので

懇親会が開かれ，熱い議論が交わされた．

（世話人：海野　進・宮下純夫）

南極地質研究委員会
E301会場

世話人　本吉洋一

参加者：34名

１．第49次隊の観測計画について

本年11月に出発する第49次隊には，地質担

当隊員として小山内康人（九州大；観測隊副

隊長），豊島剛志（新潟大），馬場壮太郎（琉

球大），外田智千（極地研），中野伸彦（九州

大），さらに同行者として足立達朗（総研大

大学院生）が参加する．今回は，ケープタウ

ンより航空機を用いて東南極セールロンダー

ネ山地に直接アクセスし，11月下旬から2008

年２月上旬まで調査活動を行う予定．

２．第50次隊の観測計画について

2008年11月出発の第50次隊では，第49次隊

と同じく航空機を利用してのセールロンダー

ネ山地の調査を計画している．隊員は５名の

予定．８月31日締切の公募結果に基づいて選

考し，隊員候補者として推薦する．

３．将来計画について

第51次隊では，「しらせ」後継船が就航予

定であるが，地質調査は引き続きセールロン

ダーネ山地で実施する計画である．第52次以

降について，現時点では具体的な計画はあ

がっていないが，セールロンダーネ山地地域

を対象とした地殻における流体の挙動や核-

マントル-地殻の相互作用，大陸縫合帯にお

ける高圧-超高圧変成作用の研究などが提案

された．また，大きなテーマを掲げての学際

的な研究の必要性も強調された．

４．Geological Society of London, Special

Publicationについて

日本の南極観測50周年を記念して編集が進

められている特集号について，その進捗状況

が報告された．2008年3月に印刷の予定．

（本吉洋一）

炭酸塩堆積学に関する懇親会
S1会場　

世話人　渡邊　剛・井川敏恵

９月10日（月）日本地質学会北海道大会に

おける夜間小集会で炭酸塩堆積学に関する懇

親会が行われ，約30名程度の参加者の間で炭

酸塩堆積学における微小領域分析に関する研

究報告及び情報交換を行った．北大・理・

M1の岨　康輝氏から「サンゴ骨格の微小領

域分析の現在」というタイトルで近年の炭酸

塩における微小領域分析の技術開発に伴う最

近の研究の動向と新展開についての紹介があ

り，今後のサンゴ骨格を用いた古環境研究の

あり方について多方面の研究者の間で白熱し

た討論が繰り広げられた．また，北大・理・

PDの石村豊穂氏からは，炭酸カルシウムの

微小領域における炭素酸素安定同位体定量法

の紹介と，実際の応用例の紹介があった．特

に，彼の開発した連続フロー型質量分析

（CF-IRMS）を用いた微量炭酸塩安定同位体

比測定システムは，これまでの分析システム

と比べて1/100以下の炭酸塩量で炭素酸素安

定同位体組成を測定できるもので，世界で唯

一ナノグラムオーダーの炭酸塩の安定同位体

組成を環境解析に有用な精度で分析すること

が できるということで，今後の高解像度環

境解析への応用面に関する質問とコメントが

多く出され活発な議論となった．これらの話

題提供を元にした議論は会場の締め切り間際

まで続けられ後，薄野の居酒屋に場所を移し

て夜遅くまで続けられた．

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）
N302会場

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

日本地質学会第114年学術大会（札幌）の

夜間小集会として，日本地球掘削科学コン

ソーシアム（JDESC），海洋研究開発機構，

東京大学海洋研究所の共催による第４回

IODP成果報告会「Exp. 309/312におけるガ

ブロまでの初めての掘削」が開催された．開

催にあたって，JDESC執行部会長の川幡穂

高氏よりIODPの現況と若手研究者支援など

の近年のJDESCの取り組みについて紹介が

あった．

まず，Exp. 312の共同首席研究員の宮下純

夫氏（新潟大学）とExp. 309の共同首席研究

員の海野（静岡大学）からHole1256Dの全体

像についての報告があった．IODP Exp.

309/312は，ODP Leg 206に引き続いてな

されたHole 1256Dにおける掘削によって，

正常な海洋地殻において最上部の溶岩層から

シート状岩脈群を経てガブロ層までの掘削に

初めて成功した．本掘削により，海洋地殻最

上部から深部のガブロまでの構造が初めて明

らかになると共に，拡大速度が海洋地殻の構

環境地質部会
E310会場

世話人　田村嘉之・風岡　修

I O D P南海地震発生帯掘削：
NanTroSEIZE 
E311会場

世話人　斉藤実篤・森田澄人

９月10日，夜間小集会として「IODP南海

地震発生帯掘削：NanTroSEIZE」が開催さ

れました．本集会は，これまで長年にわたり

準備されてきたIODP（統合国際深海掘削計

画）南海トラフ地震発生帯の科学掘削計画

（NanTroSEIZE）をテーマとして，例年地質

学会の開催に合わせ開かれてきました．そし

て，今回はいよいよ地球深部探査船「ちきゅ

う」による掘削プログラムのStage 1開始を

翌週に控えた開催となり，例年とは違った緊

張感の中で集会が進行しました．

主な話題提供として２件の発表がありまし

た．今年ハワイ大学で学位を取得したばかり

の池俊宏さん（現在，地球科学総合研究所）

から博士課程で研究された「沈み込む堆積

物：足摺岬沖，室戸岬沖，熊野海盆周辺との

比較」について紹介していただきました．

JAMSTEC-CDEXで採取された反射法地震

探査記録を利用しながら，四国海盆堆積層の

地域的変化から考察される四国海盆拡大や砕

屑物の供給経路変遷などの影響について説明

がなされました．京都大学博士課程の宮川歩

夢さんには「付加体形成過程の数値モデリン

グ」について発表していただきました．個別

要素法による最新の付加体形成モデルによ

り，スラストの形成・発達過程における変位

分布の移り変わりについて紹介されました．

今後もモデルと入力データの精密化により，

さらに自然に近いモデルの構築が期待されま

す．

また，JAMSTEC-CDEXの眞砂英樹さん

からライザー掘削によるマッドロギング（泥

水検層）について説明があり，「ちきゅう」

における泥水検層の標準的な計測項目の確立

と研究者の参加協力が求められました．

その後，NanTroSEIZEのアップデート情

報としてJAMSTEC-IFREEの木下正高さん

と東京大学海洋研究所の芦寿一郎さんから

Stage 1の直前情報を伝えていただきました．

また，2009年初めに予定されているStage 2

の 概 要 に つ い て ， コ チ ー フ と な る

JAMSTEC-IFREEの斎藤実篤さんが説明し

ました．さらに，高知コア研究センターの徐

垣さんにはコアセンターにおけるIODP乗船

研究者向けのスクールについて説明をいただ

きました．

集会を閉めるにあたり，Stage 1のコチー

フの一人，徐さんから贈られた「乗船研究者

は皆，トップギアで航海に望んでほしい」と

の熱い檄の込められた応援の言葉がとても印

象的でした．最後に宮川さんをはじめ，会場

に居合わせたStage 1乗船者の皆さんに会場
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択数が地学Ⅰ・Ⅱあわせて5100にすぎない現

状にあることを述べた．地学教育活動として

は，北海道地学教育連絡会が北海道学芸大学

の浅井宏氏をリーダーに1954年に発足し，連

絡誌「北海道の地学」を創刊した．1959年に

「郷土の科学」と改題した．1973年には環境

を意識して「郷土と科学」とした．2004年に

連絡会は解散した．2005年からはジオフェス

ティバルを開催し，参加者は年々増えている．

教師の参加する団研では白滝団研（1959-

1961），十勝団研（1962-1978），胆振団研

（1980-1989）の活動があった．この中で1969

年忠類ナウマン象が発見され，発掘に参加し

た．以後現在まで多くの大型化石が発見され，

深川クジラでは北大の湊正雄，秋山雅彦両氏

も参加し野尻湖方式で発掘・研究が行われ

た．こうした調査の中で木村氏が作詞した

「恐竜と化石の歌」が披露された．それらの

化石展示のための博物館が現地で建設され，

滝川カイギュウを卒論で研究した古沢仁氏が

学芸員に採用された．出版物として「十勝の

自然を探る」（1968）にはじまる道内各地の

巡検本のほか，火山学者による火山ハザード

マップがある．「駒ヶ岳」（1983）は日本で最

初に出されたものであり，有珠山ハザード

マップ（1995）は有珠山噴火の際の住民の避

難に有効に働いた．今後の地学教育では，学

校教育とは別にジオフェスティバルやジオ

パーク，博物館等と連携して地学を広めるこ

とが必要であるとし，その際の課題を示した．

当日の参加者は15名であった．終了後，地

下鉄北18条駅近くで懇親会が催された．講演

内容の詳細は「地質学史懇話会会報」に掲載

予定である．

（会田信行）

博物館とジオパークと普及の夜間
小集会
E201会場

世話人　里口保文・柴　正敏

この夜間小集会は，大会初日に行われた社

会教育のシンポジウムを受けて行われた．参

加者は博物館関係者の他，大学関係者など15

人程度であった．

はじめに，産総研の渡辺氏からジオパーク

の概要や現在の状況についての説明があり，

その後はいくつかの事例紹介と，質問が行わ

れた後に，地質の日について，神奈川県博の

平田氏から説明があった．それを受けて，ジ

オパーク，地誌の日，地質百選などを対象と

した事業についての可能性が，積極的に話し

合われた．

ジオパークでは，地域ですでに活動してい

る方々に，ジオパーク認定の申請をしてもら

うことから始めているが，そういった申請が

たくさんになってきた時には，それらを認定

するためのより厳密な基準をつくる必要があ

るので，今後，議論が必要となるであろうと

の意見がだされた．また，ジオパークと関連

する考え方としてエコミュージアムがある

の全体からエールが送られました．

（森田澄人）

地質学史懇話会
E308会場

世話人：会田信行・北川芳男

2007年９月10日（月）18：00～20：00に表

記の夜間小集会が開かれた．鈴木尉元会長の

挨拶の後，北海道の地質学史に関する次の２

講演が行われた．

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

加藤氏は，北海道大学地質学鉱物学教室の

歴史を（1）前史，（2）創設期，（3）発展，

（4）終焉・展開に分けて，各期の特徴をエピ

ソードをまじえて話された．スタートは1872

年開拓使仮学校開校（第２コースで鉱山学・

地質学を教授）であり，その地質測量生徒11

名がライマンから実地教育を受けている．

1918年北海道帝国大学が設置されるが，理学

部開学（教室創設）は1930年である．1927年

４月理学部創立委員会で教官選考が始まっ

た．教授選考では，有能で若く（30才代），

学閥にとらわれない形で行われた．東京帝大

教授山崎直方と東北帝大教授矢部長克が選考

に関わった．1929年４月教授候補者による会

議がフランスのパリで開かれ，長尾巧，鈴木

醇，原田準平が出席した．1930年地質学鉱物

学教室は第一講座（地質学及び岩石学）と第

二講座（地史学及び古生物学）の２講座で出

発し，それぞれ鈴木，長尾が担当教授に任命

された．1931年第三講座（応用地質学），

1932年第四講座（鉱物学）が設置され，それ

ぞれ上床国夫，原田準平が教授に任命された．

1945年第五講座（石油地質学）が増設された．

1949年新制大学となり教養地学が設置され

た．1993年以降，学部・大学院の再編成がす

すみ，地質学鉱物学教室の名称はなくなった．

1999年には北海道大学総合博物館が設置され

た．

教室の特徴は，何事も教室全体で取り組む

ことが多かったことである．千島列島調査は

1930年から1941年まで13回行われた．雑誌会

は1930年に理学部で最初に開かれ，研究中心

に行われた．発展期では各講座とも分野を広

げ，たとえば第二講座では湊正雄教授の時に，

大型化石，ナノ化石，年代学，古地磁気学，

第四紀学などの研究が行われるようになっ

た．フィールドを重視するとともに，教室出

版物の紀要を高く評価した．雑誌会はその後，

講座ごとの雑誌会，さらには研究グループご

との雑誌会と変容し，また紀要はその後年報

に変わり，現在では出されなくなったと現状

をまとめた．

木村氏は，昭和20年以降現在までの地学教

育史を，学校教育カリキュラム・教育組織，

自然災害・大型化石発見，地学教育活動，出

版物，博物館開館の各項目に分けて年表で示

した．はじめに高校地学の本年度の教科書採

が，ジオパークの考え方は，これまで各地で

行われてきたエコミュージアムを否定するも

のではなく，そういった活動の中に，地質分

野の内容も入れてもらえるような働きかけが

必要だとの説明があった．そういった，地域

の活動に対する働きかけは，各地域の博物館

や大学などの研究者の協力が必要である事が

話し合われた．

地質の日については，その日だけに限ると

博物館などでの行事がしにくいため，その近

くの土・日曜日を含む一週間をジオウィーク

として，事業を展開する事も検討した．地質

の日についての予算はないので，それぞれの

館などが行っている活動の中に位置づけ，な

おかつ予算的にも問題のならないようなもの

から行う必要がある．また，各機関でバラバ

ラに行わず，全国的に一斉に同じテーマで活

動したほうが社会的にインパクトのあるもの

になるであろう事が話し合われた．たとえば，

地域の地質図展示を各地で行ったり，ジオ

パークの活動紹介や，地質百選を利用した展

示などもあげられた．ただし，そういうもの

を地域の博物館の努力に任せるのでは，各館

の事情によりできない事も予想されるので，

地質学会から地域の教育委員会を通して，博

物館の事業として行ってもらう依頼なども必

要との提案もあった．

またその他には，博物館の活動などを地質

学会のネットページでも紹介していくような

事が必要であるとの意見もだされたため，こ

れについては，現在のネットページで一部公

開を始めている．

（里口保文）

ランチョン

9月10日（月）12：00-13：00

堆積地質部会
S1会場

世話人　七山　太

9/10（月）12:00-13:00，S1会場において堆

積地質部会ランチョンが開催された．牧野泰

彦代表による挨拶の後，２つの議事が行われ

た．

（1）部会関連のレギュラーセッションの総括

部会関連の５つのレギュラーセッションの

投稿状況・講演内容の傾向が各セッション世

話人から報告された．さらに，来年度以降の

各レギュラーセッションの継続・変更に関し

て議論を行ったが結論は得られず，今後も継

続的に議論を行っていくことが承認された．

（2）部会幹事の交代

今秋の日本堆積学会運営委員選挙に関連し

て，行事委員他，部会幹事の交代が審議され

た．この件は堆積学会の選挙結果を加味した

上で，来春４月を目処に現部会幹事が調整を

行うこととした．

議事終了後，日本地球惑星科学連合2008年

大 会 ， 日 本 堆 積 学 会 弘 前 大 会 ， 6 t h
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名ほどが酸化した．今回の最大の話題は「カ

ルデラDAY」と称して企画されたカルデラ

関連のシンポジウムおよびトピックセッショ

ンの開催であった．三浦委員らが1年近くに

わたって準備をおこない，シンポジウム「大

規模カルデラ火山」およびトピックセッショ

ン「新しいカルデラ像を探る」の開催に漕ぎ

着けた．多くの招待講演者を招聘し，会場は

多数の聴衆で熱気に包まれた．総合討論では

司会の軽寺氏が多忙で欠席したものの，カル

デラ研究に関する以下のような点がまだ課題

として残っていることが浮き彫りとなった．

（1）地熱活動の重要性（地熱が活発でも噴火

しない理由）

（2）カルデラの多様性（規模・形状・時間発

展）

（3）上部地殻におけるマグマの振る舞いー噴

火しない機構

（4）なぜ大きな穴が空くのか？（径を大きく

する機構）

（5）どのような現象を前兆ととらえるか？

（先カルデラ期活動の情報不足）

今回のセッションを下地として，学会誌に

特集号を組むことが提案され，了承された，

その後の取り組みにより，地質学雑誌で特集

号を組むこととなり，現在，三浦氏が中心と

なって，投稿を募集中である．希望者は三浦

氏までご連絡いただきたい．（dmiura@

criepi.denken.or.jp）

最後に今後の部会運営については現体制が

２年経過したため今年度で終了し，中川部会

長が次期部会長を指名し，新部会長が新体制

を組閣することが了承された．今後も２年に

１回程度のペースで特別セッション等を企画

してほしいということが現運営側からの御願

いである．セッション終了後は学生向けの気

楽な居酒屋で懇親会を行い，親交を深めた模

様である．多くの参加者が２次会に駒を進め

たと思われるが，残念ながら当方は関知して

いない．

Island Arc編集委員会
E301会場

世話人　竹内圭史

出席：編集委員長石渡　明・Simon Wallis，

井龍康文・前川寛和，編集事務局長竹内圭

史 ・ 角 替 敏 昭 ， Associate Editor P.

Gau tam・池田　剛・北村晃寿・寺林

優・松岡　篤・宮崎一博

話題

１．2007年の主な報告

Blackwell社がWiley社に買収されたがIAR

の編集出版には今のところ変更なし．

Webでの次号掲載論文の先行公開サービス

を開始．2006年ISIインパクトファクターは

0.762に低下．

２．Island Arc賞

2007年よりIsland Arc賞（賞状・メダル・

International Conference on Asian Marine

Geology（ICAMG-VI），7th International

Conference on Tidal Environments

（Tidalite 2008）他，来年度，国内外で開催

される堆積学関連の学会開催予定についての

情報交換が行われた．

（七山　太）

海洋地質部会
N302会場

世話人　片山　肇・小原泰彦・芦寿一郎

参加者：25名

（1）新部会長の選出

藤岡換太郎（JAMSTEC）部会長の退任の

申し出により，新部会長の選出を行なった．

世話人より新部会長として徳山英一氏（東大

海洋研）が推薦され，全会一致により承認さ

れた．なお，部会長以外の体制は従来通りと

した．

（2）各機関の活動報告

産総研（西村　昭）：今年度の能登半島地震

の音波探査と来年度以降の沖縄海域調査およ

び東日本大陸棚基盤岩採取調査の紹介．

東海大学（坂本　泉）：海洋学会主宰の「望

星丸」洋上研修の紹介，小笠原周辺の海底カ

ルデラでの採泥作業，およびマルチファン

ビーム探査・採泥による海岸浸食調査の紹

介．

JOGMEC（塩川　智）：大水深基礎調査（大

陸棚調査）および南鳥島周辺海域調査の平成

19年度の現況および平成20年度計画の紹介．

海洋情報部（小原泰彦）：能登半島沖および

中越沖地震緊急調査の報告．GEBCO海底地

形名小委員会，大陸棚調査の進捗状況の紹介．

JAMSTEC（金松俊也）：平成21年度開始の

深海調査研究案の紹介．IFREEによる掘削

科学推進に向けた地下構造研究の紹介．「将

来展望シンポジウム」と「ブルーアースシン

ポ」の開催案内．

東大海洋研（芦　寿一郎）：白鳳丸による南

極海航海の紹介．淡青丸の公募の案内．

J-DESC（阿波根直一）：NanTroSEIZEおよ

びUSIO，MSP の航海計画の紹介．IODP

DRILLS講演の開催案内．

高知コアセンター（徐　垣）：高知コアセン

ターでのコア試料の保管・管理案についての

紹介．

（3）その他

IODP関東アスペリティ掘削申請の現状報

告が鈴木宇耕（JANSTEC）よりあった，来

年開催予定のAsian Marine Geology会議が

徐　垣（JAMSTEC）より紹介された．海洋

基本法の紹介と学会としての今後の議論の提

案が部会長から行われた．

火山部会
N304会場

世話人　古川竜太

９月10日の昼休みに火山部会ランチョンを

開催し，午前中のシンポジウムから残った20

賞金$500）を新設．03・04年掲載論文68編を

EIC・EABの18名で審査しYumul et al.

（2003）に決定．咋９日授賞式．

３．2008年からの契約変更

２年契約の２年目なので大枠は継続．年間

ページ数を576pから600pに増やす．08年１

月受付分から無料ページ数を20pから15pに

戻す．BlackwellSynergyでのカラー図の無

料掲載を開始する．

４．編集委員長およびAE・EABの交代

現EICは任期４年経つので2008年１月か

ら新EICに交代する．井龍・前川新EICが紹

介された．EIC交代に伴いAE・EABも一部

留任者以外は交代する．

５．各種編集状況

16巻４号はPictorial１編一般５編ほか計

103p，９月末にWeb公開予定．16巻は年間

607pで，2008年（600p）から30p前借りする．

17巻１号はPictorial１編，特集と一般７編前

後で200pを予定．

特集は３件進行中．地質年代特集は６編受

付済み，うち１編受理済み．IGCP 516特集

は全24編受付済みで17-４号・18-１号分割掲

載を予定．HKT（ヒマラヤ）特集はうち６

編受付済み，掲載は18-3号以降．

07年８ヶ月で新規投稿75編（特集42編一般

30編口絵３編）あり，原稿が混んでいる．

オンラインシステムへの登録は500名を超

えた．

中期的にはより多くの投稿を得て年間ペー

ジ数増・年６号化などを実現し雑誌の地位向

上を目指したい．

６．その他

オ ン ラ イ ン 投 稿 の 査 読 ５ 段 階 評 価

（Reviewer, AE, EIC）の不統一を解消する．

Tableは表組みしているが，必要な場合は原

図を使用するよう変更したい．

なお，ニュース誌７月号掲載の「2006年度

Island Arc編集委員会報告」に訂正がありま

す．p.23，今後のIARの展望13行目の「受付」

は，ここでは通常意味する論文投稿日とは別

の意味であるため，以下のように訂正します．

誤：受付からオンライン公表までの平均日数

正：受理原稿のブラックウェル社による受付

からオンライン公表までの平均日数

（竹内圭史）

女性地球科学者の未来を考える委
員会
E310会場

世話人　堀　利栄

上記委員会は，９月10日の昼食時に行われ，

９名の方に参加いただき，以下のような議題

を話し合った．まず，女性地球科学者の情報

交換の場として，地質学会のHPにある会議

室に委員会のメールングリストを開設しても

らったらどうか？という提案があり，皆で賛

同した．続いて委員会名称の変更について議

論し，新しい名称案を作成した．また，今後
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合同大会コンビーナ　束田和弘（名古屋大学

博物館）＊もう１名できないか調整中

３．議論

１）各賞推薦について

・推薦の時期に部会員から公募する（立候補

も？）．その際，対象論文のリストを作成

する．全体のものは事務局が作成し，全会

員に公開してもらえるよう部会名で要望書

を出す．

・地域地質・層序分野では小澤賞は可能性が

高いため，具体的な推薦理由をつけるなど

工夫する．

・小澤賞には年齢制限があるため，年齢デー

タを事前に事務局に問い合わせる必要があ

る．

・地質学雑誌以外の成果も評価するように

なっているので，地質図幅などを評価の対

象としても良い．

・評価基準にcitation indexを使うことにこ

だわるなら，国内版のcitation indexを使

うという提案をしてもよい．

・名誉会員の推薦は，支部長・部会長経由で

行うので早めに準備する．

２）法人化について

・法人化は2008.12に再申請することになっ

た．申請により自動的に法人化となり，準

備資金も不要．ただし，公益法人ではない

ため寄付金に税金がかかる．

・既に集めた寄付金は用途の再検討が必要

で，弁護士とも相談する．場合によっては

返却も必要？

・地質学会が各国の地質学会と2国間協定を

結ぶ例が増える．今後，合同シンポジウム

を開催する機会などに後援企業を募集でき

る可能性がある．

9月11日（火）12：00-13：00

岩石部会
E301会場

世話人　前田仁一郎

１．役員改選

部会長：榎並正樹さん（名古屋大），広報：

壷井基裕さん（関西学院大），行事委員：

宮崎一博さん（産総研）・青矢睦月さん

（産総研）にお願いする予定（後日，承諾

していただきました）

２．宮下純夫さん，前田仁一郎さんから来年

度の地質学会について

来年の地質学会は秋田大で開催予定．日本

鉱物科学会と同時開催で行われる．協力して

盛況に行われることが望ましい．学会前のプ

レス・リリースに部会からの連絡を流した方

がよい．

３．サイモン　ウォリスさん，石渡　明さん

から地質学会各賞の推薦について岩石部会

からの推薦が非常に少ない．11月終わりく

らいまでには部会内で推薦を募る必要があ

る．

学会時においては委員会の会合ではなく，

「女性地球科学者交流会」として開催する方

向で話がまとまった．最後に各参加者の自己

紹介をしていただき親睦を深めた．

（堀　利栄）

地域地質部会・層序部会合同
E201会場

世話人　吉川敏之・岡田　誠

出席者：天野（地域），新妻（層序・地域），

吉川（地域），岡田（層序），永広（層序・

地域），小嶋（地域），斎藤（地域），渡辺

真人（層序），尾崎（地域）

１．報告

・地域地質部会行事委員の交代: 産総研 斎藤

眞→産総研 吉川敏之

・編集委員会企画部会からの報告（産総研

角井）

昨年度の大会ランチョンで出された意見

は企画部会に報告した．

地質学雑誌に新設されたカテゴリー「報

告」の活用を期待する．

・各賞推薦の期限が今年は１ヶ月早くなった

ので，早めに準備する必要がある．

・柵山賞，小澤賞については推薦が少ないた

め，推薦委員会をつくる．部会長が推薦委

員となり，各部会から２名まで推薦できる．

・賞の選考基準として学会内にはcitation

indexで決めるべきとの意見もあったが，

特定の基準はつくらないことになった．

・国際賞は従来２名だったが，次回からは1

名とすることになった．

２．人事

地域地質部会

部会長：天野一男（茨城大学）

行事委員：吉川敏之（産総研）

連絡係：斎藤　眞（産総研）

国際・対外委員：小嶋　智（岐阜大学）

災害対応：木村克己（産総研）

各賞推薦人：尾崎正紀（産総研）＊新任

企画編集：角井朝昭（産総研）

層序部会

部会長：新妻信明（静岡大学）

行事委員：岡田　誠（茨城大学）

連絡係：星　博幸（愛知教育大）

国際・対外委員：高橋雅紀（産総研）

各賞推薦人：酒井　彰（産総研）＊新任

企画編集：永広昌之（東北大学博物館）・星

博幸（愛知教育大）

４．白石和行さんから極地研のSHRIMPにつ

いて

使用希望者のワークショップを行う予定．

使用したい人はプロポーザルを提出してほし

い．利用者のためのHPがオープンする予定．

５．宮下純夫さんから地質学雑誌について

地質学雑誌に岩石部会から企画を出すなど

して，盛り上げるために協力してほしい．

（岩石部会広報委員　岡本　敦）

構造地質部会
E310会場

世話人　重松紀生

９月11日　12：00-13：00：E310会場にお

いて構造地質部会ランチョンを行い，以下の

案件について議論した．

（1）地質学会専門部会会則の暫定的追加につ

いて

構造地質部会は予算を持っており，予算化

のためには予算案を部会から評議委員会に提

出する．予算案作成にあたり部会員の議決を

取る必要があるが，現状では議決を取るため

の規則がない．このための規則について議論

し，以下の３つを暫定的なものとして決定し

た．なお，この規則の成立条件は構造研の会

則を引き継いだものである．

①構造地質専門部会員：構造地質部会メー

リングリスト登録者でかつ地質学会員で

あること．

②総会成立条件：構造地質部会委任状を含

む1/10の出席により成立する．

③その他：構造地質部会事務局員は会長，

行事委員，事務局員で運営され，任期は

２年とする（将来的に各賞推薦委員が追

加されることを理事会で検討中）．

注：現在，地質学会理事会においても専門部

会の規則については模索中であると天野理

事より説明があった．将来的には理事会で

専門部会についての規則を整備する予定で

あるので，今回の決定したものはそれまで

の暫定的なものである．

（2）日本地質学会構造地質部会　2006年度会

計報告（2006年４月１日より2007年３月31

日まで）

収入費目　

旧構造地質研究会からの配分

予算案　535,000 収入　535,000

その他（寄附）

予算案　0 収入　1,164 差額　1,164

備考　例会懇親会の余剰分

合計

予算案　535,000収入　536,164

差額　1,164

支出費目

メーリングリストの運用費

予算額　160,000 支出額　160,000

差額　0
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定番セッションを「古生物」に統合した形式

で，はじめて行った．これに関して意見交換

を行ない，同時刻に開催される他のセッショ

ンとの兼ね合いに関して検討して欲しいとの

要望が出された．数年間は現在の形式で行な

うことを確認した．

（北村晃寿）

シニア昼食会

大会に参加されたシニアの会員数名をお誘

いし，大会中日の10日に事務局主催の昼食会

を北海道大学構内（レストラン　エルム）で

催した．気軽に参加していただけるよう，前

もっての制約は無しに，News誌で案内を出

し，会場で直接お声をかけて参加された方も

おられた

普段お会いする機会も少なくなったが，久

しぶりの出会いに楽しい歓談のひとときと

なった．

見学旅行

A班　札幌市豊平川沿いの新第三
系層序・火山岩類とカイギュウ化
石
案内者：岡　孝雄・古沢　仁・岡村
聡・青柳大介・重野聖之
参加者：林　大五郎，菊池直樹，小林巌雄，

飯島　力，佐藤尚弘，中井　均，矢島道子，

岩松　暉，青木秀則，松田義章，前田寿嗣，

安藤佳寿哉，伊藤友彦，伊藤迪男，岩渕健持，

亀谷　悟，工藤民夫，高橋　大，塚本奈緒，

星野フサ，星野泰司，渡辺友子（22名）

【参加報告】

豊平川巡検は９月８日（土）に日帰りで，

学術大会の見学旅行と関連行事（理科教師対

象見学旅行）を兼ねた地質学会初の取り組み

として行われました．この見学旅行を実施す

るためにご尽力いただいた札幌大会準備委員

会の方々，中でも岡さん・岡村さんをはじめ

とする見学旅行A班の関係者に，地学教育委

員会の担当者として，この場を借りて厚く御

礼申し上げます．さて今回の取り組みですが，

参加者は案内者を含めて27人（理科教師対象

での参加は17人，内北海道関係者が13人）で，

備考　今後10年間分の運用費の確保

例会開催費補助

予算額　375,000 支出額　326,338

差額　48,662

備考　2007年３月16～18日和歌山県白浜町

（内訳）

招聘費用

予算額　255,000 支出額　133,895

121,105

学生宿泊費補助

予算額　80,000 支出額　64,000

16,000

ポスター会場用消耗品

予算額　10,000 支出額　368

差額　9,632

予備費

予算額　30,000 支出額　128,075

差額　－98,075

備考　要旨集印刷代を含む

次年度繰越

支出額　49,826 差額　－49,826

合計

予算額　535,000 支出額　536,164

差額　－1,164

2007年３月31日時点の構造地質部会特別引

当預金（円）3,700,000

（3）今後の予定に関する連絡

11月24日・25日の日程で新潟県中越沖地震

を踏まえた緊急討論会を予定．11月24日に新

潟地域の地質についての巡検を行い，25日に

討論会を行う．

３月の詳細日程は決まっていないが例会を

長岡で開く．この際，東大地震研究所の佐藤

比呂志氏により普及講演を予定．

（4）2008年度の予算

2008年度に例会開催予定はない．ただし，

反射法についての夏の学校を予定．なお，

「夏の学校，地震波反射法」はランチョン直

前に理事会より提案のあったものであったた

め，このための予算案をランチョンでは提示

できなかったので，ランチョン終了後，事務

局で議論した予算案に決定することで，ラン

チョン出席者には了解をいただいた．

場所は千葉の石油資源公団，もしくは千葉

大学を予定．

「夏の学校，地震波反射法」費用　100,000円

その他，予備費用　30,000円

ランチョン参加者　24名，委任状提出者34

名，上記に新たに決めた規則に従い，以上の

４項目が決定した．

古生物部会
E308会場

世話人　北村晃寿

昨年まで３つに分かれていた古生物部会の

札幌市南区小金湯の豊平川河床で2001年にカ

イギュウ化石が発見されたことを機におこな

われた総合調査の成果を中心に，現在考えら

れている札幌周辺地域の地史を，現地見学を

通じて紹介するというものです．見学地点は

おおむね時代の新しいものから古いものへと

見学するように設定されていました．以下，

見学順序にしたがって，私が特に気になった

ところを中心に感想を述べます．

北大博物館前を予定通り８時30分に出発，

最初の見学地点である藻岩山山頂（Stop１）

に向かいました．藻岩山山頂は，前日の台風

９号の影響が少し残り時折小雨が混じりガス

に囲まれる天候でしたが，時折開ける視界の

中で，札幌の地形と地下構造および藻岩山溶

岩の説明を受けました．私にとっては約30年

ぶりの藻岩山山頂でしたが，市街に高層ビル

が建ち並び，周辺の広い範囲に住宅地がひろ

がる札幌の変貌ぶりを見て，感慨深いものが

ありました．

つづいてStop２五輪大橋の下で前期鮮新世

西野層の火山性の砕屑岩類を見学しました．

中新世末の珪藻化石を産出する泥岩をはさむ

部分の下位には鮮新世前期の珪藻化石をはさ

む部分（上流の藻南公園河床）があり，上位

に同じく鮮新世前期のFT年代をしめす火砕

岩が存在することから，中新世末を示す泥岩

は下位の砥山層からの取り込みと考えられ

る、との説明がありました．泥岩には，ブ

ロック的に見えるもの，層状に見えるものな

どがあり，短時間の観察ではよくわからない，

なかなか手ごわい露頭という印象を持ちまし

た．このころから天候も回復し，このあとは，

台風一過，照りつける太陽の下，９月の北海

道とは思えない暑さの中での巡検となりまし

た．

Stop３石山緑地公園はかって“札幌軟石”

を切り出していた採掘場が公園として整備さ

れたところで，支笏火砕流堆積物の見事な断

面が保存されています（写真）．札幌周辺地

域の学校の学習対象として，ぜひ有効活用し

ていただきたい場所です．

Stop４小金湯のカイギュウ化石産地（後期

中新世砥山層）の見学は当初予定の主要標本

産出箇所が案内者の事前の下見でアプローチ

に手間取るなどのことが分かり，少し上流側

（層準的には下位）の砥山ダム堤下へ変更と

なっていました．ここでは主要標本とは別に

河床の転石（ノジュール）の中から，カイ

ギュウ・クジラなどの骨片が発見されていま

す．サッポロカイギュウおよび化石包含層に

ついての解説を聞いた後で，二匹目のドジョ

ウをめざして化石探査となりましたが，皆で

調べた結果は小さな骨片１個で，そううまく

はいきませんでした．この地点の岩相はカイ

ギュウ化石産地とあまり変わらないとのこと

で，どのような堆積物から化石が産出したか，

その雰囲気を知ることができました．

Stop５の百松沢（中期中新世定山渓層群）

は札幌近郊の地質見学地としてよく知られて

いる場所ですが，今回案内していただき，未
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て各Stopで十分に討論と観察をする時間がも

てたことも良かったと思います．

以下，見学旅行案内書の見学地に一部合わ

せてその感想を報告させて頂きます．最初の

Stop１の手稲前田森林公園では，手稲山の地

形を東部から概観しました．残念ながら，雲

のために山頂はよく見えませんでしたが，私

のような手稲山という山のことを知らなかっ

た見学旅行者にとっては最初に地形を概観す

ることで地形のイメージがつかみ易くなった

と思います．しかしながら山麓の山体崩壊に

よる堆積物の地形が観察できました．また，

後日見学旅行後に地質学会の会場である北海

道大学付近から改めて手稲山を容易に同定で

きたことで，このときに分からなかった地形

の概観がつかめたと思います．見学旅行案内

書のStop２はロープウェイの定期点検中で

あったために行くことができませんでしたの

で省略させて頂きます．Stop３aでは山体崩

壊の発生年代を知る鍵となるテフラの露頭を

観察しました．微妙な色や質感の違いなどか

らテフラを識別し，同定している様は，非常

に勉強になりました．Stop３bでは岩屑なだ

れの地形の痕跡を観察しました．この日，こ

の露頭のあたりでは札幌市の北側の海岸線地

形を望むことができ，石狩川が作る沖積地の

地形も私にとっては興味深いものでした．

Stop３cの露頭は残念ながら観察できません

でしたが，地すべりで動いて壊れた道路など，

岩屑なだれ堆積物上の地すべりが問題になっ

た例をバスの中で短い時間でしたが観察でき

ました．Stop４では雨が本格的に降り始め，

深い霧がかかりましたので，朝里川の第一ヘ

ヤピン地すべりの観察は残念ながらできませ

んでした．Stop５に行く前には朝里川温泉で

ハヤシライスを昼食に頂きましたが，これも，

そのお店自慢のメニューということで大変お

いしく，またコーヒーも頂きました．ここで

は見学旅行終了後の温泉もお世話になり，参

加者みなさんとても満足されていたと思いま

す．Stop５はダムの上流にできた今まさに問

題になっている地すべりでしたが，なにより

も地すべり末端部の堆積物の様子を観察でき

たのが良かったと思います．その中には地す

べりで取り込まれた植物片が含まれており，

解明のことが多いことに正直おどろきまし

た．時代決定に有効な資料が少ないなど制約

は大きいと思いますが，まだまだ調査する余

地が残されているように感じました．

最後に定山渓温泉（Stop６）の定山源泉公

園で足湯につかり，泉源とまわりの定山渓石

英斑岩体（温泉はこの岩体中の割れ目から湧

出）を遠望して，この巡検は無事終了となり

ました．

巡検リーダーの岡さんをはじめとする皆

様，楽しい巡検を企画していただきありがと

うございました．

（都留文科大学　中井　均）

B班　幌満かんらん岩体の層状構
造とその起源
案内者：宮坂省吾・石井正之・英　弘・
平　雄基・小板橋重一
参加者：山崎新太郎・宮地克也・徳橋秀一・

小嶋　智・増田俊明・永田秀尚・佐野郁雄・

沢井長雄・曽根正敏・加藤孝幸・桂田祐介・

上野将司・渡邉　聡・米川　康・関場 清

隆・山本隆広・田中健吾・本間宏樹・吉田

浩・三浦　實（20名）

【参加報告】

今回の見学旅行では，札幌市内の手稲山の

山体崩壊とそれによる地形，地すべり，そし

て小樽市朝里川流域で問題となった地すべり

について観察を行い，二十数名の参加者によ

る活発な議論が行なわれました．特に私のよ

うな近畿からの参加者にとっては，テフラや

岩屑なだれの作る地形を観察するのは，関連

するテーマを研究していない限りは希であ

り，とても良い経験になりました．見学旅行

は地質学会講演前の９月８日に行なわれまし

た．１日だけの短い見学旅行でしたが，学会

会場のある札幌市内に近接した見学旅行コー

スであり，効率よく，濃密な観察と討論がで

きました．ただ残念であったのは，天候が雲

の低い曇りか雨で，地形観察を主とする本見

学旅行では，それらが十分できなかったこと

でした．しかし，見学旅行案内者の丁寧な説

明で，具体的な的な地形のイメージをつかむ

ことができました．また，そのおかげもあっ

また地すべりの原因ともなりやすそうな滑り

やすい粘土も含まれており，興味深い露頭で

した．私も貴重な機会でしたので，長靴を

持っていませんでしたが運動靴のまま沢に入

り，びしょ濡れになりながら夢中で観察しま

した．これも見学旅行後に温泉が用意されて

いたから思い切れたと思います．最後には現

在地すべりにより道路が崩壊している現場を

訪れましたが，地すべりの対策について専門

家の方々からこのときに教わり大変勉強にな

りました．

今回の見学旅行は台風の直後でもあり私も

開催を心配していたのですが，（もちろん案

内者の方々のご心配はさらにこの上ないもの

であったと思います）無事開催できて，また

以下の点において非常に良かったと思いま

す．様々な分野の専門化の方々が集まり活発

な議論が展開されたこと．案内者の方々の丁

寧な説明が受けられたこと．また，余裕のあ

る時間設定で地質・地形と周辺の現象を詳細

に観察・議論することができたこと．そして，

より良く検討するための詳しい見学旅行資料

が用意されたこと．おいしい昼食や快適な温

泉，そしてそれらを満喫できる時間設定や，

案内者の方々の綿密な準備があったことなど

です．それらにより，とても満足な見学旅行

ができました．そして，案内者と参加者の

方々に多くのことを教わり，知識・経験両面

で非常に勉強になりました．

最後に，このような素晴らしい見学旅行の

準備にあたられ，最後までお世話になりまし

た，案内者の方々に深く感謝いたします．

（京都大学理学研究科　山崎新太郎）

Ｃ班　日高スペシャル（日高衝突
帯下部地殻の岩石構成と変形運
動）
案内者：小山内康人・大和田正明・豊島
剛志
参加者：原山　智・川上哲生・米村和紘・馬

場壮太郎・川嵜智佑・中野伸彦・中立達朗・

西上原　航・市來孝志・佐々木聡子・山崎秀

策・井上朋香・田中真二・上久保　寛・重松

紀生・安間　了・柴田伊廣・阿部幹雄（18名）
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質グラニュライト），Stop 11 泥質グラニュ

ライト．

13日のコイボクシビチャリ川では，苦鉄質

グラニュライト中のリューコゾーム中に多数

の斜方輝石自形結晶が含まれることを観察し

た．こうした自形結晶は，ホルンブレンドが

分解溶融し，溶融メルト中での成長を示すと

案内者から解説を受け，地殻下部でのマグマ

発生のイメージが露頭を目の前にして湧いて

きた．14日は日高主衝上断層からスタートし，

ほぼ全面露頭に近い状態のニシュオマナイ沢

を，800ｍほど時間をかけて観察していった．

特に印象深いのは，淡青色の粗粒菫青石（～

３cm長径）と細粒ザクロ石を含むトーナル

岩質リューコゾームであった．こうした

リューコゾームは砂質～泥質片麻岩やグラ

ニュライトが部分溶融して生じたもので，そ

の条件は750～800℃，500～600Mpa（地下

20km程度）と見積もられるとのことである．

私のやってきた研究は，カルデラ火山や直

下に定置した浅所プルトンであり，今回のよ

うなマグマを生成した地殻深部での過程を観

察できたことは大変刺激的であった．こうし

た巡検を企画・案内して頂いた小山内・大和

田・豊島氏に心から御礼申し上げます．また，

案内者とともに準スタッフとしての役割を担

われた中野伸彦さんと山岳映像ジャーナリス

トで第49次南極観測隊員の阿部幹雄さんにも

感謝申し上げます．

（信州大学　原山　智）

D班　北海道中央部の活断層と大
規模地すべり地形
現地案内者：田近　淳・大津　直・小板
橋重一・英　弘・川井武志
参加者：雨宮和夫・井出　寛・石田博英・加

藤靖郎・川辺孝幸・川村喜一郎・小嶋　智・

永留和文・佐野郁雄・山田康広・横山俊治・

吉岡正俊（12名）

【参加報告】

石狩平野の南部で西側から夕張山地を越

え，富良野盆地に入り，富良野盆地を旭川ま

で北上，今度は東側から夕張山地を越えて，

石狩平野を南下するという北海道の雄大な自

【参加報告】

あこがれの日高であった．学生時代，地向

斜造山の場として教えられた変成帯は，その

後劇的な変遷を遂げた．現在では，海洋地殻

に対し島弧性地殻が衝上している衝突帯であ

ることが明らかにされている．少なくとも日

本では，地殻の断面が日高ほど連続して追跡

できるところはない－と言い切れるだろう．

日高の巡検は幾度となく行われてきたが，

個人的な都合でその都度あきらめざるを得な

かったこともあって，この日高スペシャル巡

検には必ず参加しようと，手続き開始と同時

に申し込んだ．この地に来るまで時間は要し

たが，やはり期待通りのすばらしいフィール

ドだと思う．壮大な造構史とともに，グラ

ニュライト相の美麗な岩石は私を完全に虜に

してしまった．

国際学会時の巡検を含む多数の経験をふま

えてのことと思うが，今回の巡検は地殻下部

の変成岩・火成岩とその構造に焦点が絞られ

ており，充実した巡検であった．用意されて

いた観察地点は，静内川上流７地点（12・13

日）と元浦川上流の５地点（14日）である．

前者は時間の都合で４地点の露頭観察が割愛

されたことは残念であったが，その代替とし

て由来の確かな河床礫の解説を伺い，観察す

ることができた．この時採取した緑色のヴィ

リディン（Mn紅柱石）を含むザクロ石－白

雲母片岩もその一つで，海洋地殻（ポロシリ

オフィオライト）のマンガンノジュール含有

泥質岩を起源とすると聞いて，その希少価値

をあらためて知ることができた．

９月12日　ベニカル沢でのグラニュライト相

変成岩礫の観察　ベテガリ山荘（無人小屋）

泊．

９月13日　大河原沢下流での変成岩礫の観

察．コイボクシビチャリ川（Stop 2-4）．

Stop２日高主衝上断層（HMT），Stop３マイ

ロナイトとシース褶曲，Stop４苦鉄質および

泥質グラニュライト．神威山荘（無人小屋）

泊．

９月14日　ニシュオマナイ沢．Stop７

HMTとマイロナイト，Stop８　菫青石

リューコゾーム，Stop９　ザクロ石－斜方輝

石トーナル岩，Stop 10 輝石角閃岩（苦鉄

然を楽しみながらの見学会であった．参加者

は案内者を含め，総勢17名．案内者はもとよ

り，道内の参加者による郷土の地形・地質の

熱い語りが見学会を盛り上げ，一層楽しいも

のにした．石狩低地東縁断層帯・赤岩トンネ

ルの大規模地すべり・富良野断層帯が主な見

学地で，地形学と地質学の情報をいかに組み

合わせて断層構造・地すべり構造を読み解く

かがテーマであったように思われる．富良野

の宿でのミーティングでは，モデル実験によ

る構造解釈が山田康広先生によって紹介さ

れ，このテーマの議論を深めた．

石狩低地東縁断層帯と富良野断層帯のナマ

コ山断層の地下には，山地側から平地に向

かって衝上する低角衝上断層（ブラインドス

ラスト）が伏在するという．反射法地震探査

やボーリング調査など深部情報なしにこのよ

うな断層モデルの構築は難しいが，この断層

モデルの妥当性の検証には地表付近の地形・

地質解析が欠かせないと思った．

赤岩トンネルの大規模地すべりは空知－エ

ゾ帯南部の付加体で発生した岩盤地すべり

で，衝上断層を構成していた蛇紋岩起源のガ

ウジがすべり面の広い部分に発達している．

大規模地すべりの存在を暗示する地形が存在

するが，地すべりの輪郭が不明瞭であったた

めに，地すべりの規模を誤ったまま，トンネ

ルの線形が決定され，工事が着手された．工

事の途中で線形を一部変更したが難工事と

なった．その赤岩トンネルをバスは一気に走

り抜けた．地すべりの規模を小さく見積もっ

てしまうという失敗は多くの大規模地すべり

で経験しているところである．調査の初期に，

最大規模の地すべりを確認するボーリングを

少なくとも１本実施しておくことが結果的に

は施工費を安くすることになることをこの事

例は示している．

十勝岳の山頂が雲に隠れていたのが残念で

あったが，夕張市の＜滝の上公園＞では炭田

産業の盛衰の歴史に思いを馳せ，最後に＜か

んのファーム＞で，赤・紫・白の波打つ花の

帯の中を散策して富良野らしい風景を満喫し

た．皆さん，お世話になりました．

（高知大学　横山俊治）
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る砂脈が認められた．Stop７では主に，ハン

モック状斜交層理，ならびにデューンを形成

する貝殻密集層からなる浅海域で形成された

地層が観察された．ここでの見学を終え，と

かち帯広空港経由，JR帯広駅で無事解散と

なった．

各見学地点では，観察される堆積相の解釈

について，時間を忘れるほど活発な議論が多

く交わされ，参加者それぞれの理解を深める

ことができた．また，２日間とも爽快な気候

に恵まれ，宿舎では「モール温泉」である十

勝川温泉を楽しめたことで，参加者はみな大

満足であった．筆者個人にとっても，この地

域に特徴的な褐炭層や芽登凝灰岩層を観察で

きたこと，さらにそれらを含めた地層の特徴

と地下水帯水層を関連付けて理解でき，大変

良い経験となった．最後に，案内者の方々に，

ここに厚く御礼申し上げます．

（千葉大学大学院理学研究科

地球生命圏科学専攻　西田尚央）

F班　北海道駒ケ岳火山の噴火履
歴
案内者：宝田晋治・高橋　良
参加者：星住英夫・西来邦章・阪上雅之・三

浦大助・兒玉　優・大塚宏徳・関口悠子（７

名）

【参加報告】

F班では活動的で破壊的噴火をおこなうこ

とで知られる駒ヶ岳火山を巡検した．今回，

許可を得たうえで登山規制されている駒ヶ岳

へ登山できることと，興味のある火口近傍の

堆積物を観察できることから本巡検に参加し

た．当日は，札幌を出発時には薄曇りであっ

た天候も駒ヶ岳へ向かうにつれて晴天とな

り，２日間とも絶好の巡検日和となった．

初日は，駒ヶ岳山麓にて主に1640年噴火の

噴出物を観察した．STOP１の大沼では，

1640年噴火の始まりである山体崩壊の岩屑な

だれ堆積物の流れ山地形を観察した後，岩屑

なだれ岩塊を観察した．ここでは岩塊は山体

のどの部分が崩れてきたものなのか，岩塊に

見られるクラックのうち初生的なクラックと

ジクソークラックをどのように見極めるかな

E班　十勝平野の下部更新統の堆
積相と水理地質
案内者：高清水康博・岡　孝雄
参加者：山口直文・中条武司・牧野泰彦・坂

本隆彦・近藤はるか・市原季彦・金子信行・

天野敦子・谷口圭輔・風岡　修・伊藤拓馬・

楠田　隆・古野邦雄・奈良正和・西田尚央・

野井英明・仁科健二・鷲見浩司・河野　重

範・金　幸隆（20名）

【参加報告】

この見学旅行は，褐炭層や凝灰岩層で特徴

づけられる，十勝平野に分布する下部更新統

池田層群を対象とし，沿岸－浅海域の堆積相

の特徴，ならびにそれと関連した地下水帯水

層の特徴を理解することを目的として，１泊

２日の日程で行われた．

１日目のテーマは，下部の火砕流堆積物で

ある芽登凝灰岩層と，その上位に重なる沿岸

域で形成されたと考えられる地層の観察で

あった．JR新得駅に集合し，最初に訪れた

Stop０（Stop１の露頭が直前になくなった

ための代替）では，芽登凝灰岩層と沿岸域の

地層の基本的な特徴について理解した．Stop

２では，最大で厚さ50cm程度の褐炭層が特

徴的に観察された．Stop３では，深さ約３m

の規模で削り込む谷状地形と，これを埋積す

る潮汐チャネル堆積物が観察された．Stop４

は，褐炭層が挟在される割合が少なく，他の

Stopと比べ最も海側の堆積環境で形成された

地層が観察された．

２日目の最初に訪れたStop５は，十勝平野

が一望できる展望台であった．ここでは，十

勝平野の地形的特徴，および地下地質構造の

特徴に基づいて，地下水流（温泉）の特徴に

ついて説明を受けた．この後，麓にある十勝

川温泉の泉源の管理施設を見学し，異なる層

から得られる温泉の特徴について，温泉組合

の方から説明された．また，「分析用試料」

として温泉を持ち帰ることができ，参加者に

とってうれしいお土産となった．Stop６では，

１日目よりも下位層準に相当する，外浜－海

浜，後背湿地の上方浅海化サクセッションを

中心とした観察が行われた．上部の海浜堆積

物には，地震活動に伴う液状化層と解釈され

どの議論が行なわれた．STOP２の留の沢で

は，1640年，1856年，1929年噴火の噴出物を

観察した．特に1640年の岩屑なだれ堆積物を

覆う火砕サージは，1980年のセントへレンズ

火山の山体崩壊に伴い発生したブラストの特

徴と類似するとのことで，時間をかけての観

察，議論となった．STOP３の出来潤崎では，

流れ山の断面を観察した．ここで見られた流

れ山の岩塊は，主に強溶結した溶結火砕岩か

ら構成されており，火砕丘が崩壊したもので

あることが想像できた．また，流れ山に1694

年の降下軽石がマントルベディングしている

様子が観察できた．

翌日は，駒ヶ岳を登りながら主に1929年噴

火の噴出物を観察した．登山道からは眼下の

大沼や1929年噴火の火砕サージのデューン地

形，遠くは本州の北八甲田火山群まで眺望す

ることができた．山頂では，1996年噴火の南

火山列を観察した後，現在も噴気が上がる主

火口を観察した．主火口は主に1929年噴火で

形成されており，大まかな柱状節理が発達す

る溶結火砕岩がみられる．この溶結火砕岩は

1942年噴火の際に吹き飛ばされ，火口周辺に

点在しているので，手にとって観察すること

ができた．その他，山頂火口周辺では，火口

近傍堆積物を充分に観察することができ，大

変有意義であった．下山後，駒ヶ岳の噴出物

に挟まれる広域火山灰を観察し，最後に森町

役場にて駒ヶ岳の噴火に備えた観測体制，行

政の取り組みなどを解説していただいた．

往路で休憩した有珠SAでは，有珠火山の

地形観察と2000年噴火についても説明してい

ただくなど，本巡検は盛りだくさんの内容で，

大変勉強になった．最後に，巡検の企画・案

内して頂いた宝田さん，高橋さん，吉本さん

に心からお礼申し上げます．

（信州大学理学部　西来邦章）

G班　忍路・積丹半島の水底火山
活動と岩盤崩壊
案内者：岡村　聰・永田秀尚・石丸
聡・八束　翔
参加者：佐々木孝雄・西村瑞恵・西山賢一・

古川邦之・松原典孝・京相健二・斎藤華苗・

藤田勝代（８名）
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立ち寄り，約1600年前に刻まれた岩面刻画を

見学した．宿では海の幸の夕食．明日の見学

地の説明のあと，現地で調達したおつまみや

果物，持寄った銘酒を囲んでの懇親会が開か

れた．今回，案内者も参加者も研究分野がバ

ラエティーに富んだメンバーが集まってい

る．露頭を前にそれぞれ専門の立場からの意

見を聞けるのが面白い．あらためて自己紹介

をしながらお互いのバックグラウンドを知る

ことでより交流が温まった．

２日目は余市港へ．新第三紀中新世の主に

再堆積性ハイアロクラスタイトから成る尾根

内層で発生した岩盤崩壊の地形を船上から遠

望する（Stop４）．イカ釣り漁船に乗船し救

命胴衣を装着して出発．ワッカケ岬崩壊から

セタカムイ崩壊まで直線距離にして約４km

を移動する．見えてきたのは100ｍ超の巨大

な海食崖．船が進み角度が変わるにつれて節

理面や堆積構造がはっきり見えるようにな

る．崖の下方ではノッチや海食洞の侵食が多

くみられる．なかでも豊浜トンネル旧西側坑

口崩壊は1996年２月に発生した豊浜トンネル

事故の現場であり，当時の連日のニュースは

今でも記憶に残っている．この崩壊は初期的

に存在した風化開口節理面からトンネルへ向

かう亀裂の進展によって発生したと考えられ

ている．新しいトンネルが開通し，現在は陸

路で現場へ行くことはできない．この事故を

機に岩盤崩壊に対する社会的関心が高まり道

路防災点検の充実が図られたという．途中，

海の方に目を向けると，そこには奇岩「ロー

ソク岩」が細っそりと海に突き出ている．実

際には高さ40ｍ以上もあるのだと船長が教え

てくれた．ローソク岩と大規模な崩壊を同時

に目の当たりにすると自然が造りだす地形の

不思議を感じずにはいられない．船上からの

岩盤崩壊の観察は普段はなかなかできない貴

重な体験となった．午後はStop５（湯内港崩

壊）の現場を歩き，目的の見学はすべて無事

に終わった．充実した２日間，有意義な時間

を一緒に過ごした案内者参加者ともに心から

御礼申し上げたい．

（財団法人深田地質研究所　藤田勝代）

【参加報告】

9/12（水）の朝，各コースの見学旅行者が

集合し賑わう北大総合博物館前，G班（12名）

は２台の車に分乗して出発した．１日目は積

丹半島の新第三紀浅海性火山岩類の露頭，２

日目は再堆積性ハイアロクラスタイトで発生

した岩盤崩壊含む地形を見学する．札幌から

西北西に向かい１時間半ほど走り，小樽の市

街地を抜けて余市湾へと出る．海が見えてま

もなく最初のStop忍路半島に到着した．各自

ヘルメットと足回りを整えて身支度し，忍路

湾に面した露頭へ向かう．Stop１（忍路湾入

口）は玄武岩～玄武岩質安山岩の枕状溶岩を

主体とした見上げるほど大きな露頭である．

目が慣れてくると密集した枕状溶岩がつぎつ

ぎと見えてきた．近づいてハイアロクラスタ

イトの産状を観察する．海水に足を浸かりつ

つも奥へ移動すると，スコリア主体の降下性

火砕堆積物の露頭が現れる．角礫状で黒色の

火砕岩岩片が上方細粒化している産状や，急

冷相をもつフィーダーダイクが観察できる．

さらに湾の奥へと進んで，ここから斜面を登

る．途中，ツタウルシ（ウルシ科，触るとか

ぶれる）に気を付けながら藪を漕ぎ，もくも

くと縦列で登り進む．案内者の配慮で，迷い

やすい地点には事前に木に目印が道しるべに

結びつけてある．心遣いがありがたい．尾根

沿いの藪をようやく抜けると目の前が急に広

くなった．カブト岬が一望できる絶景ポイン

トに到着したのだ．ここで忍路湾とカブト岬

を眺望しながらのランチタイム．Stop２（カ

ブト岬）ではスコリア質降下性火砕堆積物と

急冷縁を持つ火山弾，それらを貫くフィー

ダーダイクが三次元的に観察できる．再堆積

の根拠は何であるのか，その堆積構造をじっ

くり観察した．また侵食地形タフォニについ

ては徳島大の西山先生が解説してくださっ

た．続いて向かったStop３（モイレ岬）は一

風変わった露頭である．かつて海だったとこ

ろを流紋岩の露頭だけ埋め立てずに残してあ

り，小さな島として整備されている．ここで

は海底下に噴出した流紋岩質溶岩中に，基盤

岩である閃緑岩や花崗岩が大小多数捕獲され

ている産状を観察した．そして１日目の最後，

オプションとして国指定史跡フゴッペ洞窟へ

H班　深部付加体としての神居古
潭変成岩類の原岩層序・付加プロ
セス・変形変成作用および流体―
岩石相互作用
案内者：榊原正幸・池田倫治・安元和
己・太田　努
参加者：市原　寛・榎並正樹・木村希生・大

谷具幸・大坪　誠・山口佳昭・山口飛鳥・水

落裕之・玉原正之・佐々木　潤・山口はる

か・石渡　明・森　康・重野未来・中島

隆・氏家恒太郎（16名）

【参加報告】

私は付加体の断層沿い流体移動について研

究しているのですが，沈み込み帯のより深部

での流体の作用について見学できるというこ

とで今回この巡検に参加させていただきまし

た．

１日目，神居古潭渓谷沿いのStop１・２で

はパンケホロナイユニットの各岩相や褶曲，

シャッフルカード構造，ピーク時の変成作用

の後に入ったエピドート脈を，Stop３では海

洋プレート内火成作用の証拠であるチャート

に貫入する玄武岩を観察しました．2日目は

Stop４・５で美瑛ユニットのハイアロクラス

タイト，玄武岩質砂岩中のチャート，Stop

６・７で幌加内ユニットの藍閃石片岩，角閃

岩を観察しました．

いずれの箇所も露頭状態は比較的良好で，

観察地点を絞って時間を充分にとっていただ

いたので，神居古潭帯を形成するひととおり

の岩相および特徴的な初成構造・変形構造の

様式を理解できました．案内者の方々の，カ

ラーのスケッチや論文別刷を駆使しての説明

がすばらしかったのはもちろんのこと，参加

者の方々も皆熱心で，エピドート脈周辺の反

応帯を形成する物質移動の様式や，「そもそ

も変成帯の区分とは何か？」といった話にま

で議論が白熱しました．その結果として非常

に充実した良い巡検だったように思います．

印象的だったのは，夕食時の自己紹介で，

かつてこの地域を研究された故・渡辺暉夫さ

ん，故・柴草英彦さんの思い出を話された方

が複数いらっしゃったことです．大御所の先

生方の貴重な昔話と，学問に対する真摯な姿
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フラを観察した．この露頭では活発な議論が

行われ，大変勉強になった．Stop５では周氷

河作用による堆積物を観察した．露頭では凍

結破砕などにより粘土質になった声問層を観

察した．Stop６からは幌延深地層研究セン

ター内で見学を行った．施設の展望階から周

氷河作用によって形成された地形を観察し

た．Stop７では同センターの地下施設関連設

備の見学と，これまで観察してきた地質の

ボーリングコアの観察を行った．現在約50m

まで掘削中の立坑に入り，地下40mの地点で

見学を行った．コア観察では勇知層，声問層，

稚内層などを観察した．予定の行程が終了し

た後，幌延駅まで移動して解散となった．

見学旅行中は，露頭ごとに適切な資料を準

備頂いてあったことで，見学内容を簡単かつ

スムースに理解できた．また，各露頭や施設

での時間配分も的確で，移動や宿泊も，参加

者が戸惑うことのないよう綿密に準備されて

いたため，参加者は観察・見学に集中するこ

とができて大変満足な見学旅行であった．

最後に，巡検の準備にあたられた案内者の

方々，見学に際して補助して頂いた幌延深地

層研究センターの職員方に深く御礼申し上げ

ます．

（名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科

学専攻修士後期課程３年　横田秀晴）

J班　海山沈み込みに伴う前弧域
の発達過程と固体物質循環
案内者：植田勇人
参加者：宮川歩夢・澁谷　奨・山本由弦・栗

原敏之・鎌田祥仁・菅森義晃・土谷信高・原

勝宏・原　英俊・辻　智大・草場陽子・南部

拓未・小久保晋一・横幕早季・山縣　毅・金

丸龍夫・今山武志・内野隆之（18名）

【参加報告】

私は四国で付加体研究している学生とし

て，北海道の付加体に興味があってこの巡検

に参加した．

当巡検地である新冠町は，馬牧場が一面に

広がっていたり，海岸で昆布漁が行われてい

たりして，独特ののどかな空気が流れていた．

当巡検では，海山沈み込みに伴って形成され

勢・友情に心打たれた次第です．

案内者の榊原さん，安元さん，池田さん，

太田さん，そして参加者の皆様のお陰で大変

充実した巡検を過ごすことができました．仕

出しのお食事が大変美味しかったこと，深夜

2時まで続いた宴会，思わぬバスのオーバー

ヒート，昼食時のういろう談義など露頭以外

にも思い出は尽きません．皆様どうもありが

とうございました。

（東京大学大学院理学系研究科

地球惑星科学専攻　山口飛鳥）

I班　北海道北部，幌延地域にお
ける後期鮮新世以降の古地理と地
質構造発達史
案内者：新里忠史・舟木泰智・安江健一
参加者：増田俊明・横田秀晴・近藤玲介・国

末彰司・中山俊雄・越谷　賢・菅沼悠介（７

名）

【参加報告】

I班の見学旅行は，札幌駅から北へ特急で

４時間余分，北海道天塩郡幌延町で開催され

た．行程は１泊２日で，天北堆積盆の南東部

に位置する幌延地域の地質・地質構造・堆積

相・地形，および日本原子力研究開発機構，

幌延深地層研究センターで，ボーリングコア

の観察と地下施設の見学を行った．

初日は晴天に恵まれた．参加者は幌延駅に

集合し，バスで露頭まで移動した．Stop１で

は稚内層の珪質岩に発達する割れ目群の観察

を行った．層理面に対して異なる姿勢を持つ

断層の性状等を説明して頂いた．Stop２では

更別層の泥岩中に発達するデュープレックス

構造を観察した．周辺では更別層の泥・砂・

礫層が露出しており，デュープレックス構造

以外にもさまざまな堆積構造も観察できた．

Stop３では更別層下部の堆積相を観察した．

ここでは泥層・砂層・砂泥互層・砂礫層が見

られ，内湾～バリアーにかけての環境を示す

堆積相を観察した．

二日目は夜明け前に雨が降り，雨・晴れ・

暴風雨と荒れ模様の天候だったが，昼過ぎに

は晴れ間が広がった．Stop４では海岸段丘堆

積物の上位に堆積する風成堆積物と，挟在テ

た高圧変成付加体（岩清水コンプレックス）

と，これが上昇したことを示す前弧海盆（蝦

夷累層群）中の不整合などを観察した．

Stop１では，岩清水コンプレックスの砕屑

岩ナップを観察した．スレート劈開と層平行

圧縮変形の前後関係，断層引きずり褶曲，面

無し共役断層，脱水構造，砕屑岩岩脈など見

所満載で，露出も良いため一日中見ても飽き

ない．

Stop２では，チャート－砕屑岩シークェン

スを観察し，まさに海洋プレート層序の上位

から下位へのイメージが実感できた．

初日はここで終了し，日高判官館青年の家

に宿泊した．この夜，植田先生に巡検内容と

その解釈について講演していただいき，活発

な議論が起こった．その後は懇親会で大量の

美酒と談話を楽しんだ．

翌日，川村信人先生と合流し，中部蝦夷層

群について説明していただいた．Stop３の中

部蝦夷層群基底近くでは，変成岩巨礫を含む

含礫泥岩やタービダイトが露出しており，礫

の起源から堆積構造にまで議論が及んだ．

Stop４，５ではそれぞれ，中部蝦夷層群が

岩清水コンプレックス，空知層群を不整合に

覆う露頭を観察した．どちらも露頭，研磨片

写真，柱状図が優れており，非常に説得力が

あった．

最終日は岩清水コンプレックスである．

Stop６ではピラシュケユニットの緑色片岩を

観察した．この緑色岩の変成度はローソン

石－曹長石相～青色片岩に及ぶのだが，片理

の顕著でない部分もあり，変成温度と片理形

成の関係について非常に興味深い議論が交わ

された．

Stop７では，ピラシュケユニットと下位の

二股川ユニットの境界付近に位置する珪質片

岩中の重複褶曲を観察した．ここでは，褶曲

軸の方向とStop６の緑色片岩の伸張線構造の

方向の一致，変形の年代について説明がなさ

れた．

最後にStop８では，二股川ユニットの混在

岩と緑色岩を観察した．

全体として，参加者は若手が多く専門分野

も様々だったため，議論は活発で，皆多様な

岩石を余すことなく堪能し，分野を超えて貴
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クジラ類化石の展示である．化石レプリカの

作成も体験させていただいたが，一般の来館

者に対しても知的好奇心を高める有効な体験

型の博物館活動であると思う．日高山脈館は，

日高山脈に見られる多様な岩石・鉱物の展示

が見所の博物館である．案内者との会話から，

山脈館が研究者や学生のフィールドワークの

拠点となっていることが伺えた．白亜紀の海

生爬虫類化石に関して日本有数の展示を持つ

むかわ町立穂別博物館では，収蔵庫やクリー

ニング室も見学させていただいた．資料の分

類・整理方法を参考にさせていただきたいと

思う．このほかにも，移動の際には北海道の

地形や自然について解説していただき，さら

に上士幌町では十勝石（黒曜石）を採集させ

ていただいた．また，宿では杯をかわしなが

ら，博物館と学校教育との連携，指定管理者

制度，ジオパークの設立など，博物館が直面

している現状や課題などについて夜遅くまで

語り合った．

このような盛りだくさんの内容で，参加者

全員が博物館の展示を楽しみ，北海道の地質

と化石について理解を深めることができた．

現在，地域博物館を設置・運営する自治体の

財政状況は北海道に限らず厳しく，博物館の

活動が制限されることが少なくない．この局

面を乗り切るために，博物館が地域に密着し

た展示・教育普及活動を提供し，地域活性化

の一翼を担うことが不可欠であることを改め

て感じた．最後に，丁寧な解説をしてくだ

さった案内者と学芸員の方々に感謝を申し上

げたい．

（横須賀市自然・人文博物館　学芸員

柴田健一郎）

L班　幌満かんらん岩体の層状構
造とその起源
案内者：新井田清信・高澤栄一
参加者：宮地克也・片山郁夫・高橋直樹・

Wallis Simon・河尻清和・小林今日子・大友

幸子・壷井基裕・西岡芳晴・前川寛和・

Yousif Osaman Mohommad・水上知行・村

田恵子・松浦浩久・上條裕久・新村太郎・針

金由美子・田阪美樹・稲垣貴之・昆　慶明・

大谷麻実・亀　聡実・山口真喜子・村上龍太

重な時間を共有できたのではないだろうか．

その中に自分も積極的に参加することで，収

穫の多い巡検となった．また，植田先生の仕

事はやはり素晴らしく，その仕事量や熱意に

驚かされた．さらに露頭事実に基づく解釈が

明確に提示されていたので，議論に取り組み

やすかった．まだまだ知らない世界がある

なぁと，感動し，また一つ勉強になった．こ

れを自分の研究に還元し，生かしていくのが

今後の課題である．

最後に案内者の植田先生，川村先生，議論

してくださった皆様に心より感謝申し上げた

い．

（愛媛大学理工学研究科生物地球圏科学専攻

辻　智大）

K班　北の町の地質系博物館めぐ
り＜北海道横断編＞
案内者：櫻井和彦・小野（臼杵）昌子・
古沢　仁・加納　学・東　豊土・澤村
寛
参加者：柴田健一郎・渡辺真人・曽根正敏・

宇多村　譲・宇多村米子（５名）

【参加報告】

北海道の地域博物館の展示，ならびに教育

普及活動の現状を学ぶという目的でこの見学

旅行に参加させていただいた．ここで感銘を

受けたのは，見学した５つの博物館すべてが，

地域住民・学校と密着し，その地域の地質学

的背景をベースにした展示・教育普及活動を

展開していたということである．

札幌市博物館活動センターではサッポロカ

イギュウのクリーニング作業を手伝わせてい

ただいた．私は幸運にも化石の破片を発見し，

標本の採集者としてラベルに名前を残すこと

ができた．この作業は一般の方も参加するこ

とができ，地域住民が博物館活動に直接参加

できる好例であると思う．三笠市立博物館は，

アンモナイトの展示の質と量では世界第一級

の博物館であると考えられる．標本に直接手

で触れることができるという，体験型の展示

方法が印象的であった．足寄動物化石博物館

の目玉は，足寄町周辺から産出した束柱類・

朗・佐藤尚弘・矢内桂三・新藤和安・三上禎

次・堺　俊樹・千葉恵美（特別参加：David.

H. Green，Helen Green，新井田世津子）

【参加報告】

総勢35名と今大会最大の巡検となったL班

は，日高山脈の形成と共に地表に露出した日

高山脈の南端部にある幌満かんらん岩体を観

察した．幌満かんらん岩体は二次的な変質が

少なく世界的にも有名で，かんらん岩を研究

している者ならば一度は訪れたい場所であ

る．今回の巡検では，１日目に様似町役場と

幌満川，２日目にアポイ岳という日程だった．

９月12日に様似町長がジオパークの登録申請

を表明したこともあり，初日はマスコミの方

も巡検に同行された．

１日目は様似町役場前の「アポイの鼓動」

かんらん岩広場に展示された日高変成帯の代

表的な岩石を観察した．１～2.5ｍの大型標

本は綺麗に研磨されており，時がたつのも忘

れ夢中で観察した．その後，幌満川沿いでは

輝石－スピネルシンプレクタイトを含むレル

ゾライトを観察した．美しい緑のかんらん岩

中にあるシンプレクタイトは肉眼だとピンク

色をしていた．また，その上流ではスピネル

ダナイトとハルツバージャイトとの接触部

や、斜長石レルゾライト中に見られる苦鉄質

岩のマグマの通り道を観察した．前者ではス

ピネルの量比による境界の見つけ方の説明を

受けた．スピネルが自形であることなどから

結晶集積岩であるといえるらしい．また，か

んらん石の中にスピネルが三方向に入ってい

るため黒く見える通称「黒olivine」があった．

観察を終え，太平洋に沈む夕日を見ながら

宿舎のアポイ山荘に向った．夜の懇親会では，

自己紹介と共に「世界のかんらん岩」と題し

参加者の方々が様々な地域のかんらん岩の写

真を紹介した．

２日目は時間が限られていたため集合時間

を決めた上で，山頂を目指す者，ゆっくり観

察しながら登っていく者等各自のペースでア

ポイ岳に登頂した．５合目付近では１日目に

見たものに対比される斜長石レルゾライト，

７合目付近では鉱物組み合わせと鉱物化学組

成によって分類されるTypeⅠ，TypeⅡ，
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藤先生自作のスライドにより，蝦夷層

群を中心としたこれまでの研究成果を

発表していただいた．その後の親睦会

でも大先輩のお話を聞くことができ，

研究の視点をいただけただけでなく，

励みにもなった．

翌日は，桂沢ダム下流（Stop2-1）

において，三笠層のHCS砂岩，癒着

HCS砂岩などの堆積構造を観察した

後，二枚貝類やアンモナイト類の化石

採集を行い，参加者も大いに喜んだ．続いて

桂沢採石場（Stop2-2）で三笠層上部のHCS

砂岩・生物擾乱泥岩互層や癒着HCS砂岩など

を観察することができた．その後，奔別川セ

クション（Stop2-3）に向かい，三笠層の堆

積相変化を観察した．ここの河床の露頭はま

るで研磨面のように様々な堆積構造が浮き出

ており，タービダイトから陸棚浅海砂岩相へ

の一連の堆積相の変化を詳しく観察すること

ができた．

今回の巡検で安藤先生は「よく観察するこ

と」の大切さを教えてくださったと思う．

我々が観察するところは条件がよいところだ

けとは限らない．しかし，身をもってブラシ

をかけることの大切さや，風化が激しい露頭

でもしっかり観察すれば見えるものがたくさ

んあることを教えてくださったと思う．蝦夷

層群のすばらしい露頭を見られたというだけ

でなく，安藤先生の日頃の姿勢から学ぶこと

が非常に多かった巡検であった．このような

すばらしい巡検を企画，案内していただいた

安藤先生，栗原先生，高橋先生ならびに案内

補助をしていただいた船越，矢野さんに心か

らお礼申し上げる．

（鳴門教育大学　吉川武憲）

N班　地質学のふるさと夕張
案内者：保柳康一・宮坂省吾・川上源太
郎
参加者：山路　敦・千々和一豊・北沢俊幸・

竹内圭史・本山　功・中嶋　健・金　光男・

辻野　匠・藤内智士・熊田祐子・吉内佑佳・

大原　隆・太田　勝一・池田昌之・吉田　剛

（15名）

TypeⅢ苦鉄質岩，固体／メルト反応帯を観

察した．線構造やタイプの違いが凹凸や色に

より観察できた．アポイ岳を後にし，車に戻

り，ふとコンクリートを見てみると骨材にか

んらん岩が用いられており，こんなところに

もかんらん岩がと驚くと共に羨ましくさえ

あった．

１泊２日と短かったが，幌満かんらん岩に

直に触れることができ，充実した巡検であっ

た．案内してくださった新井田先生，高橋先

生をはじめD.H.Green教授夫妻，参加者の皆

様に厚く御礼申し上げる．

（茨城大学大学院理工学研究科地球生命環境

科学専攻修士２年　大谷麻実）

M班　蝦夷前弧堆積盆の海陸断面
堆積相変化と海洋無酸素事変層
準：夕張～三笠
案内者：安藤寿男・栗原憲一・高橋賢一
参加者：宮田真也・徳橋秀一・尾林　充・小

島佑季彦・早川達也・柿崎喜宏・吉川武憲・

川端清司・石田啓祐・柏木健司・井川敏恵・

加藤　潔・山中晶子・二宮　崇・石田直人・

香西　武・守屋和佳・大岩根尚・佐藤友彦・

赤塚正明・服部泰久・香川　淳・船越郁生・

矢野　健（24名）

【参加報告】

私たちM班は，夕張市石炭博物館（Stop1-

1）を見学した後，OAE２の露頭として有名

な大夕張白金川（Stop1-3）に向かい，C/T

境界を中心に観察した．C/T境界前後での岩

相変化，生物相変化などについて説明を受け，

当時の地球環境に思いを寄せることができ

た．また，現地へ着くまでの河原では，転石

からアンモナイトを探し出した参加者もあ

り，発見のたびに歓声が上がった．１日目の

最終目的地である大夕張ダム（Stop1-2）で

は，ダム関係者の説明を聞いた後，蝦夷層群

函淵層と石狩層群の不整合を見学した．現在

シューパロダム建設中で細かな観察はできな

かったが，安藤先生のこれまでの緻密な研究

の成果を交えての説明であったので，その価

値を十分に把握することができた．宿舎に帰

り夕食を済ませた後，勉強会が行われた．安

【参加報告】

夕張はライマンが転石から炭層を予言した

こともあって地質学と縁深い土地である．今

回の巡検は２日間の日程で，夕張の古第三系

を保柳氏に，新第三系を川上氏を中心に案内

していただいたものである．巡検は秋晴れの

もと，白亜系蝦夷層群/古第三系石狩層群の

不整合の露頭訪問からはじまった－

古第三系石狩層群は北海道が大陸縁辺で

あった頃の河成・浅海成の地層である．河成

相の砂は石英に富み，基質に乏しい“大陸的”

な砂であった．島弧の日本でも大陸を感じる

ことができるのも古第三系の魅力で，今回，

網状河川相や蛇行河川相を露頭で観察できた

のは大きな収穫であった．また，地層自体は

柔らかく，石炭層が挟在していることを感じ

させない．

続いて夕張市の石炭博物館・模擬坑道を見

学した．坑道は人形がリアルで，掘進・採炭

機械も動作しており一見の価値がある．また，

石炭の大露頭（24尺層）は圧巻である（ハン

マーで叩けないのが残念）．博物館は古環境

や資源地質だけでなく，往年の炭鉱街を人形

と当時の道具を混じえて再現しており，日本

の近代史を体感する上で貴重であった．

夜はファミリースクールひまわりという中

学校を改装した研修所で泊った．当時の面影

が垣間見れ，過去を探る地質学者の心を刺激

する建物である．安藤寿男氏が案内するM班

（蝦夷）と合流し勉強会の後では合同で宴会

を開催した．宴会は夕張で市民講演をされて

いた木村　学氏も参加し大いに盛り上がっ

た．

翌日は最初に，石狩層群堆積後の海進によ

る塊状シルト岩（幌内層）とそれに累重する

日本地質学会News 10（11）20

M班

N班



が授与されている．なお，昨年の発表会で優

秀賞を受賞し，さらなる研究の発展が期待さ

れながら本年６月にこの世を去った宮内和也

さん（飛翔館高等学校）の研究も，ご家族の

手によって発表された．この件については，

藤本理事が別に寄稿されていますので，そち

らもご覧頂きたい．札幌大会は無事に終了し

たが，次回発表会への課題として，優秀賞を

含めた賞の審査方法や，学校に対する発表会

の周知方法，研究者に対する普及教育へのさ

らなる理解などがあげられている．

最後となったが，発表会を実施するにあた

り後援をいただいた北海道教育委員会および

札幌市教育委員会，会場校である北海道大学

と北海道支部の関係各位，さらに今回の発表

会参加者に謝意を表したい．

優秀賞を受賞した発表：

１．「西南日本内帯兵庫県南東部加古川市～

高砂市の地史を解き明かす！～高級石材「竜

山石」の色相変化の原因も判明～」：青山え

りか，梅木佑夏，夛田幸織，長谷川　僚，藤

倉有沙，山田祐樹，冨井香那，土山大介，横

田大佑，川上斉祥，田中伊織，竹内時実，藤

尾有希，藤本さやか，宮脇彩絵子，大西のり

子，河合なつみ，小林彩香，田中佑佳（兵庫

県立加古川東高等学校地学部Ⅰ）

十三哩砂岩部層を観察した．この砂岩層は

dish structureに富みHCSも発達するストー

ム堆積物で，強制海退により形成したのだと

いう．時間も押していたが何人かは川を遡行

して中新統滝の上層との不整合境界まで足を

運んだ．いつ見ても不整合は感慨深い．蛇足

だが，現在の地名は十三哩「じゅうさんマイ

ル」ではない．十三哩は十三里「じゅうさん

り」となり，現在では「とみさと」と読んで

いる．地名の進化といえる．

昼食は本学会News８月号表紙にもなった

千鳥ヶ滝で頂いた．ここには中新統川端層の

砂泥互層が層厚100m以上にわたって観察で

き，みな熱心に露頭にとりついた．フルート

マークやグルーブマークがモールドになって

いるのは生々しいものがある．

報告が駆け足になってしまったが最後に案

内してくださった保柳氏，川上氏，宮坂氏な

らびに夕張市の関係各位に謝意を表したい．

（産業技術総合研究所　地質調査総合セン

ター　海洋地質研究グループ　辻野　匠）

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～

札幌大会１日目の９月９日に，日本地質学

会地学教育委員会の主催で「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～」（札幌大会の関連行事）

がおこなわれた．年会における発表会は４年

前の静岡大会からおこなわれており，今回で

５回目となった．この発表会の目的は，地学

普及の一環として学校における地学研究を紹

介することで地学教育の奨励と振興を図るこ

とと，地学を研究する児童・生徒と研究者の

交流が進み，地球科学普及の一助となること

である．今回も年会のポスターセッション会

場の半分程度を発表会場として利用させても

らっていることから，札幌大会の１日目に参

加したほとんどの会員の方は発表会場に足を

運ばれたことと思う．特に今回は，児童・生

徒の側から研究者をつかまえて発表内容をア

ピールする光景が多く見られたことから，多

くの会員が生徒の研究成果をご覧いただけた

ことと思う．

今回の札幌大会では，小学校１校，中学校

２校，高等学校14校に加えて，１つの社会教

育施設が参加し，あわせて23件の発表があっ

た．下に記したように，北海道内の学校から

の発表が多かった．このことは，北海道にお

いて，活発に児童・生徒の地学研究が進めら

れていることと，多くの北海道支部の会員が

本発表会に関心を持っていただいたことの表

れだと思われる．来年の秋田大会，２年後の

岡山大会でも，同様に地域の学校からの参加

があることを期待している．また，昨年度よ

り優秀発表に対して優秀賞を授与しており，

審査の結果，下に記した発表に対して優秀賞

２．「山陽帯チタン鉄鉱系列と山陰帯磁鉄鉱

系列のマグマ分化を系統的に説明する！～山

陽帯花崗岩類の角閃石とリン灰石から発見し

た波状累帯構造を指標にして～」：発表者１

と同じ（兵庫県立加古川東高等学校地学部Ⅱ）

３．「片栗粉を用いた柱状節理形成のアナロ

グ実験」：田中正則，原　大貴，水田祐輝

（香川県立三本松高等学校）

４．「2004年台風18号による森林倒木の調査

とモデル実験」：角　勇樹，蝦名宥輝，三影

勇人，菅原豪人，冨山悠史，冨澤奈緒，堀端

千愛（北海道札幌清田高等学校理科部）

５．「流星塵－Micrometeoroid－」：伊沢寿

一，小幡真之，宮木貴史（慶應義塾高等学校

３年）

６．「大森浜の海岸浸食と砂の堆積～黒砂の

なぞを探る２～」：倉又千咲，鈴木万里奈，

輪島亜里沙，小林明咲子（遺愛女子高等学校

地学部）

発表会参加校：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・遺愛女子中学校　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・

三重県立尾鷲高等学校・静岡県立静岡中央高

等学校・早稲田大学高等学院　SSHハワイ研

究班，理科部地学班・沼田町化石館（沼田町

教育委員会）ジュニア化石クラブ

（大分大学教育福祉科学部　三次徳二）

地質情報展2007北海道

「探検！熱くゆたかな

ぼくらの大地」

日本地質学会の年会会期とほぼ同時期の９

月７日（金）～９日（日）の３日間，北海道

大学「クラーク会館」および札幌駅サテライ

ト（札幌駅西コンコース）において地質情報

展を開催しました．３日間で1,197名の方々

が会場を訪れ，身近な地質情報の多さに驚き，

研究者の説明に聞き入っていました．今回は，

地元関係者のご尽力により，初日には会場に

一番近い「北九条小学校」の児童47名が先生

引率のもと遊びに来てくれました（写真１）．

滞在１時間で，全てのコーナーを回ることは

できませんでしたが，２日目以降のリピー

ターになってくれた児童も多かったようで

す．その後は，例年通り来場者の数は伸びず，

初日は177名に止まりました．２日目は，北

九条小学校のリピーターや，新聞記事（北海

道新聞，朝日新聞）を見て来てくれた方，札

幌駅サテライトのブース展示で開催を知り，

足を伸ばしてくれた方など，406名の来場者

でした．最終日は，前日までの来場者から聞
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写真（上から）会場風景．会員からの質問に

一生懸命応える生徒．表彰式の様子．



所・道内博物館のコーナー】が９テーマで構

成されました．

特に，巨大なサッポロカイギュウ復元全身

骨格模型（写真２；幅２m，長さ７m）は，

搬入・搬出の苦労はもとより，来場者の度肝

を抜きアンケートでも好評を得ていました．

地質情報展の展示ポスターや開催風景は，以

下のウェブページに詳しく紹介されていま

す．

http://www.gsj.jp/Info/event/2007/johoten

_2007/index.html

会場には，地質学会員の方々も多数ご来場

いただき，アンケートに励ましの言葉や貴重

なご意見など多数頂戴しております．これら

は，全て転記・配布し今後の参考にさせてい

いた家族連れも多く，614名の来場者が楽し

んでくれたようです．

今回の地質情報展は，「北海道の地質のな

りたち－ペルム紀から現在」や「光竜鉱山の

金銀鉱石」，「北海道の石炭」，「燃える氷」メ

タンハイドレート，「新冠町の泥火山」，「根

釧地域に襲来した歴史津波の痕跡」，「黒松内

低地断層対」などの【展示と説明コーナー】

が34テーマ，「フライトシミュレータ」や

「風船で火山地形を作ってみよう！」などの

【体験コーナー】が14テーマ，「地質標本館が

やってきた！」など【特設コーナー】が２

テーマ，そして，「札幌の地質（道立地質研

究所）」や「サッポロカイギュウ（札幌市博

物館活動センター）」など【道立地質研究

ただいております．来年は，2008年９月19日

～21日に秋田市民交流プラザ「ＡＬＶＥ」

（秋田県秋田市：秋田駅改札より通路直結で

徒歩２分）で地質情報展を開催する予定です．

本誌をご覧の方で，会場近隣の小学校等へ口

利きして下さる方や，こんな展示をしてはど

うかなど，ご意見等ございましたら遠慮無く

ご連絡下さい．また，地質情報展にも足を運

んでいただければ幸いです．

地質情報展へのご意見・お問い合わせは，

地質調査総合センターHP（http://www.gsj.

jp/HomePageJP.html）の「お問い合わせ」

までお願い致します．

（産業技術総合研究所

地質情報展開催事務局）
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主催：地質汚染－医療地質－社会地質学会

http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/17t

h_sympo.html

月　February
◯日本古生物学会第157回例会
２月１日（金）～２月３日（日）

場所：宇都宮大学

http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/index.html

月　March
◯第42回日本水環境学会年会
３月19日（水）～21日（金）

会場：名古屋大学

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

◯日本地理学会2008年春季学術大会
３月29日（土）～31日（月）

会場：獨協大学（埼玉県草加市）

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

月　May
◯日本地下水学会2008年春季講演会
５月24日（土）

5

3

22007.11～

地球科学分野に関する研究会，学会，国

際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開

催場所をご案内致します．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

☆印は，日本地質学会行事．

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）

◯第17回環境地質学シンポジウム
１月10日（木）～11日（金）

場所：日本大学文理学部

1

会場：東京農工大学農学部（府中キャンパス）

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

◯日本地球惑星科学連合2008年大会
５月25日（日）～30日（金）

会場：幕張メッセ 国際会議場

http://ww.jpgu.org

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/

月　September
★日本地質学会第115年学術大会
９月20日（土）～22日（月）

場所：秋田大学

http://www.geosociety.jp

9
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写真左から，１．北九条小学校の児童．２．サッポロカイギュウ復元全身骨格模型（札幌市博物館活動センター）．３．札幌駅サテライトの様子．



大学や研究所に来てとりあえず生活はしてい

るけれども，必ずしも知的＋αを生んではい

ない，そんな現状を全否定できないと思いま

す．今日の話は，私達が明日のパンのために

ではなく，本来の好奇心に導かれる科学を行

うことが実際にどの程度可能なのかという自

分自身に対する問いかけに他なりません．

さて，それでは私達が行っている研究の値

打ちはどのように評価されるべきなのでしょ

うか．市井の人々は，例えば所属大学の名前，

肩書き，受賞歴，マスコミへの露出度などを

思い浮かべるかもしれませんが，私達研究者

はそういう下俗的なものではないことを本能

的に知っています．最近，大学評価や研究者

個人の評価がうるさくなってきました．より

客観的な判断基準として，公表論文の数ある

いは論文の被引用回数がよく話題に上りま

す．世界中の学術出版物に公表された各科学

論文が何回引用されたのかを示すcitation

indexをすぐに調べられるような時代になり

ました．この数字に基づいて野球のホームラ

ン王やヒット数争いのような科学者ランキン

グを作ることもできるので，他人事だと思う

と結構楽しんで眺められます．しかし別の見

方をすると，学生／院生でも自分達の先生が

学問の世界でどれくらいのランクにいるのか

をインターネットを使って自由にチェックで

きる怖い時代になったわけです．第１図はそ

ういう統計を扱うトムソン社が出した1996-

2007年の11年間にgeology関係の国際学術誌

（ScienceやNatureなどの総合科学誌および論

文集・単行本は除く）に最も頻繁に引用され

た上位25名のリストです．トップの人だと，

11年間に論文が194編，平均で毎年20編近く

も書いているからものすごい．被引用回数は

2,204回で，この人が今のところ世界のNo.1

だそうです．リストは以下２位が1,825回……

と続いてゆきますが，第19位に東京工業大学

の丸山茂徳さんの名前が出てきます．論文数

57，被引用回数は1,138とあり，日本人の中

でランク入りしたのは彼だけです．このリス

ト自体の評価は別として，日本人が一人でも

その中に入っていることを大変嬉しく思いま

す．いずれにせよ論文引用頻度も必ず分野に

よる偏りがあるので，数字のわずかな差は重

要ではなく，あくまで桁で評価すべき程度の

ものかも知れません．地質学の分野だと，お

そらく生涯合計で４桁すなわち1000回以上引

今日は少し風変わりなタイトルで話をさせ

てもらいます．実は元ネタがあります．村上

陽一郎（科学史）さんが10年以上前に，「研

究者はいつから愛を失ってしまったのか？」

というエッセーを必ずしも学術的ではない雑

誌に書かれました．それが大変面白く，また

その言葉自体が大変気に入ったので，是非そ

れに便乗したタイトルで話をさせてもらおう

と思った次第です．

村上さんの論点は，近代科学の原点まで

遡ってみると，現代科学のあり方との間に明

確な相違点がみえるということです．曰く

「科学はもともとヨーロッパの貴族たちが暇

つぶしに，自分の興味のおもむくまま知的探

索を行ったところに起源をもつ．その行為は

純粋な好奇心のみによってなされ，何らかの

見返り報酬を求めていなかった．しかし19世

紀に研究で給料がもらえる科学者という職業

が生まれ，いわば業務として観察や実験をこ

なす新しい科学の在り方ができた．さらに近

年では科学が細分化され，小領域の専門家が

増える一方，大きなテーマの真理探究を目指

す例が少なくなった．好奇心に満ちた（愛の

ある）科学に対する態度は既にかなり変質し，

あるいはほとんど絶滅しかけている．これは

大変大きな問題だろう．」

これは科学のすべての分野で起きていて，

地質学も例外ではありません．かつては青雲

の志を胸に「立派な研究をするぞ！」と意気

込んで大学・大学院に進学したはずの私達研

究者も，いつの間にか「今年はもう少し論文

数を稼いでおかないと来年度の科研費がもら

えないかもしれないなあ」などと，明日のパ

ンのためにあくせくしているという本末転倒

の状況にいたりしないでしょうか．また毎日，

用されたならば，国際的にそこそこの活躍が

認められており，それ以下なら無名というの

が相場だと思われます．

ちなみに今や世界の科学研究の中心となっ

たアメリカの大学では最近どういう研究者評

価をしているのでしょうか．Citation index

の他に，どんな学術出版物に書いているのか

を示すimpact factorもよく用いられます．読

者数の多い影響力のある学術誌に書くことが

大事だと考えられるからです．さらに論文数

と被引用回数を同時に考慮したh-indexとい

う非常に明確な活動指標もあります（Go-

deanu, 2007）．また主要学会，特に国際会議

などでの招待講演もしくは重要なシンポジウ

ムの座長や主席スピーカーとして何回喋った

かを数値化したデータが評価基準にされてい

ます．もっと生々しいのは，個人の研究者が

研究費をいくら獲得してきたのかという基準

です．アメリカでは大学の運営費のために，

外部から得た研究費の半分以上を大学がピン

ハネすることが多いからです．さらに，給料

も一部そこから支払われます．日本の大学研

究者が置かれている「親方日の丸」で支えら

れ，仕事をしてもしなくても同じ給料という

状況とは全然違う世界であることがわかりま

す．また大学の場合，研究の他に教育が重要

視され，授業評価が義務づけられています．

学生が各々の先生の授業を評価したアンケー

ト統計を数値化してインターネットで公開

し，また印刷物として大学の売店で販売して

います．それらを参考に学生達が次の学期に
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第１図．地質学関連国際学術誌における被引

用回数トップ25名のリスト（1996-2006年：

Thomson 社の2007年統計による）．



大きな革命を起こす核心になる考え方の枠組

みであって，同時代の研究者に与える影響が

大きく，次の時代を支配する新たな研究潮流

を創造するわけです．

同じ研究といっても，新しいパラダイムを

つくり，大きな科学革命を起こす研究が非常

に大事だろうと私は思います．もちろん通常

科学に意味がないわけではありません．通常

科学の蓄積がなければ，次のパラダイムが生

まれないので，それらが交互に現われるわけ

ですが，全体の流れにこのようなパタンがあ

ることを私達は理解をしておく必要がありま

す．おそらく20世紀の地球科学の中で最大級

の科学革命はと言うと，やはりプレートテク

トニクスの創出以外には考えられません．こ

れが他を圧倒して一番飛び抜けています．プ

レートテクトニクスはカナダ人地質学者であ

るTuzo Wilsonが1966年にまとめあげまし

た．それに至るまでに大陸移動や海洋底拡大

の話など，いくつかの重要な事柄が解明され

ましたが，それら全部をプレートテクトニク

スという形の全体像にまとめあげたのがウィ

ルソンでした．一旦このような大変革が起き

ると，その前後の時代で人々の考え方がすっ

かり変わってしまいました．これはプレート

テクトニクスそのものを研究している人だけ

でなく，岩石学者，古生物学者，堆積学者な

ども同様でした．誰もが地球を相手にしてい

る限りは，この大きなパラダイム転換時に，

それまで常識だと思ってきた前提を大幅に改

めねばならなくなったからです．そういう意

味で非常に大きな変化が世界中の地質学者に

起きたわけです．1966年に体系化され，1970

年までに欧米の地球科学者のほとんどは，プ

レートテクトニクスを受け入れました．その

頃の日本では，不幸なことに東京大学や京都

大学などの主要大学にプレートテクトニクス

に反対する（実は理解できなかった）先生方

がおられたり，物理学／化学を地質学に導入

することに反対した世界でも稀な勢力が強

かったりして，プレートテクトニクスの受け

入れに異様な長時間を要しました．私が初め

て地質学雑誌に投稿したのは1979年でした

が，プレートテクトニクス以前の古い概念に

従って書き直せという査読コメントが戻って

来て，結局その論文は掲載してもらえません

でした．同時期に似たような経験をされた方

が他にも大勢いたことを後で知りましたが，

当時の学会・学界の状況をよく反映したエピ

ソードだったと思います．この1970年代は日

本の地質学の歴史の中で「失われた10年」と

呼んで差し支えないと思います．日本でプ

レートテクトニクスが地質学会で大手を振っ

て議論できるようになったのは1981年以降で

した．しかし，早い・遅いの差はあっても，

大きな時代を画するパラダイム転換は，着実

に世界に伝搬して行くことを20世紀後半に私

達は経験しました．

最初の結論ですが，研究者の値打ちを決め

どの先生の授業を取ろうか，どの講義が自分

にとって最も有益かを判断するわけです．こ

れもグローバルスタンダードになりつつあ

り，ヨーロッパだけでなくアジアでもこうい

う流れが押し寄せています．

今日の話は，このような数値化したデータ

に基づく客観的判断がすべてだということで

はありません．むしろこんな数字だけでは愛

の深さは測れないだろうと言いたいのです．

今日の話のキーワードは，パラダイム

（paradigm）という言葉です．多くの方は既

にこの言葉をよくご存じだと思いますが，特

に若い研究者の方々にこの言葉の重みを理解

しておいてほしいと思います．米国の科学史

の専門家であるThomas S. Kuhnが書いた

“The structure of scientific revolutions”邦

訳「科学革命の構造」という有名な著作があ

ります．クーンはもともと物理学者だったの

ですが，その後，科学史家に身を転じてその

領域に大きな影響を与えた人です．この本の

中で，パラダイムという用語が説明されまし

た．第２図のグラフの横軸は時間，縦軸は科

学コミュニティが獲得した知識の総量です．

一般に私達の知識の総量は時間の経過ととも

に順次増加して行き，ずっと比例関係が続く

と思われがちですが，実際の科学の進歩はそ

うでない例が多いことをクーンが指摘しまし

た．要するに，科学の進歩は非常にぎくしゃ

くした階段状のもので，突然短期間にものす

ごく知識量が増える時期がある一方で，次の

時期は非常に緩い傾斜に戻る．また間隔は一

定ではないが，しばらくするとまた大きくス

テップアップして，また横ばいになる．クー

ンは物理学者だったので，典型例として

ニュートンの古典力学の時代とアインシュタ

イン以降の相対性理論の時代を比較してみせ

ました．前の時代の知識体系をすべて包含す

るさらに大きな体系が出来上がるのが新しい

パラダイムの出現で，その時に科学コミュニ

ティ全体の理解範囲が大きく広がり，次の知

識のフロンティアが見えてくることを指摘し

ました．すなわち，科学の進歩は一定のリズ

ムで進まず，非常にゆっくり進む通常科学の

時期と急激に進む科学革命の時代の繰り返し

であると喝破したわけです．パラダイムは，

る基準は，次の時代を切り開くような新しい

パラダイムを幾つ創ったのかという点にある

のではないかと私は考えています．すなわち

質の高いパラダイムを数多く提案した研究者

が最も高く評価されるべきだと思います．科

学史では，このような考え方の大変化を説明

するのに，パラダイム以外にも「研究プログ

ラム」説などいろいろな考え方があるそうで

す．その辺は都城秋穂著「科学革命とは何か」

に詳しく解説されてあるので，興味のある方

はぜひお読み下さい．

以上述べてきたことは，パラダイムなどと

いう難しい用語を使わなくても次のように言

い換えることができます．すなわち，ある研

究者が明らかにした事実もしくは新しく提案

したアイデアが本当に重要であれば，それは

次の時代の教科書に使われるようになるとい

うことです．逆に，研究成果と称されている

ものの多くは教科書に残らないという厳しい

現実がその裏にあります．私達がそれなりだ

と自認している研究は果たして次の時代の教

科書に残るのかと問い直してみる必要がある

かもしれません．教科書に残るか否かという

基準は被引用回数などより遥かに高い次元で

ありながら非常にわかりやすいと思います．

研究者はそれぞれ細分化された専門領域分野

をもっていて，各々その道のプロだと自称し

ています．その狭い領域の中で専門書や教科

書が書かれますが，狭い範囲でなら個人の仕

事が引用される確率は意外に高いものです．

非常に細分化された同業者の狭い世界だから

です．しかし同じ教科書でも，例えば学部学

生向けのものであれば，読者に専門知識がな

いことが前提なので，一般的なことのみを書

かざるを得ません．従って，そういう教科書

に自分の仕事が書かれたのなら，かなり立派

な業績といえます．これまで欧米の学部学生

向けあるいは教養教育用の教科書に仕事を残

している日本の地質学者は何人くらいいるの

でしょうか．これは結構厳しい質問かも知れ

ません．地球物理学や地球化学における状況

について私はよく知りません．また，地質学

だけに限ってもすべてを調べた訳ではありま

せんが，多数の例があるとは思えません．先

に名前が出た都城秋穂さんは，研究者として

も非常に高いレベルの仕事を残されました．

彼の仕事は諸外国の教科書にしばしば記述さ

れており，いくつかのパラダイムを残す国際

級の仕事をされたことが明白です．さらに考

えてみると，なにも外国人の書いた教科書に

引用されることを誇るのではなく，英語で自

前の教科書を書いて，それを外国人達が有難

がって勉強するというレベルを本来目指さね

ばならないのかもしれません．そんなことを

実行出来た日本人研究者はさらに少数です．

こ の 点 で も 都 城 さ ん だ け が 別 格 で ，

“Metamorphism and metamorphic belts

（1973）”，“Orogeny（1982）”そして

“Metamorphic petrology（1994）”と３冊も

英文教科書を残されています．それでは和文

日本地質学会News 10（11）24

受賞記念：日本地質学会賞

第２図．クーン著「科学革命の構造」とパラ

ダイム概念．



vol. I-III”の初版本です．この本はあの

チャールズ・ダーウィンがビーグル号の世界

航海中に読みふけり，それによって生物進化

を発想する礎を築いたことでよく知られてい

ます．ダーウィンは生物学者だと思われがち

ですが，実は非常に優秀な地質学者だったと

私は理解しています．ダーウィンは勿論です

が，上に挙げた人達は，地層累重の法則や斉

一説など，やはりその直後の時代を大きく変

えるパラダイムを確立したから名前を残した

のでしょう．英国のWilliam Smithは，地質

学の父と呼ばれていますが，彼に関する興味

深い本があるので紹介します（第４図）．S.

Winchester著“The map that changed the

world”邦訳「世界を変えた地図」という本

で，地質図を作るという私達が日常行ってい

る作業がいかにして生まれてきたのかが，ス

ミス自身の生涯と重ねて書かれています．私

達が日常茶飯の作業だと思っている地質図作

り自体が，斬新なパラダイムとして機能した

時代があったことがわかります．陶器のウ

エッジウッド社の設立や家具材としてのマホ

ガニーの輸入など，英国の産業革命当時の世

相も含めて面白く書いてあるので，ぜひ一読

をお勧めします．

後の時代の教科書に残る仕事をすることが

パラダイムを作ることと等価だと述べてきま

した．とは言っても自分自身のこととなると，

プレートテクトニクス級のパラダイムを提唱

するなどという，そんな大それた貢献ができ

るチャンスはそう簡単に巡ってきそうにあり

ません．しかし，このパラダイムという概念

の中に，実は階層性があるということを私は

強調したいと思います．例えばプレートテク

トニクス級の大パラダイムを作るのは難しく

ても，もう少し低いレベルにある中パラダイ

ムあるいは小パラダイムであれば，私達にも

作れるのではないかと考えます．その根拠は，

先ほど説明した通常科学と科学革命が交互に

起きるというパタンが，実は低い階層でも同

様に起きることを経験的に学んだからです．

したがって，大パラダイムは無理でも，小パ

ラダイムなら研究者人生の間に幾つかチャレ

ンジしてみるべきだと思うわけです．

今度は日本の地質学の歴史を眺めてみま

しょう．関連の本を読むと必ず出てくる名前

にナウマンやライマンがあり，日本人では原

田豊吉，小藤文次郎，矢部長克等々，偉い人

の名前が続きます．しかし，世界の教科書で

これらの方々が取り上げられていることはほ

とんどなく，ちょっと寂しい思いがします．

まだ彼らの時代には世界に問いかけるパラダ

イムを作るだけの力が日本の学界に備わって

いなかったということかもしれません．第５

図は日本の地球科学の歴史を私が独断で荒っ

ぽくまとめた年表です．明治以来の約150年

間を大きく５つの時代に分けられると考えま

した．１）明治初めはナウマンに代表される

お雇い外国人教師の時代であり，次に２）明

の教科書ならどうかというと，実に玉石混淆

です．中には原著作のふりをしながら内容は

ほぼ外国の教科書の翻訳とかわらないものま

で見受けられ，大変残念です．著作権侵犯で

訴えられなくとも，二次情報しか含まないの

では本来の教科書としての魅力に欠けるから

です．

私達は日夜行っている研究の目指すべきレ

ベルがどこにあるのかをいつも自覚する必要

があると思います．これは研究者個人の研究

履歴にはっきりと現れることになります．よ

ほどさぼっていない限り，個人の研究史の中

では様々な発見があり，なにがしかの成果が

蓄積されていくのが普通です．ただし，その

成果がやがて研究史の中で一体どこへ位置付

けされるのか，10年20年経ってから自ら残し

た仕事はどのような評価を受けるのかという

意識を持って日夜精進するのか，それらを全

然考えずに何となくいつもの業務をこなすの

かでは，やがて雲泥の差がつくと思います．

研究者自身が実際にそういう感覚をつかむ

チャンスは，ちょうど博士論文をまとめる前

後の時期ではないでしょうか．博士号を取る

ことは一人前の研究者として自立することと

同義ですが，その時こそが「一体自分はその

研究分野の歴史の流れの中でどういう位置付

けにいるのか」を問う非常にいいチャンスだ

からです．逆に，その頃に意識できないと将

来自分がどういう方面の研究を発展させるの

か，あるいはその分野で生き残れるのか否か

という判断を誤ってしまう可能性があるから

です．これが研究者の残りの人生を決めると

さえ私には思えます．もう手遅れの方には何

も申しませんが（失礼！）特に若い研究者の

方々には，このような研究史における歴史観

を強く意識していただきたいと思います．

地質学の歴史という本が何冊も世に出てい

ます．私達が頻繁に目にする人物名にニコラ

ウス・ステノ，ウィリアム・スミス，ジェー

ムス・ハットン，チャールズ・ライエルなど

があります．第３図の写真は英国レスター大

学のB.F. Windleyさんの家に遊びに行った時

のもので，彼が戸棚の奥から厳かに取り出し，

有難くこれを拝めと言わんばかりに見せてく

れたのがC. Lyell著“Principles of Geology

治後半から大正にかけて，日本人をドイツや

オーストリアに派遣して，あちらで鍛えても

らうという時代が来ました．先ほど名前が出

てきた方々の時代です．ようやく昭和になっ

て３）自前の教育で日本人研究者が育つ時代

になります．これらの段階は，後発の発展途

上国が必ずたどらねばならない道といえま

す．そして我が国でも地質学という学問をす

る人が大幅に増えた太平洋戦争後の時代にな

ります．戦後をさらに４）および５）の２時

代に区分しました．両者の境界は先に触れた

プレーテクトニクスの導入期です．

第二次世界大戦前は，日本から世界の地質

学へのパラダイム提案という意味では特筆す

べきことはありませんでした．しかし蓄積さ

れた近代的データに基づいて1941年に小林禎

一さんが初めて日本列島の形成史を日本人の

手でまとめあげられました．その骨子は欧米

で作られ日本に輸入された地向斜概念に基づ

いていたとはいえ，当時としては最も近代的

かつ論理的なまとめがなされました．その後
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第３図．Charles Lyell著: Principles of

Geology Vol. I-III．B.F. Windley教授

（Univ. Leicester）宅にて．

第４図．S. Winchester著: The map that

changed the world の原著と和訳「世界を

変えた地図」の表紙．

第５図．演者がまとめた日本の地質学概史と

造山論の歴史．



付けました．地質学者を含む科学者の二分化

です．黙々と業務をこなす大勢の研究者集団

がいる一方で，相対的に少数ながらも日本か

ら世界に向けてパラダイムを発信し続けてい

る頼もしい研究者達がいるからです．実はこ

のような状態が欧米では普通なので，日本も

やっとまともに科学ができる国になったとい

うことかもしれません．

さて私達は，各々得意とする専門領域を

持っていますが，日本に生まれて日本で地質

学の研究をして来たという共通の背景を考え

ると，パラダイム変遷に関して一番わかりや

すい例がやはり日本列島の形成史ではないか

と思います．かつて地向斜概念が主流だった

時代には，過去の日本は現在の日本海や沖縄

トラフの様な場で，そこに厚い堆積物がどん

どんたまり，やがて時間が経つと造山運動が

起きてその部分が盛り上がって山脈になると

説明されました．日本列島にはその当時と全

く同じ岩石・地層が現在も同じ場所に分布し

ていますが，ご存知の通りそれらの起源や形

成過程の説明はすっかり変わってしまいまし

た．例えば，砂岩泥岩，チャート，玄武岩質

緑色岩からなる地質体は，過去のプレート沈

み込みによって海溝でできた付加体であると

説明されます．収束する２つのプレートの相

互作用によって海溝で付加体が形成されます

が，日本列島の表層地殻のほとんどは過去の

付加体からなることが1980年代初頭に解明さ

れたのです．さらに同じ付加体でも形成時期

の異なる複数の地質体があり，それらは「海

洋プレート層序」の比較によって明確に識別

できることから，日本列島の地体構造区分も

明確に定義できるようになりました．1980年

前後のこのパラダイム転換を導いた主な研究

拠点は２つありました．一つは四万十帯を研

究した高知大学の平　朝彦，鈴木 士，波田

重煕さんたちのグループ，そして美濃・丹波

帯および秩父帯を研究した大阪市立大学市川

研究室のグループです．後者は，一連の付加

体研究の中でも海洋プレートから陸側プレー

トへ付加された過去の遠洋堆積物の研究で大

きく貢献しました．私は丁度そこに在籍して

いたので，当時の研究の動向をつぶさに見る

ことができました．

ここで是非紹介したいのが松田哲夫さんと

いう方です（第６図）．金沢大学の御卒業で，

（本日ご列席の）小西健二名誉会員の研究室

を出られて，大阪市立大学の博士課程に進学

されました．私はこの先輩と出会わなかった

ら，今の仕事はしていないと思います．松田

さんはパラダイムを少なくとも２つ作られま

した．今ではあたり前になりましたが，層状

チャートが過去の遠洋深海堆積物であること

を微化石のデータに基づき1980年に世界で初

めて実証したのが松田さんでした．当時は，

チャートは日本海のような陸縁の海域で堆積

したと考える研究者が多かったので，国内外

で強い抵抗がありました．またオリストスト

に続く４）の時代の30年間は飛躍的に記載

データが増えましたが，主導概念としては同

様の地向斜観に支配されており，実質的には

小林モデルの部分修正が行われた時代でした．

１）－３）の時代は外国から全然相手にさ

れていなかったので省くとしても，その後の

４）の時代になっても新しいパラダイムが日

本から発信されることは極めてまれでした．

残念ながらプレートテクトニクスの確立には

日本人はほとんど貢献することができません

でした．しかし，西洋科学の輸入開始から

100年以上経過し，日本の地質学も着実に成

熟して，輸入一辺倒の時代が終わりかけてい

ました．この最初の壁を越えたのが都城さん

で，プレートテクトニクスが出来上がる５年

以上も前の1961年に「対の変成帯」という概

念を提唱され，プレート沈み込みプロセスを

予見する島弧－海溝系地下の非対称の温度・

圧力分布を議論されました．日本を素材にし

ながら世界の他地域の地質をも説明しうる一

般的なモデルを立案，すなわち初めて日本人

がひとつのパラダイムを提案したわけです．

その後1970年代になり，プレートテクトニク

スが地球物理学者を中心に徐々に浸透してき

ます．1973年には上田誠也さんと都城さんが

プレートテクトニクスに基づく新しい日本列

島形成論の試案を出されました．また中村一

明，松田時彦，勘米良亀齢さんら，プレート

観に立脚する地質学の日本でのパイオニア達

によって日本産の独自のアイデアが次々に提

案されるようになりました．プレートテクト

ニクスに対する一部の地質学者の頑迷な抵抗

も1980年代になると下火になり，学界の様子

が大きく変わりました．

プレートテクトニクスを受け入れて以降

は，日本人も外に向けて様々な提案をするよ

うになりました．例えば，古生代・中生代の

放散虫研究が活発になり，過去の付加体の内

部構造が解明されました．そのおかげで北米

西岸の同様な地質体に対してなされた（実在

しない）テレーンの衝突・付加という誤った

解釈を否定することもできました．さらに付

加体と低温高圧型変成岩の上昇過程との関わ

りが議論されるようになり，1980年代以降の

５）の時代には多くの分野で急速に日本独自

の成果が生まれるようになりました．

私達はいま平成の20年目にさしかかり，５）

の時代に入ってから，つまりプレートテクト

ニクスを受け入れてから既に四半世紀がすぎ

た時点にいます．はたして今から30年あるい

は40年後に，この時代はどういう括り方をさ

れ，また私達の研究は科学史の中でどういう

評価をされるのでしょうか．そう思うと，今

自分が行っている研究は果たして地質学の王

道なのだろうかと不安にならざるを得ませ

ん．私は５）の時代を「二分化の時代」と名

ロームとかメランジュという概念が当時の流

行で，巨大なチャート礫が二次的に若い地層

の中に乱雑に含まれている様子が明らかにな

りつつありました．今では常識でも，1970年

代後半には誰も礫と基質の年代差を確信でき

ずにいました．松田さんはコノドント化石の

専門家であったにも関わらず，放散虫という

その後に大ブームを巻き起こすことになる微

化石の潜在的重要性をよく理解して，誰より

も先にその有効な利用方法に気がつきまし

た．具体的な調査方法やサンプリング法を工

夫し，大勢の仲間達（大和・大峰研究グルー

プ）と共に圧倒的な説得力をもつデータを示

して上述の年代差を証明したのです．松田さ

んが開発した微化石マッピング法は，その後

急速に大衆化し，やがて古生代・中生代の付

加体研究法の定番と成りました．その結果，

「放散虫革命」と呼ばれる大ブームがおきた

のですが，重要なのは大衆化運動自体よりも，

その運動をおこしたパラダイムの創成でし

た．最初に新しいことに気がつき，それを証

明するための新しい方法を考えるのはものす

ごく難しいのですが，松田さんは試行錯誤の

はてに見事に新しいパラダイムを作ってみせ

ました．おかげで放散虫や付加体を研究した

多くの若い後輩達（他大学も含めて）が研究

職につくことができました．パラダイム創成

は新たなジョブマーケットの創成につながっ

たのです．パンのみを求めていてもパラダイ

ムはできないが，パラダイムはパンをもたら

すことができるということかもしれません．

大学院時代の私は，毎日が共同生活のよう

な調子で松田さんと一緒に研究が出来たの

で，いろいろと良い影響を受けました．特に

松田さんが目の前で試行錯誤しながら新しい

パラダイムを作って行く現場に立ち会えたこ

とが決定的に幸福だったと思います．本当の

研究とはこういうものだということを教えて

もらえたからです．残念ながら松田さんは

2002年に54歳という若さで亡くなりました

が，松田さんの日本の地質学への貢献を私達

はしっかりと記憶しておく必要があると思い

ます．新しいことを言い出すには知恵だけで

はなく相当な勇気が必要となります．なぜな

ら学界の大勢を占める古い考え方の研究者達

がしばしば新しい考えを嫌い，激しく非難し

たり，時には無視／冷笑などの不愉快な態度
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第６図．日本の付加体研究におけるパラダイ

ム提唱者，故松田哲夫氏（1947-2002）．



ラダイムとして残ると思われます．

1991年にこれらを総合して，丸山さんと一

緒に日本列島形成史をまとめ，日本列島を例

に付加型造山帯の一般的成長プロセスを提案

しました（第７図）．現在のプレートの動き

をそのまま継続させると，5000万年後にオー

ストラリア大陸がアジアに衝突し，2.5億年

後には北米大陸が衝突して太平洋が消滅し，

次の超大陸アメージアができると推定されま

す．これらをまとめると超大陸ロディニアの

分裂によって大海洋（太平洋）が開き，また

それが閉じて次の超大陸ができるというウィ

ルソンサイクルの例（まだ後半は終わってい

ない）を，日本列島という材料を用いて示し

たわけです．日本及び環太平洋沿岸の造山帯

は太平洋が生まれると同時に生まれ，そして

太平洋が終わると同時に潰れて終わるという

大きなシナリオです．約６億年に及ぶ日本列

島の前半史中に海嶺沈み込みが少なくとも４

回おきて，そのたびに高圧変成岩が間欠的に

上昇し，また広大な花崗岩帯が形成されると

いう方式で活動的大陸縁が成長したと単純に

まとめられました．このパタンは決して日本

列島だけの特別なものではなく，プレートテ

クトニクスが機能し，ウィルソンサイクルが

反復される限り，地球のどこであっても同様

に観察されることを意味しています．諸外国

の反応は，1990年代はかなり緩慢でしたが，

2000年以降になって日本の地質が注目され始

めました．昨年の地質学会高知大会で，国際

シンポジウム“Accretionary orogen update:

Japan, Asia, and mid-continents”を開催し

たこと，また来年ノルウエーでの万国地質学

会でシンポジウム“Accretionary orogens:

character and processes”を開くのもその表

れで，多くの外国人研究者が付加型造山帯の

教科書として日本のフィールドを見学したい

と思うようになりました．

さて，1991年のまとめから15年以上たちま

したが，その後日本列島の地体構造や付加型

造山帯の解釈についての大きな変更はなされ

ていません．もちろん，様々な批判や反論を

頂きましたが，局所的な問題を除くと付加型

造山運動そのものの本質を根本的に書き変え

るアイデア／パラダイムはまだ提案されてい

ないと思います．この大きな変化がなかった

時期については，私自身の反省を含めて

「ちょっと愛をなくした15年」だったなと思

います．しかし通常科学の時代の後には必ず

科学革命の時代が来るので，私達は次のブ

レークスルーを目指して研究に邁進する必要

があります．私自身が関わったテクトニクス

の分野を例に，日本人地質学者によって小パ

ラダイムそして中パラダイムは結構沢山出せ

るようになったことを話してきました．おそ

らく他の分野でも同じなのだろうと思いま

す．まだ大パラダイムは出ていないと思われ

るかもしれませんが，もしかするとプルーム

テクトニクスなどは将来日本発の大パラダイ

をとるからです．しかし松田さんがやってみ

せてくれたように，それらに負けず新しいパ

ラダイムが出せるなら，科学研究はまさにや

り甲斐のある仕事だと思います．

1980年代半ばに博士論文を終えた私は，

「同じことの反復は研究ではない」という松

田さんの暗黙の教えに潰されそうになりなが

ら，次に何をすべきなのかを考えて悶々とし

ていました．たいした仕事もしていないのに

幸運だけで研究職につけたことも重い十字架

になっていました．そんな中1980年代後半に，

変成岩を研究しておられた丸山茂徳，坂野昇

平，西村祐二郎さん達と様々な議論をして，

弱変成付加体と低温高圧型変成岩との関係が

日本列島の形成史を考える上で最後のそして

最大の障害になっていることが判ってきまし

た．そこで板谷徹丸さんや当時在職していた

山口大学の学生達（鈴木寿志，高見美智夫，

河戸克志，佐々木洋大，椛島太郎君ほか）の

協力を得て，詳細な野外調査と多数の放射性

年代測定を組み合わせて，不明瞭だった主要

地体構造境界を次々に確定して行きました．

その結果，変成岩を含めて過去の付加体はす

べて水平なナップとして産することが明らか

になり，従来の高角度断層が地体構造境界を

なすという日本列島の大構造解釈の大幅な再

考が必要になりました．「新生代にできた中

央構造線は中生代以前の列島形成史にはほと

んど重要な意味を持たない」そして「四万十

帯付加体や三波川変成岩は実は地下で内陸の

美濃・丹波帯の下にまで連続している」と考

察しましたが，中央構造線といえばあのナウ

マン以来日本の代表的大断層とされてきただ

けに，その時は結構勇気が要りました．最近，

伊藤谷生さん達のチームが精力的に日本列島

の深部断面を大規模に弾性波探査され，私達

が予想した構造の大方を15年ぶりに実証して

下さいました．私達が1990年前後に行った一

連の研究では，放射性年代マッピング法とい

う小さいながらも新しい視点・手法を開発し

たという意味で科学することを十分堪能でき

たこと，またこれで松田さんの大きな影から

初めて一歩外へ出られたなと思ったことをよ

く覚えています．

それに前後して，丸山さんは高圧変成岩が

地下深部の変成場から楔状に地表へ絞り出さ

れるというwedge extrusionモデルを提案さ

れました．最近になって，何人もの外国人研

究者が同様のアイデアを別の名前で主張して

いますが，高圧変成岩の上昇の本質を見抜き，

最初に報告したのは彼の1990年日本地質学会

での講演でした．このアイデアは，弱変成付

加体や高圧変成岩がすべて水平なナップとし

て累重する事実とすべて整合的です．これは

日本発の比較的大きなパラダイムの一つだと

思います．さらに，高圧変成岩の上昇が間欠

的な海嶺の沈み込みに関連して起きるという

アイデアは，付加型造山帯の成長プロセスの

本質の一部をなしており，より次元の高いパ

ムとして評価されるかもしれません．

なんだか青臭いことに聞こえるかもしれま

せんが，今日の私のメッセージは「もう一度

忘れかけた愛を取り戻そう」ということです．

愛のある研究をするための第一の鍵は，その

分野における重要な研究テーマを正面から取

り上げ，あくまで新パラダイムの確立を目指

すことではないでしょうか．科学のどの分野

においても，単純な人真似は基本的に無意味

です．先行研究を少しだけ変えただけで主部

はほぼデッドコピーという形のケーススタ

ディ論文が書かれる例が少なくありません．

しかし，他人の模倣に走っていたのでは，科

学に貢献したことにならないことは自明です．

最後になりましたが，あと２つキーワード

を挙げたいと思います（第８図）．良い研究

をするための二番目の鍵は，良質のモラルに

あると私は信じています．科学者も人間です

から個人の研究スタイルは，その人がどのよ

うな人生を歩んできたのかと密接に関係して
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第７図．日本列島の形成史概要（Isozaki,

1996）と単純化した付加型造山帯の成長様式

（磯闢・丸山，1991）．

1. Paradigm

よい研究をするためのキーワード

2. Morals

3. Mentor

第８図．良い研究をするための３つのキー

ワード



成熟度が高くて，これから進むべき道筋を教

えてくれる師匠（mentor）とうまく巡り会

うことは自らの成長に不可欠だと思います．

私にとっての松田さんの例を紹介しました

が，自分にとってのメンターは一人とは限り

ません．私は松田さんの他にも大勢のメン

ターに恵まれました．高校時代の岡田節夫先

生，高校・大学の先輩である波田さん，前島

渉さん，指導教官であった市川浩一郎先生，

研究者になってからの丸山さん，勘米良さん，

坂野さん，都城さん，さらに外国では

Warren B. Hamiltonさん，Darrel S. Cowan

さん，W. Porter Irwinさん，Steven M.

Stanleyさん，Paul F. Hoffmanさん，Joe L.

Kirschvinkさんなどなど，数え上げたらきり

がありません．これらの方々は，各々出会っ

た（あるいは初めて論文に接した）段階で私

が目指すべき姿を具現していて，あたかも野

茂投手やイチロー選手を見た野球少年達が自

分もああいう風になりたいと憧れるような存

在でした．科学の世界でもそういう魅力を

持ったrole-playing modelの存在が重要です．

皆さんも研究者として駆け出しの頃，将来は

誰々のような研究者になってみたいとイメー

ジしたことがきっとあったはずです．本来な

ら，自分よりも年長で地位の高い人がその役

を演じるのが自然ですが，実際にはメンター

が自分の同輩もしくは後輩ということもあり

えます．またいつもスーツ・ネクタイを身に

つけた見かけがきちんとした人がメンターか

というと，私の経験ではむしろ逆で，ワイル

ドな服装や挙動をした人の方が多かったかも

います．データを出すことや他の研究者の仕

事を引用することに誠実であることは科学研

究の基本条件ですが，必ずしもそうでない例

（データの捏造，盗用，剽窃，二重投稿など）

を私達は見聞きします．出世欲，名誉欲，権

力欲あるいは嫉妬は誰でも多少は持っている

ものですが，そのようなプリミティブな感情

に走って行動するのはやはり品格に欠ける

し，また本人が思っている以上に他人にはそ

れがよくわかるものです．研究を進める上で，

他人に対してだけでなく自分自身にもいつも

正直であることが基本的に大切です．私達研

究者が品格のある行動をするためには，良質

のモラルを身に付け，本来のプライドを持つ

ことが肝要かと思います．「賢者は歴史に学

び，愚者は経験に学ぶ」と言いますが，自ら

の体験からだけ学ぶのではなく，先人の経験

も大いに役立ちます．先にスミスの生涯の話

に触れましたが，客観的に書かれた伝記は大

変示唆に富んでいます．なぜなら私達の先達

がどのような社会背景や境遇のもとで普通で

はないことを成し遂げたのかを伝えるだけで

なく，他人から見て科学者の品格のある，あ

るいはない行為がどのようなものかを浮き彫

りにしてくれるからです．

そして最後の鍵は，研究者人生の中で誰と

関わるのかということです．私達は人生のい

ろいろなタイミングでいろいろな人達に出会

う機会を持っています．その中で自分よりも

しれません．しかし，たとえ見掛けはどうで

あれ，将来の自分に何かを与えてくれる人物

を正確に見抜く能力は極めて重要です．これ

は本来の研究能力とは全く無関係のことに思

えるかもしれませんが，シャープな人選能力

は私達が是非身につけるべきことの一つだと

思います．

今日はあくまで私の独断で，パラダイム，

モラルそしてメンターが，良い研究をする上

で重要だと述べました．他にも大事なことが

あるかもしれませんが，ともかく皆さん，失

いかけた愛を取り戻して日本の地質学をさら

に発展させましょう！日本が世界に輸出すべ

きものは自動車と漫画だけではないと思いま

す．

（講演録音を基に修正加筆）

参考文献

T. クーン，1962（中山　茂訳，1971），科学

革命の構造．みすず書房，277p.

都城秋穂，1998，科学革命とは何か．岩波書

店，331p.

村上陽一郎，1991，研究者はいつから愛を

失ってしまったのか？　別冊宝島，no.137，

260-271．

S. ウインチェスター，2001（野中邦子訳，

2004），世界を変えた地図．早川書房，

364p.

Godeanu, R., 2007, H-index : measuring an

author’s impact. Elsevier Editors’

Update, no.19, 11-12.

日本地質学会News 10（11）28

受賞記念：日本地質学会賞

もともと宇宙物理がやりたかったのですが，

京大宇物教室の３回生選考法が，「宇宙物理

学と私」というタイトルの作文を提出するこ

と，というものだったので提出してみたとこ

ろ落選．地質学鉱物学教室に進む事になりま

した．４回生以降の専門は変成岩，所属は岩

石学講座です．講座を選んだ理由は，ラグ

ビー部の練習が休みだった月曜日に岩石学の

授業が集中していた事でした．そして，その

後の行状は：卒論は必修じゃなかったので書

かなかった；院試の選択問題では地物や堆石

学を取って岩石学の問題は解かなかった；ゼ

ミは前期に自分の番を済ませて後期は出席せ

ずにラグビーに専念，という感じでした．

「得体の知れない学生が来たから着任したて

のサイモンに付けちゃお」という，坂野さん

（当時教授）の軽いノリにより，M１以降の

私の指導教官はサイモン＝ウォリス（当時助

手；第５図）に決まりました．サイモンさん，

本日は柵山雅則賞を頂きありがとうござい

ます．受賞講演として，表題のお話をさせて

頂きます．内容は長大な自己紹介，キーワー

ドは「予定外」です．

まず私の経歴ですが，博士課程まで京大に

在籍，PDと研究生の３年半を名古屋大でお

世話になり，現在は産総研地質部の職員です．

顕微鏡観察に手こずる私を見て，「あいつ，

１ヶ月経ってもエピドートが鑑定できなかっ

たら破門にしてやる」と，陰では言っていた

そうです．

１．私を育てたフィールド，瀬場を巡
るお話
研究手法と技術の紹介は後回し．研究地域

は三波川帯です．解くべき問題は，高圧変成

岩の上昇機構ですが，こんな大問題は一気に

解けません．そこで，まずはと与えられた

フィールドがこの瀬場という地域でした（第

１図）．瀬場での問題は，Takasu（1984）の

固体接触変成は可能か，というものでした．

この説は，もともと高温・高圧下にあったメ

タギャブロが上昇，貫入した結果，メタギャ

ブロ直近のベーシックシストで接触変成が起

「予定通り予定外な私の研究史」

青矢睦月（産業技術総合研究所・地質情報研究部門研究員）

受賞記念：日本地質学会柵山雅則賞

第１図．青矢の研究地域．



究，構造解析をやりました．その結果，まず

瀬場ベーシックシストに新旧２種類の片理が

あることがわかりました．また，野外での追

跡の結果，ランダムなオンファス輝石が切る

のは旧片理，並んだオンファス輝石は新片理

に沿っていることがわかりました．つまり，

組織の違いは変形の強弱によるのだろうと推

測されました．ただし，もしそうであれば，

中くらいに変形したエクロジティックシスト

もないと説得力がありません．

その中間的なエクロジティックシストを見

つけたのはやはり猶原でした．M２のある日，

猶原と青矢が一緒に調査中，この露頭（第２

図）で２人立ち止まってサンプルを叩き落と

し，おもむろに拾ってジッと眺めた猶原が一

言「うーん，これは臭い」と言いました．青

矢は内心，「そーかなあ？」と思っていたの

ですが，持ち帰って薄片をつくってみると，

出るわ，出るわ．じゃらじゃらとオンファス

輝石が入っていて，猶原の眼力が証明されま

した．しかも，オンファス輝石は，並んだよ

うな，並ばないような中間的な組織を示して

いました（第３図b）．この発見により，組

織の違いが変形度によることが確実になり，

固体接触変成を考える必要がなくなりまし

た．つまり，瀬場ベーシックシストのエクロ

ジャイト相変成は，すべて広域変成と判明，

青矢もめでたく修論を提出することができた

のです．ということですので，私の恩人，エ

クロジャイトのわかるミュージシャン，

「りょーすけ」を応援，よろしくお願いいた

します．

２．受賞のきっかけとなった論文を巡
るお話
私がD1のときのことです．サイモンさん

はサバティカルで１年間，イタリアのトリノ

大へ行ってしまいました．当時の私は研究を

始めてたったの２年，サイモンさんの授業を

受けたこともないという状態で，京大サイモ

ン組の組長代理に就任してしまいました．し

かも，秋には失恋．この危機的状況を乗り切

るべく，学生４人でこの本（W. D. Meansの

“Stress and Strain”）の輪読をやりました．

その輪読のメンバーだった牟田（組員２号）

という男のフィールド（高越；第１図）に，

サイモンさんと私が同行したことがありまし

た．修論の詰めについて牟田とサイモンさん

が相談する中，青矢は河原の転石を見て遊ん

でいたのですが，そこで，のちに論文のネタ

になった石，「高越藍閃石エクロジャイト」

を発見します．この石，見た目は瀬場のエク

ロジティックシストとほとんど変わりませ

ん．角閃石の種類だけがごっそり藍閃石に入

れ替わっているというものです．この発見を

受け，サイモン組長の号令で調査チームを組

み，転石の発見地点から複数人数でひたすら

転石と露頭を叩きつつ上流へ向かっていった

結果，藍閃石エクロジャイトの露頭を発見す

るに至りました．

その後，高越エクロジャイトの研究は，組

こり，エクロジティックシスト（eclogitic

schist）が生じたというものでした．当時の

私はこの固体接触変成説のファンでした．そ

こで，固体接触変成を立証するつもりで最初

の研究，熱モデル計算を行ったのですが，結

果としては逆に熱が足りないために，固体接

触変成は不可能である事が判明しました（予

定外！）．

じゃあ次は野外調査ということになり，こ

の瀬場谷に放り込まれたわけですが，当時の

私の調査経験はせいぜい10日ぐらい．M１の

４月にサイモンさんと二人で瀬場を視察した

ときなど，高須さん記載のpelitic schistをサ

イモンさんが探す中，変成岩を見るのも初め

てだった私がボーっとしていると「青矢も一

緒に探してくれよ！」と怒られたりもしまし

た．そんな私への野外教育として，サイモン

さんは，瀬場メタギャブロの詳細マッピング

に付き合ってくれました．２人で50m巻き尺

を使いつつ描いていきました．

実は，私にはもう１人野外調査の師匠がい

ます．猶原亮介（当時島根大修論生）という

男です（第２図，第３図）．幸運な事に，同

時期に，同学年の猶原が，同地域を調査研究

していたのです．彼に１泊500円の山小屋を

紹介してもらい，時期を合わせて調査した結

果，様々な調査技術を吸収することができま

した．特に重要だったのは，彼がエクロジ

ティックシスト探しの名人だったという点で

す．エクロジャイト（eclogite）とは，ガー

ネットとオンファス輝石を含む岩石です．

ガーネットを見逃すことはまずないのです

が，オンファス輝石の鑑定は場合によっては

相当難しい．例えば，粗粒のメタギャブロで

はオンファス輝石が見つけやすいのに対し，

細粒のシストでは基質に埋もれてかなり見つ

けにくい．にも関わらず，猶原は卒論の段階

で既に２か所，新たなエクロジティックシス

トを発見していたのです．そこで，猶原に見

立てを教わりつつ，２人でこぞってエクロジ

ティックシストを探した結果，これだけの数

が見つかりました（第２図）．こうなると，

もはやエクロジティックシストはメタギャブ

ロの直近部に集中しているとは言えません．

つまり，瀬場ベーシックシスト全体が広域的

にエクロジャイト相に達していたものと推測

されました．ちなみに，猶原は生まれついて

のミュージシャンで，修論提出後，地質学を

離れて上京．駅員をやりながら，ライブハウ

スを中心に音楽活動を展開中です．

さて，実はもう１つ残された問題がありま

す．メタギャブロ直近とそれ以外でエクロジ

ティックシストの組織が違うのです．メタ

ギャブロ直近ではオンファス輝石はやや粗粒

でランダムな向きに成長していますが（第３

図a），その他多くではオンファス輝石はごく

細粒で片理に沿った定向配列を示しています

（第３図c）．Takasu（1984）は，ランダムな

組織を接触変成の１つの根拠としていますの

で，組織の違いを説明しないと接触変成説を

完全には排除できません．そこで，第３の研

員５号の松本昌俊（第４図）に任せることに

なりました．一方で私は，瀬場エクロジ

ティックシストのP-T-Dパス（圧力-温度-変

形履歴）解析を進めていました．その結果，

瀬場エクロジティックシストからは沈み込み

時の履歴が読めないことが判明しました（残

念！）．ところが，高越は違う！と，松本が

言い出したのです．どういうことかというと，
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第２図．瀬場の地質図（猶原・青矢，1997）．

二人が修論提出までに発見したエクロジ

ティックシストの分布が示されている．写真

は猶原亮介氏（現：増田亮介）．

第３図．瀬場エクロジティックシストの薄片

写真（クロスニコル）．オンファス輝石の産

状によって：a）ランダムタイプ；b）中間

タイプ（右上は発見者の猶原氏）；c）定向

配列タイプ，に分類できる（Aoya &

Wallis, 1999）．

柵山雅則賞：受賞記念

第４図．高越と瀬場のエクロジャイトにおけ

るガーネットの産状を示した薄片写真（右上

のみクロスニコル）．左上は松本昌俊氏．



みP-Tパスしかあり得ない」というのが，組

長の予測でした．青矢は正直，やられたと思

いました．そこで，青矢は，解釈で反撃（第

５図）．突っ立った沈み込みP-Tパスができ

るのは「沈み込み開始直後ではないか？」と

いう組長に対し，「いや，海嶺沈み込みの直

前だ」と反論．これを示すために，アイデア

だけ伝えて，沈み込み帯熱計算のプロ，上原

にモデル計算を依頼しました．同時に，自分

は高越エクロジャイトのP-Tパス解析，つま

り，藍閃石形成反応の決定を始めました．熱

モデルと岩石学をドッキングすれば，おもし

ろい論文が書けるぜ！というのが，私なりの

研究計画でした．

でもやっぱり予定外，という話の前に，こ

の人が榎並正樹さん（第６図），私の名大PD

時の受入教官，岩石学者です．この解析で用

いたソフト，Thermocalcの使い方を教えて

いただくのと同時に，岩石学の様々な相談に

乗 っ て い た だ き ま し た ． で ， さ あ ，

Thermocalcで反応探しだ！と始めてみてす

ぐに，次のことに気付きました．藍閃石やオ

ンファス輝石を作ろうにもアルバイトがない

（予定外！）．藍閃石もオンファス輝石もナト

リウムを含む鉱物なので，ナトリウム鉱物を

つぶさないと作れない．けど材料がない．こ

のことで１か月ぐらい悩みました．悩んだ末

に，盲点，犯人は自分自身だということがわ

かりました（第６図）．オンファス輝石は４

つの端成分が固溶した単斜輝石なので，もと

もとアクマイト成分（NaFe3＋Si2O6）に富む

単斜輝石からアクマイト成分を消費して藍閃

石を作れば，輝石のほうでは相対的にひすい

輝石成分（NaAlSi2O6）が上がり，同時にオ

ンファス輝石ができるのです．これに気づい

たことで，めでたく反応が決定しました．ま

た組成変化や微細組織もこの反応を支持して

いました．

かくして，高越エクロジャイトから突っ

立った沈み込みP-Tパスが得られました（第

７図）．過去に榎並さんらの研究で求まって

いた低圧部のP-Tパスを合わせると，三波川

変成岩の沈み込みP-Tパスはすべて原点から

の直線に乗らず，高温低圧側に大きく湾曲し

た曲線上に連なっています．これをモデルで

再現したい．

でもやっぱり予定外，というモデルの話の

前にこの人が，上原真一（第５図）．青矢と

京大で同期，D2まで沈み込み帯熱計算をや

るも，D3からテーマを変更，嶋本さんに弟

子入りするという異色の経歴の持ち主です．

その上原が前々から「なんかおもしろい計算

のネタがあったら共同研究しようね」と言っ

てくれていたので，じゃあこんなのやろうと

いうことで，既に共著論文を書き，計算の枠

組みはできていました．で，今回は，ナップ

を切り離すのではなく，海嶺の海溝への接近

を導入したい．そこで，沈み込むスラブ年齢

をこのように若返らせよう，と青矢が提案し

ていました．ところが，途中から海嶺接近の

前に平衡状態をつくる必要が出てきました．

高越では上昇時の片理は，ガーネット成長同

時の片理と斜交関係にある．つまり，ガー

ネットが包有している片理は，１段階前，つ

まり沈み込み期のものだ，と言うのです（第

４図）．私はこの解釈に相当抵抗しました．

どう見ても，ガーネットの産状が瀬場と違う

ように見えなかったのです（予定外！）．松

本は，その後，この予言と膨大なEPMAの

分析データを残して去っていきました．

でも，冷静に考えると松本の解釈に非はな

い．そこで，残された松本のデータを整理し

てみました．わかったことは，ガーネット成

長時に温度上昇が起こっていたこと，もう１

つは，同じガーネット成長時に藍閃石が形成

しているということでした．藍閃石は一般に

低温高圧で安定な鉱物なので，これが温度上

昇しながら形成するには「突っ立った沈み込

この段階で僕が「ちょいちょいっとできそう

じゃない？」とモデルの修正を依頼したとこ

ろ，「いや，思ったよりややこしそうだぞ」

と，上原が長考に入ってしまいました．この

予定外をかいつまんで言うと，モデルの構成

上，海嶺は近づくのにスラブが若返らない時

間が存在する，ということをお互いに見逃し

ていたのです．このタイムラグに上原が気づ

いたことでようやくモデルが完成し，P-Tパ

スへのフィッティングの段階に入ることがで

きました．

ということで，フィッティングの結果，三

波川P-Tパスは，沈み込み開始直後でも平衡

状態でもなく，海嶺沈み込み直前に記録され

たことがわかり（第７図），めでたく論文を

まとめることができました（Aoya et al.，

2003）．三波川帯の上昇を海嶺沈み込みに関

連づけた研究は過去にもありますが，明確な

物理的根拠を示したのは多分，これが初めて

だと思います．

３．おわりに
最後に私の研究手法と技術ですが，軸とな

る手法は，フィールドベースの構造地質学．

使える機械と言えば，クリノメーターぐらい

なものです．ただし，モデル計算，岩石学，

年代学といった他の手法も組み合わせて融合

することで，変成岩の形成と上昇のテクトニ

クスを解明していきたい，という姿勢でやっ

ています．現在の青矢は，産総研地質部に所

属し，宮崎一博さんのもと，日比原，新居浜

という２枚の1/5万地質図幅を作っています．

この図幅の範囲で見てみると，瀬場というの

はほんのちっぽけな領域だということを実感

します．サイモンさんにあのようなことを言

われていた私が，現在こんな仕事をしている

というのが，人生最大の予定外なのかもしれ

ません．

振り返ってみると，科学が予定外なのは当

たり前ではないかと思うようになりました．

逆に予定外を楽しめるようになればしめたも

のだとも感じます．つまり「予定通り予定外」

なのです．ですが，青矢はまだこの域ではあ

りませんので，普段心掛けていることは「偶

然を必然に」ということです．言い換えれば，

事故に遭ってもとにかく粘れ，という感じで

しょうか．今後もこの精神を忘れずに研究に

取り組んでいきたいと考えております．

ということで，偶然に私と出会い，私の研

究に関わってくださったすべての方々に感謝

いたします．ありがとうございました．
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第５図．松本氏が残したデータと予言を検討

後，青矢が立てた研究計画．左上はサイモ

ン＝ウォリス氏，左下は上原真一氏．

第６図．高越エクロジャイトにおける藍閃石

形成反応，およびそれを支持する組成変化と

微細組織．左下は榎並正樹さん．

第７図．三波川帯の沈み込みP-Tパス群（高

越エクロジャイト含む）と，熱モデル計算

（Uehara & Aoya，2005）から導かれるモデ

ルP-Tパス．
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Is there a basis in petrology for the

boundary between the lithosphere and

asthenosphere? There is a distinct

difference in rheology as we understand it

between lithosphere and the asthenosphere.

Four possible reasons are listed on the

slide-- partial melting, pressure and

temperature effects on minerals（illustrated

in the next slide）, grain-size variation or

composition change.

A recent paper from the geophysical side

looks at the predicted seismic velocity

along different geothermal gradients. We

can see that there is a seismological low

velocity zone defined simply by the

variation of mineral properties with

pressure and temperature along an oceanic

geotherm without any recourse to partial

melting. Olivine is subsolidus but a seismic

low-velocity zone is predicted. The low

velocity zone is different for the cratonic

geotherm simply because the temperature

is much lower and the curvature of the

geotherm differs from that of the ocean

geotherm. So we can account for

differences in low velocity zone simply by

the properties of minerals as a function of

pressure and temperature without any

partial melting. The figure is drawn for a

potential temperature of 1300℃ in the

upper mantle.

However, there is not a simple correlation

between a seismic low-velocity zone and an

asthenosphere, a rheological change. Some

authors have argued that partial melting,,

because it eliminates water as a separate

fluid phase, actually decreases strain rates

and so makes dunite or peridotite stronger

Thank you for giving me the opportunity to

speak with you this afternoon. I bring

greetings from Professor Alan White who is

very sorry that he is not able to be here.

The photos of Alan were taken a few

weeks ago and he is making a good

recovery from his surgery. Alan White is

delighted to be honored by this award and

asked me to express his thanks and

appreciation to the Geological Society of

Japan at this meeting.

My talk today is about“Melting in the

Earth’s Mantle.”The particular issue

which I will address is fundamentally the

reason for plate tectonics. The earth has a

particular geological behavior, which we

call Plate Tectonics. Plate Tectonics is

‘thin skin tectonics’in which the outer

part, the lithosphere, is separated from the

motions of the deeper part, the

asthenosphere. To understand the

rheological differences between lithosphere

and asthenosphere we need to understand

the melting behavior of the earth’s mantle.

Thus my main themes are the interplay

between petrology, particularly

experimental petrology, and geophysics,

and the interplay between petrology and

geochemistry. Also I am going to

summarize in 30 minutes approximately 50

years of upper mantle study! I also express

great appreciation to my colleagues,

students, friends, and family, particularly

recognizing the international nature of

science and the friendships with Japanese

colleagues over many years beginning with

Professor Banno in ’67.

and more rigid. However, very recent work

shows that partial melting produces a very

large decrease in viscosity of dunite, even

at very small melt fractions.

The new experimental work from Faul and

Jackson in Journal of Geophysical Research

2007 shows that earlier work on nominally

melt-free, dry dunite which found relatively

weak material, actually had small melt

fractions present.. The figure is a plot of

strain rate against applied stress at

different temperatures for‘nominally dry’

and actually dry dunite. The new work on

dunite, prepared by the sol-gel method,

produced extremely dry material which is

much stronger than the earlier nominally

dry materials. Faul and Jackson also added

very small amounts of basaltic melt to their

dry dunite and showed increases in strain

rate to values found in the earlier work.

So what this new work shows is that there

is a very large decrease in viscosity and a

very large change in rheology due to the

presence of a small amount of melt. The

amount of melt present in those earlier

samples, and in new work by Faul and

Jackson, is very small, 1％ or less than 1％

of melt in some samples, but is sufficient to

decrease the strength of material by two

orders of magnitude. 

Having established the large effect on the

rheology of olivine-rich material by a small

melt fraction, we need now to look at what

controls partial melting in the upper

mantle. If partial melting has such a large

effect on rheology, what actually controls

where the melting occurs or does not

occur? Firstly the chemical composition of

mantle is important, whether it is

harzburgite or lherzolite, and particularly

the minor element contents（Na,Ti,K,P）.

These elements are strongly influential in

whether melting does or does not occur.

The volatile element content, particularly

carbon and hydrogen, has a very strong

effect on the solidus and melting behavior

of the mantle. Finally the oxidation state

controls whether it is water and CO2,

carbon（diamond or graphite）and water,
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COMPLEXITY AND SUBTLETY LINKING
PETROLOGY AND GEODYNAMICS
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mineral pargasite, a water bearing

amphibole, is stable on the solidus up to a

pressure of little over 3GPa but is not

stable at higher pressures beyond that.

If there is water in excess of 4000 parts per

million, the oceanic geotherm will intersect

the solidus and will enter a region of partial

melting at depths of around 85 km. The

figure predicts subsolidus conditions

（ lithosphere） with partial melting

（asthenosphere）beginning at about 85 km

depth. Beneath the craton, a much lower

geothermal gradient does not intersect the

solidus until depths of around 180 km,

giving a much thicker lithosphere.

If there is a small amount of water present,

less than 4000 ppm, then in the lower

pressure region, the solidus is the fluid-

undersaturated solidus because the water is

all held in amphibole, in pargasite. As

pargasite is stable up to the solidus, we

have a very distinctive form of the solidus

（see figure）with pargasite lherzolite to

depths of around 90 km and then because

pargasite breaks down at higher pressures,

we have the water-saturated solidus of

garnet lherzolite at higher pressures.

From mantle sampling by magmas and by

xenoliths, we know that the mantle

contains between 100 and ～3000ppm water

in intraplate and mid ocean ridge settings .

The appropriate solidus（neglecting carbon

for the moment）is the peridotite-H2O

dehydration-melting solidus shown. An

oceanic geotherm would be sub-solidus with

no melt present at shallow depths and then

enter a region of partial melting at depths

of around 90 to 95 km. This model would

predict the base of the lithosphere for the

oceanic plate would be around 90 to 95 km,

but for a craton the lithosphere would be

～180 km thick. 

How sure are we of the nature of this

solidus? We need to look very carefully at

the experimental work which establishes

pargasite’s stability field. The most detailed

work is the study from Niida and Green

（1999）. In this study we analyzed all

phases, determined the modes using mass

balance methods and used scanning

electron microscope and transmission

electron microscope to examine the

material, looking particularly for the

presence of melt and fluid phase quench.

We were very careful to characterize

quench from hydrous silicate melt, and

distinguish it from thin films of siliceous

or water and methane, which influence

partial melting. This is where the

experimental petrologist contributes

information by determining the melting

behavior of the earth’s upper mantle.

If the mantle is dry, with water contents

less than 100 ppm and no CO2 present, then

the oceanic geotherm or the continental

geotherm do not intersect the solidus, as

shown in the figure. The only way we get

melting to produce volcanic rocks is by

adiabatic upwelling from the geotherm. The

solidus is intersected during an active

upwelling process such as at the mid-ocean

ridges or beneath intraplate volcanoes

（‘hotspots’）

If the mantle is dry, there is no case for

partial melting to produce a strong effect

on rheology in intraplate or arc settings.

However, if water is present and

particularly if there is water in excess, in

other words H2O＞4000 ppm, then we have

a solidus which is fluid saturated. In this

particular figure, there is no CO2 present

and this is the water-saturated solidus. The

and alkali-rich glass which quenched from

the fluid phase. This study defined the

pargasite lherzolite solidus very closely.

If we now consider not just water present

in the mantle but also acknowledge the

presence of carbon and if that carbon is

oxidized, then we need to understand the

behavior of peridotite melting with carbon

dioxide present and no significant water.

The peridotite＋CO2 solidus is slightly

below the dry solidus to a pressure of

around 2 GPa where it intersects a

carbonation reaction and instead of CO2

being present as a fluid phase, dolomite is

stable below the solidus. The melt present

above the solidus at ＞2 GPa is sodic,

dolomitic carbonatite.

The oceanic geotherm would enter that

carbonatite melting region but we do not

know the effect on rheology of the presence

or the absence of carbonatite melt. That is

a study that has not been done. Silicate

melts are interesting in that there seems to

be a strong limit on permeability of silicate

melt in olivine in particular, at around 2％

melting. So less than 2％ melt, a partially

molten material has low permeability. It’s

very difficult for the silicate melt to escape

from its matrix. But for ＞2％ melting, the

silicate melt will escape quite readily from

an olivine aggregate. Carbonatite melt may

behave much differently from a silicate

melt and may be very readily mobile at low

melt fraction, unlike the silicate melt.

Now we turn to a more probable case

where there are both small amounts of

water and small amounts of carbon dioxide

present. In that situation, the oceanic

geotherm enters a region of carbonatite

melt in pargasite-bearing lherzolite. At

̃90km the geotherm enters the silicate

melting region. In this model the oceanic

geotherm passes through a region of

carbonatite melting in the lower lithosphere

and crosses the asthenosphere boundary at

depths of ～90 km, but at much deeper

levels in a cratonic region.

Finally, we consider the case where carbon

is present but it is reduced carbon rather

than oxidized carbon. This is the case if the

oxidation state of the mantle is about 1 log

unit above the Fe/FeO buffer---a value

supported by observation on some melts

and mantle samples. Under these

conditions, there is no region of carbonatite

melt. Instead, the geotherm enters a silicate

melting regime at some depths in excess of
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system provides an explanation of the

lithosphere/asthenosphere boundary and it

provides a mechanism for change in

rheology at the base of the lithosphere,

with a sharp decrease in strength or

decrease in viscosity as we enter the partial

melting region. By slow upward movement

（along the geotherm）of a very small,

volatile-rich melt fraction, the incipient

melting region also provides a mechanism

for the decoupling of major and minor

elements, the upper part being enriched in

incompatible elements and the lower part

depleted in incompatible elements. Note

that such percolating melts will crystallize

as pargasite or pargasite＋phlogopite at ～

90 km, metasomatising the base of the

lithosphere and probably releasing a small

carbonatite melt component in the 60－90

km depth interval.

What does experimental petrology says

about another aspect of plate tectonics, the

so called hotspots or plumes? The Hawaiian

hotspot is the classical example, where the

Pacific plate of the lithosphere moves over

a hotspot or fixed magma source. Hotspots

have been inferred to come from a major

upwelling from the core mantle boundary,

the so called deep mantle plume hypothesis.

In that hypothesis, it is argued that the

temperature difference between an

upwelling thermal plume and normal

mantle is around 200 to 250℃. This large

temperature difference provides buoyancy

for the upwelling plume. 

The popular mantle plume hypothesis is

testable because it predicts a large

temperature difference between the

primary magmas from hotspots and the

normal magmas from the mid-ocean ridge

situation. Commonly it is argued that the

mantle potential temperature beneath the

mid-ocean ridges is around 1280℃ whereas

the potential temperature beneath hotspots

is supposed to be 1450 to 1500℃

Let us now look at the temperatures that

we can derive from mid-ocean ridge and

hotspot situations. At the mid-ocean ridges

we seek the most magnesian glasses, i.e. the

highest temperature liquids. We also seek

olivine phenocrysts and determine the

composition of those olivine phenocrysts. If

we observe olivine phenocrysts or

microphenocrysts which are more

magnesian than the composition in

equilibrium with the glass then we can

reverse the olivine crystallization back to

match the observed microphenocryst.

Observed olivine phenocrysts up to Mg#＝

91.5 allows us to calculate the composition

90 km and whether it stays in the melting

region or whether the solidus temperature

increases, will be strongly dependent on the

methane-water ratio. If the methane-water

ratio increases with depths, then this

solidus will rise to approach the dry solidus.

The diagram summarizes a preferred

model for the upper mantle. The upper

part of the mantle, the lithosphere, has an

oxidation state of Fe/FeO＋3,4 log units.

Under these conditions, carbon is oxidized,

and there is a region in which carbonatite

melting may occur at 60－90 km. At ～

90km depth along an oceanic or intraplate

geotherm, the geotherm enters a region of

silicate melting and the amount of melt is

controlled by the amount of water and

carbon, entering the near-solidus melt as

（OH）－ and（CO3）＝. This is a region of

incipient melting, i.e. a very small amount of

melt present, and as we go deeper and the

mantle becomes more reduced, the carbon

becomes methane rather than graphite or

CO2. As the mantle becomes more reduced,

its solidus rises and the geotherm can pass

out of the region of partial melting into sub-

solidus conditions. We distinguish the

incipient melting region from the major

melting regime, which is above the

anhydrous solidus, and in which the amount

of melt increases rapidly with increasing

temperature. 

We can erect a fully quantified model for

the upper mantle if we specify the amount

of water and CO2 present. That allows us to

contour the incipient melting region for

melt fraction for chosen water and carbon

contents（two examples are shown in the

figure）. The 2％ melt contour is shown

here between the incipient melting and the

major melting regime. Below this contour,

melt permeability is low and melt is

trapped or moves slowly. But above the 2％

melting contour, the melt starts to migrate

to shallower levels. The figures illustrate

preferred models for mid-ocean ridge and

intraplate settings with mantle potential

temperature of ～1430℃.

The principle illustrated is that if we

specify a particular temperature vs depth

distribution from geophysical data or

modelling, then we can overlay the melting

behavior of peridotite and determine where

the melting occurs and what the chemical

and petrological character of those melts

will be. This is done for the convergent

margin setting by Niida and Green 1999.

The behavior of the peridotite＋C,H,O

of parental magmas. The parental magmas

to those glasses selected and illustrated

have 13％ to 16％ MgO. The liquidus

temperatures for such parental magmas are

1310 to 1380℃ volatile free, but that

temperature is reduced by 20 to 30 degrees

by the dissolved carbon and hydrogen and

oxygen in the mid-ocean ridge glasses.

The behavior of these parental magmas as

a function of pressure and temperature has

been examined, showing that they are in

equilibrium with olivine, orthopyroxene and

clinopyroxene at 1.5 to 2 GPa. Their source

was spinel lherzolite and the CaO/Al2O3

ratio was about 0.8. This characterizes the

mid-ocean ridge parental magmas, their

temperatures, and their depth of origin and

we can say that potential temperature for

the mid-ocean ridge to give rise to those

magmas must be ～1430℃. To summarize,

we have examined the mid-ocean ridges,

found the most primitive magmas, and

determined the potential temperature of

the mantle to produce such magmas. The

potential temperature is around 1430℃

We now examine the hotspots and find
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A closer look at the mid-ocean ridges and

at the hotspots shows that hot-spots are not

fixed but their movement is slower and

unrelated to lithospheric plate motion above

them. Their parental magmas have higher

volatile contents than the mid-ocean ridge

magmas. The residues from melt extraction

and the sources for the magmas themselves

are more refractory（harzburgite with high

Cr# in spinel）. However have higher

incompatible element contents, particularly

light rare earth elements, and they are

heterogeneous in their incompatible

elements, including isotopic heterogeneity.

They are also heterogeneous in Ca/Al,

Ti/Al, and Fe/Mg.

Geophysical observations show that there is

a seismic velocity anomaly, interpreted as a

thermal anomaly at lithospheric depths. A

broad low-density anomaly at depth is

inferred to cause the broad topographic

high called the Hawaiian Swell. . The

hotspot source is within the asthenosphere

and the motion is not that of the plates and

there is a density difference or buoyancy

beneath the Hawaiian hotspot for example.

This buoyancy or density difference, can be

due to compositional rather than thermal

reasons.

For example, consider the behavior of

primitive mid-ocean ridge peridotite. MORB

source mantle has a composition of around

3％ to 4％ of CaO and Al2O3, Mg# ＝90, and

density of the high pressure garnet

lherzolite assemblage at standard

temperature and pressure would be 3.35 to

3.36. If we melt out parental MORB and

consider the residue, the residue now has

～2％ CaO and Al2O3. higher Mg# number

and its density is lower at 3.33 to 3.34. If

this residual lithosphere is further melted in

island arc settings to produce the ophiolitic

harzburgite-type peridotite, then these

observed extremely refractory residues

have less than 1％ CaO and Al2O3, their

Mg#＝ 92 to 93, and their density（STP）is

3.30 to 3.31.

Within the plate tectonic processes from

mid-ocean ridge to island arc settings,

peridotites are produced which vary in

density over by ～0.05 gm/cc. If this

density difference were attributed to

temperature, we would estimate differences

of around 500 to 600 ℃. But the density

difference is due to composition. As

again that the most magnesian glasses also

contain olivine phenocrysts. The primary

magmas have 14％ to 17％ MgO, a little

higher in MgO than parental MORB. The

Mg# of liquidus olivine is similar, 89 to 91.5.

The spinels are more refractory, Cr# of 60

to 75 compared to 20-30 at mid-ocean

ridges. The liquidus temperatures for these

parental magmas are 1345 to 1385℃,

volatile free, but these magmas have higher

volatile contents than the mid-ocean ridge

and so we reduce that by around 50

degrees because of the dissolved CO2 and

water. The pressure required for

equilibration of such magmas with olivine

and orthopyroxene is ～2GPa, similar to the

MOR case. However the parental magmas

are not saturated with clinopyroxene at

these pressures-the residue at melt

extraction is harzburgite not lherzolite.

Mantle potential temperatures for Hawiian

sources are inferred to be 1350 to 1430℃,

indistinguishable from the MORB sources.

Examining the detail of the petrology and

the chemistry of the hotspot magmas, we

can say the source has to be

inhomogeneous and complex including low

and high Ca/Al ratio sources. It has to be

inhomogeneous in both trace elements and

in isotopic compositions. Most importantly,

the higher temperature and greater

pressure of melting within a deep mantle

plume predicted by this hypothesis is

denied by examination of parental MORB

and parental hot-spot magmas.

subducted peridotite slabs in island arc

settings are returned to the upper mantle,

they initially have a temperature contrast

i.e. cooler, but they also have a

compositional contrast and are more

refractory. If subducted arc peridotitic slabs

are heated to ambient mantle temperature,

then they become buoyant because of their

compositional difference. Old subducted

slabs suspended within the asthenosphere

may become buoyant, and are oxidized and

heterogeneous with isotopic characteristics

reflecting their pre-history. I believe this

upper mantle heterogeneity to provide the

source for the hotspot magmas.

We have tested a core prediction of the

deep mantle plume hypothesis and the

prediction of large temperature differences

between parental MORB and parental hot-

spot magms is not confirmed. There is

evidence for upper mantle heterogeneity

and in particular the suspension of old

subducted slabs within the asthenosphere.

The causes of hotspot volcanism lie within

the asthenosphere and don’t move with the

plates. The upper mantle is inhomogeneous

or heterogeneous in composition and more

refractory residues of old subducted slabs

or delaminated lithosphere are buoyant or

can become buoyant in the upper-most

mantle. The hotspot sources are from

melting and diapirism of material within

the interface or mixing zone between old

slab and MORB-source mantle. The

interface between reduced, ambient mantle

and oxidized slab is a location for preferred

partial melting because the systematics of

the C-H-O system at high pressure create a

maximum water activity at such a redox

front. Preferred partial melting at that

interface initiates buoyancy-driven

diapirism which produces the hotspot type

of magmas.

Plate tectonics is driven by surface cooling

and lithospheric subduction and there is no

evidence from mantle derived magmas for

additional independent thermal plumes

from deep within the mantle or from the

core mantle boundary.

Thank you for the opportunity to present

this talk and thank you to the Geological

Society of Japan for the honor that you

have given to me and to my colleagues,

here in Japan and in Australia.
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15：25-15：50

７．伊豆大島　つぎの噴火　―噴火シナリオ

の作成とその意義―

川邉禎久（地質情報研究部門火山活動研究

グループ主任研究員）15：50-16：15

８．富士山の噴火履歴と活動評価

中野　俊（地質情報研究部門火山活動研究

グループ長）16：15-16：40

９．日本列島における巨大カルデラ噴火，

伊藤順一（地質情報研究部門長期変動研究

グループ長）16：40-17：05

10．総合討論　17：05-17：25

11．閉会挨拶　佃地質調査総合センター代表

17：25-17：30

参加お申し込み及びシンポジウムの詳細は

下記サイトをご覧下さい．

http://www.gsj.jp/Event/071219sympo/

奈良盆地から大阪平野を経て大阪湾に注ぐ

一級河川の“大和川”に関する本が，大阪市

立自然史博物館の編集により出版された．大

和川は，日本の一級河川の中では“最も汚い

川”として有名であり，やや改善される年も

あるが水質は毎年悪い方の上位である．しか

しながら，実際にこれらがどのように汚いの

か，いや本当に汚い川なのか，を問い直した

ときに，すぐさま回答してくれるようなすべ

日時：2007年12月19日（水）13：30-17：30

場所：秋葉原コンベンションホール

（秋葉原ダイビル２F）

主催：独立行政法人産業技術総合研究所地質

調査総合センター

定員：150名

参加費：入場無料　　CPD：４単位

火山国日本は，古来多くの火山噴火災害に

見舞われてきた．爆発的な噴火，溶岩流の流

出など，多種多様な噴火現象を予知し，火山

活動推移を予測するためには，過去の噴火活

動履歴の把握とそれを引き起こしたマグマ活

動の理解が不可欠である．

産総研では，火山噴火災害の軽減や防災計

画への貢献を目指し，地質学的・物質科学的

手法による火山噴火予知研究に取り組んでき

た．本シンポジウムでは，産総研及び関係機

関の最新の研究成果を紹介するとともに，火

山噴火災害の軽減のために必要な火山噴火予

知・活動推移予測研究の展望と，「安全･安心

な社会の構築」のために担うべき産総研の役

割を議論する．

プログラム

１．開会挨拶　加藤理事　13：30-13：35

２．地質学的手法による火山活動予測研究に

おける産総研の役割

富樫茂子（地質情報研究部門長）

13：35-13：50

【招待講演】

３．火山ハザードマップを防災にどのように

活かすか？

安養寺信夫（（財）砂防・地すべり技術セ

ンター総合防災部長）13：50-14：20

４．火山噴火予知計画の現状と課題

藤井敏嗣（東大地震研教授）

14：20-14：50

休憩：14：50-15：00

【産総研における研究の成果と展望】

５．三宅島の地下では何が起きているか？―

噴火機構の解明に向けて―

篠原宏志（地質情報研究部門マグマ活動研

究グループ長）15：00-15：25

６．衛星リモートセンシングによる火山活動

評価

浦井　稔（地質情報研究部門地質リモート

センシング研究グループ主任研究員）

は，多くの人はもたないであろう．この書籍

はそういった疑問に答えてくれる．というの

も，この本は，大阪自然史博物館の学芸員や

協力する研究者が主体となり，多くの一般の

方々が参加することで，いわゆる“参加型調

査”と呼ばれる調査を行い，それらの成果と

して出版されたものである．また，同時にこ

の成果は大阪市立自然史博物館の2006年特別

展「大和川の自然－きたない川？にもこんな

んいるで－」としても発表されている．

その調査概要は，「序章　大和川水系調査

グループ・プロジェクトＹ」でまとめられて

いる．調査には150人以上が参加し，年齢層

は小学生から年配まで様々で，プロ・アマの

研究者，研究に携わったことのない人までい

ろんな方が参加されている．調査の内容は，

大和川について生き物を中心とした様々な事

柄を14班に分かれ，調査している．そのうち

最初に活動を始めたのは水質班との事である

から，大和川はどう汚いのか？という疑問か

ら始められたのではないかと推測できる．

本文の内容としては，「１章　大和川水系

とは」で，大和川がどのような地域を流れて

いるか，またその生い立ちを知ることができ

る．大和川は1700年代の江戸時代に大規模な

付け替え工事が行われたが，それ以前の地史

についても解説がある．また，水質調査の結

果やその考察が行われ，地質との関連につい

ても触れられている．２章の「特選大和川観

察ポイント」では，大和川における観察ポイ

ント20箇所を選定して紹介している．つづく

「３章　大和川水系の水辺の生き物」は132

ページある本書の中で66ページと，もっとも

ページがさかれており，この章が本書のメイ

ンともいえる．ここでは，このプロジェクト

で調査された結果を中心に，どのような生物

がいるか？を図鑑的に生物種の写真や特徴，

その分布などについても解説しており，まさ

に“生の”大和川をこの章から感じ取ること

ができる．このような，地域における生き物

についての丁寧な解説は，この地域の自然を

学ぼうとする人や，学校における利用を考え

たときには非常に有効である．また，図鑑的

な解説をしていることで，大和川以外の場所

で同様の調査や学習をする場合にも役立つで

あろう．「４章　大和川水系の生物をおびや

かす要因」では３章で明らかになった大和川

の現状や，そこからわかる変化をとらえ，ど

のような環境が，どのような生物と関係し，

どのように影響を与えているのかについて解

説すると同時に，水質や地形・地理的要因，

移入種を中心として，その問題と，我々がそ

れらをどう考え，どう行動するべきかという

指針が述べられている．このことは，調査研

究をもとにして一般読者へのメッセージを発

信するという点で評価できる．５章は「人と

大和川の関わり」として，本書の中ではやや

異質ではあるが，人との自然の関わりとして，

地域の中で自然と深く関わっていた４つの産

業，魚の生産（ウナギ，金魚），酒，食品加

工（素麺）を紹介している．これらは，古く
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18世紀に確立した近代地質学は，いまや地

球環境問題の中心の役割を果たしている．日

本の地質学もこの100年余り世界の主要な地

質学発展の働きをしてきた．その成果は現在

の日本列島の自然環境理解に大きい貢献と

なっている．この状況がここに紹介する新刊

書「日本列島ジオサイト地質百選」によく示

されており，地質学関係者だけでなく，多く

の一般住民にとっても貴重な効果を提供して

くれるものと思われる.

本書は表記の通り二つの地質学関係会の共

著によるものであるが，序文で「日本の地質

百選選定委員会」の委員長齋藤靖二氏により，

地質の魅力と面白さを与えるものとして，全

国から公募した資料を基に執筆したものと説

明されている．実質の執筆者は次の通りであ

る：矢島道子（GUPI）・竹内圭史（産業技術

総合研究所地質情報研究部門）［編集幹事］，

井村隆介（鹿児島大），伊藤克己・滝川義治

（（株）キタック），鴨井幸彦（新潟県地質調

査業協会），河本和朗（大鹿村中央構造線博

物館），中川　充・堀田　亨（産業技術総合

研究所），松田博貴（熊本大学）．

本書は，先ず「日本列島の地質概観」の下

で日本列島全体の地質学的特性を説明し，本

書をつくる日本の「地質百選」を北の北海道

から南の沖縄県にかけて83箇所をジオサイト

として取り上げている．本書の最後に，13

ページの「地質を学べる博物館，日本の地質

百選現地の博物館・展示施設」を示している．

とくに本書の主題である「地質百選」では，

83箇所のすべてにおいてカラー写真による要

地の紹介，岩石や露頭，地質図を示し，場所

によっては岩石の偏光顕微鏡写真，歴史的な

からこの地で行われてきたもので，その運営

方法などは環境の変化などによって変化して

きたようであるが，現在でも行われているそ

うだ．この章はページとしては少ないが，地

域の自然を人が利用してきたというその関係

性の歴史をイメージできるという点で重要で

あるといえる．最後の６章は「大和川水系の

生物多様性の特徴と未来」として，これまで

の結果を整理し，それぞれの関係性について

述べることからはじめ，歴史的な人の影響と，

未来へ向けた提言が行われている．その提言

は様々な事が述べられているが，最も印象に

残ることとして，自然に対して無関心である

ことがもっとも危険であるとしている事であ

る．このことは大いに賛成できることである

が，同時にこの意見からは，地質への理解や

関心があまり社会的には感じられない現状に

ついて，我々はどうすればよいのかを考えさ

せられる．本書にはこれらの内容以外に，は

じめにある8ページの豊富なカラー図版は，

大和川がどんな川であるかや，その風景をイ

メージしたり，本書で触れている生き物の種

類を知る図鑑としても重宝する．また，調査

に参加した８人の一般の方の感想からは，参

加者が，この調査そのものを楽しんでいた事

がよくわかる．参加者のこのような感想は，

調査を楽しむという事が，一般の方の参加を

促す上で重要な要素であるように思われる．

本書の内容は以上の通りであるが，それ以

上にここに述べられている事からは，地域に

住む人々が自分たちの地域を自ら見直し，そ

れにより地域の事柄はもとより，調査した分

野についても興味を持つであろう事が感じ取

れる．そのことは，これらの活動や，それを

出版物という形に残る成果を出す事が，今後

の地質分野における普及や教育を考えた場合

の参考となるのではないだろうか．地質分野

においても，これまでにいろいろな地域で，

化石の発掘を中心とした一般参加者を集めた

調査が行われているが，そういった特別な場

合ではなく，本書のような地域の今ある通常

の自然を見直す，という事がこれからの地質

分野でも求められている様に感じられる．ま

た，本書のように，生物系によってはいるも

のの，水質や地形などといった他の分野をあ

わせた，またその関係をみる調査というよう

な形で，地質分野が他の分野の調査と一緒に

行う事で，これまで一般の方々に気づかれな

かった地域の地質というものを見直すきっか

けが作れるのではないかと思われる．

（里口保文）

記録図や加工品などが取り上げられている．

また，各箇所では,（1）場所の特徴,（2）そ

の場所の位置づけ,（3）見学場所の連絡先,

（4）地質年代上の位置づけや生成原因などに

関する地質学的知見，などが表示されている．

次に具体的なジオサイト83箇所を紹介しよ

う.

１．知床半島＜北海道＞，２．白滝黒曜石

＜北海道＞，３．神居古潭峡谷の変成岩＜北

海道＞，４．夕張岳と蛇紋岩メランジュ帯

＜北海道＞，５．夕張の石炭大露頭＜北海

道＞，６．幌尻岳と七つ沼カール＜北海道＞，

７．恐山の金鉱床＜青森県＞，８．恐山の金

鉱床＜青森県＞，９．仏ヶ浦＜青森県＞，10．

龍泉洞＜岩手県＞，11．唐桑半島＜宮城県＞，

12．松島＜宮城県＞，13．蔵王火山＜宮城

県・山形県＞，14．尾去沢鉱山＜秋田県＞，

15．男鹿一ノ目潟＜秋田県＞，16．鳥海山

＜秋田県・山形県＞，17．磐梯山＜福島県＞，

18．筑波山＜茨城県＞，19．華厳の滝＜栃木

県＞，20．足尾銅山＜栃木県＞，21．浅間

山＜群馬県＞，22．跡倉クリッペ＜群馬県＞，

23．瀬林の漣岩と恐竜足跡＜群馬県＞，24．

秩父・長瀞の変成岩＜埼玉県＞，25．犬吠

埼＜千葉県＞，26．養老渓谷・黒滝不整合

＜千葉県＞，27．伊豆大島＜東京都＞，28．

三宅島＜東京都＞，29．父島無人岩＜東京

都＞，30．城ヶ島＜神奈川県＞，31．箱根火

山＜神奈川県＞，32．佐渡金山＜新潟県＞，

33．佐渡小木海岸＜新潟県＞，34．新津油

田＜新潟県＞，35．糸魚川－静岡構造線（糸

魚川）＜新潟県＞，36．小滝ヒスイ峡谷＜新

潟県＞，37．魚津埋没林＜富山県＞，38．立

山カルデラ＜富山県＞，39．百万貴岩＜石川

県＞，40．東尋坊柱状節理＜福井県＞，41．

糸魚川－静岡構造線（早川）＜山梨県＞，42．

富士山＜山梨県・静岡県＞，43．八ヶ岳＜長

野県・山梨県＞，44．上高地と滝谷花崗岩

＜長野県＞，45．御嶽山＜長野県・岐阜県＞，

46．中央構造線（大鹿村）＜長野県＞，47．

神岡鉱山＜岐阜県＞，48．根尾谷断層＜岐阜

県＞，49．飛水峡＜岐阜県＞，50．丹那断

層＜静岡県＞，51．大崩海岸＜静岡県＞，52．

鳳来寺山＜愛知県＞，53．中央構造線（月

出）＜三重県＞，54．石山寺珪灰石＜滋賀

県＞，55．天橋立＜京都府＞，56．玄武洞

＜兵庫県＞，57．生野鉱山＜兵庫県＞，58．

六甲－野島断層系＜兵庫県＞，59．玉置山

＜奈良県＞，60．鳥取砂丘＜鳥取県＞，61．

隠岐島前カルデラ＜鳥取県＞，62．石見銀

山＜鳥取県＞，63．羅生門＜岡山県＞，64．

久井の岩海＜広島県＞，65．須佐ホルンフェ

ルス＜山口県＞，66．秋吉台・秋芳洞＜山口

県＞，67．宍喰浦舌状漣痕＜徳島県＞，68．

サヌカイト＜香川県＞，69．砥部衝上断層

＜愛媛県＞，70．龍河洞＜高知県＞，71．横

倉山・佐川＜高知県＞，72．久礼メラン

ジュ＜高知県＞，73．雲仙＜長崎県＞，74．

阿蘇＜熊本県＞，75．御所浦＜熊本県＞，76．

玖珠二重メサ＜大分県＞，77．青島＜宮崎
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には，青海島から油谷湾にかけて，北長門海

岸国定公園に指定された景勝地が含まれてい

る．青海島は，周囲40km，砂州でつながっ

た陸繋島で，北側には日本海の荒波に刻まれ

た断崖絶壁と海食洞や奇岩が連続し，「海上

アルプス」と名づけられ，多くの観光客が訪

れている．

本図幅によれば，ここには主として後期白

亜紀阿武層群長門層に属する流紋岩質凝灰岩

とこれに貫入する花崗岩類が分布する．島の

北西端の「平家台」は，上部に凝灰岩類が，

基部に花崗岩類が露出し，見事なルーフペン

ダントとなっており，この写真が本図幅の裏

表紙を飾っている．また5.5図から5.9図にか

けて，同地域の海食崖に発達する花崗岩と各

種の苦鉄質包有物の産状が，豊富な写真を用

いて紹介されており，火山体深部におけるマ

グマ溜りの状況をほうふつとさせるものがあ

る．

さらに本図幅の西半部，旧油谷町から日置

町にかけて，向
むか

津
つ

具
く

半島の多くの部分には，

古第三紀漸新世の日
ひ

置
おき

層群と中新世の油谷湾

層群が分布し，山口県内第一の地すべり地帯

となっている．本図幅は，このような景勝地

の自然の成り立ちを知る上で，また地すべり

など応用地質あるいは防災地質の基礎的情報

を与える貴重な資料となるものである．

本図幅の説明書（127p）は，12章から

なっている．第１章は地形で，図幅内の特徴

的な地形が紹介され，陸繋島・地すべり地帯

の地形変遷が新旧の地形図と対照させて分る

ようになっている．第２章では，仙崎地域の

地質の概要と地層ならびに火成活動の対比が

広域的な観点から述べられており，西中国全

域の地質概説としても有益である．第３章～

10章は地質各説であり，地質年代に沿って，

第３章関門層群，第４章阿武層群，第５章貫

県＞．78．市木不整合＜宮崎県＞，79．霧島

火山群＜宮崎県・鹿児島県＞，80．桜島＜鹿

児島県＞，81．屋久島＜鹿児島県＞，82．奥

武島の畳石＜沖縄県＞，83．大東隆起環礁

＜沖縄県＞．

これら83地点で全国の主要な場所の紹介は

すべて重要な研究成果に基づき最新の資料と

見解を寄せたもので，われわれ地質学関係者

にとっても極めて興味深く，機会を作って

行って見たくなる．本当に楽しい本である．

本書執筆の方々に敬意を表す次第である．

（岡田博有）

５万分の１仙崎図幅は，山口県北西部，長

門市（旧三隅町，日
へ

置
き

町，油谷町を含む）の

日本海に面した地域を扱っている．本図幅内

入岩類，第６章古第三紀火山岩類，第７章日

置層群，第８章油谷湾層群，第９章中新世火

山岩類，第10章第四紀堆積物，の順序に区分

され，各章ごとに研究史，地層区分，岩相区

分とその記載，地層の対比と地質年代などが，

豊富な図表と写真を用いて詳述されている．

第11章の災害地質では断層系と地すべりが，

第12章では資源地質が紹介されている．

当地域の白亜紀火山岩類（阿武層群）の層

序区分については，これまで研究者ごとに見

解が異なり明確でなかったが，本研究では，

湖成堆積物をかぎ層として地層の追跡がなさ

れるとともに，砕屑岩優勢の豊北層と火砕岩

主体の長門層に区分され，従来の地層区分が

一新されている．また古第三系日置層群に関

して，地層の命名についてはほぼ踏襲されて

いるが，地質構造，岩相，化石，堆積環境に

ついて詳細な記載がなされ，充実した内容と

なっている．さらに本説明書では，第四紀堆

積物に多くのページが割かれ，過去の公共事

業において実施された多数のボーリング柱状

図が収録されている．これらはともすれば事

業担当者のみが知るだけに終わる事が多いだ

けに，当地域で地質調査事業に携わる者に

とって貴重な資料となるだろう．

仙崎地域については，すでに1968（昭和43）

年に山口県より同縮尺の地質図が発行されて

いるが（説明書はついていない），両者を見

比べると，格段に精度が上がっており，特に

阿武層群に関する研究や火成岩類に関する年

代論，日置層群などの堆積岩層や第四系につ

いて，著者らの研究によって長足の進歩をと

げていることが良く分る．以上のように，本

図幅及び説明書は，学術的にも高いレベルに

あり，地域研究や防災・環境・建設など各種

調査事業の基礎資料として広く推奨したい．

（加納　隆）
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尾崎正紀・今岡照喜・
井川寿之　著

仙崎地域の地質
地域地質研究報告

（5万分の1地質図幅，福岡（14）
第15号，NI-52-3-14）

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　2006年12月26日発行．127p．

4,725円（税込み）

学会オリジナルフィールドノート
好評発売中！！

サイズ：12×19cm．ハードカバー，ビニールレザー加工，金箔押し．

カラー：チョコレートブラウン．

用紙は野外調査に最適な，雨に濡れても丈夫な高級紙・レインガー

ドを使用しています．是非ご活用下さい．

ご購入を希望の方は，学会事務局まで． 会員頒価　500円／冊．



木村会長とArayaタイ地質学会会長との懇談

副会長　佃　栄吉

三菱マテリアル資源開

発（株）松坂総一郎氏

（タイ地質学会名誉会員）

のご紹介により，来日中

であったタイ地質学会会

長（チュラロンコン大学）

のAraya Nakanart教授

と木村会長及び筆者とで

将来の両地質学会の協力

について2007年８月４日

に東京で懇談を行った．

タイ及び日本の地質学会，地球科学関係団体に関わる広範な情勢な

ど，話題は多岐に渡り，相互理解のための貴重に時間がとれた．

Araya会長からは，タイでは地質学会（会員約1300人）以外には大

きな地球科学関係の学会がないが，新たな学会を作る様々な動きが

あり，将来的に地球科学のコミュニティが発散していくことを懸念

していることなど現状認識が示され，地質学会の体制強化（組織化，

法人化？）を通して，会長イニシャティブを発揮して進めたいこと，

また，日本地質学会との連携により，多くを学んでいきたいこと等

が述べられた．これに対して，日本側からは地球惑星科学連合にお

ける関連学会の連携活動，合同大会を活用した活動などの紹介を

行った．最後に連携協定文書（MOU）のドラフトをお渡しし，具

体的な連携についての検討を両者で進めることを約束して終了し

た．なお，Araya会長は10年ほど前までDMR（タイの地質調査所）

にいたこともあり，バンコクに事務所のある政府間組織CCOP

（http://www.ccop.or.th/）に関しても話題となった．

日本地質学会として，幅広く国際連携を進めることにしているが，

今回は会長同士がオフィシャルに会談を持つ最初の例となった．今

後の具体的な連携については，現在すでに大学，研究機関，JICA/

企業等で進められている共同研究，研究協力・支援活動などの情報

を集約しつつ，AOGSでの共同セッション企画，IYPE，ジオパー

クなどの活動で具体的な新たな協力を進めることも大事であろう．

なお，タイ地質学会の英文ホームページはまだない．英文ホーム

ページへの支援，共同運営も協力の一つとなろう．
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写真：Araya Nakanart会長と木村会長

海外の学術団体との協力・交流活動をご紹介します

日韓地質学会学術交流協定調印式に参加して

文・写真：高木秀雄（日韓交流小委員会委員長）

2007年10月25日に韓国

江原道春川の江原国立大

学で開催された韓国地質

学会の総会で，日韓地質

学会の学術協定の調印式

が開催され，木村 学 日

本 地 質 学 会 会 長 と ，

Choi, Suk-Won 韓国地質

学会会長との間で，協定

書（agreement）が取り

交わされた（写真１）．

今回の調印は，IODPの韓国代表のLee,Young-Joo博士（KIGAM：

韓国地質資源研究所）と木村会長の間で発案されたものが結実した

ものである．調印に先立ち，10月に日本地質学会の国際交流委員会

の小委員会として日韓交流小委員会が急遽設立された．そのメン

バーは大藤　茂氏，高橋　浩氏，久田健一郎氏および高木から構成

され，また院生の意見を反映させるために，ポスドクとしてソウル

大学に留学中の江川浩輔さんを加えることになった．高木は今回小

委員会の委員長として，すでに国際交流委員会の公文富士夫委員長

と韓国側の協定の文案をとりまとめ（下記），日本地質学会から派

遣された次第である．

調印式では，Kee, Weon-Seo博士（KIGAM）の司会のもと厳か

にとり行われ，盛大な拍手で会場は沸いた．引き続いて木村会長の

日本地質学会の紹介の発表が30分ほどなされた．調印式に先立ち，

今回我々を会場で案内いただいた江原大学の Cheon, Daekyo教授

（韓国地質学会誌編集委員長）とともに今後の具体案を話し合った．

そこでは，無理をせずに，できることを着実に進めることを確認し

た．たとえば両国の地質学会の年会で，何らかの合同シンポジウム

を設けること，合同巡検の開催，などが話し合われ，現在来年の秋

田大会で日本海の掘削やテクトニクス，環境関連のシンポジウムが

できないかどうか，検討をはじめるところである．さらに韓国の地

質などを日本の地質学雑誌の口絵に投稿してもらうように，進めた

いと話した．Cheon教授からは，韓国地質学会のHPに早速そのこ

とを宣伝しましょうと，また，韓国でも韓日交流小委員会を立ち上

げるよう働きかける，と帰国後に連絡いただいた．

調印式の直後に，次期韓国地質学会の会長選挙が行われ，３名の

候補者のなかから，忠南大学のLee, Hyun Koo 教授が選ばれた．

Lee教授は早稲田大学で学ばれたことがあり,新潟大学などのグルー

プの韓国巡検の世話をされたこともある鉱床学者であるので，今後

の日韓交流のための追い風となることであろう（写真２）．

――――――――――――――――――――――

Agreement for Academic Cooperation and Exchange

between

The Geological Society of Japan 

and

The Geological Society of Korea

Article 1．This Agreement defines the principles and methods of

cooperation that the Geological Society of Japan  and the

Geological Society of Korea wish to develop between them under

equal partnership. 

Article 2．The Geological Society of Japan and the Geological

Society of Korea agree to promote academic cooperation between

both societies through the following means:

（1）Mutual invitations to participate in scientific seminars,

regular meetings and field trips

（2）Joint organization of seminars and academic meetings

（3）Joint or collaborative research activities and publications

（4）Exchange of academic materials and other information 

（5）Promoting other academic cooperation as mutually agreed

Article 3．Both Societies agree to carry out  the above activities

in accordance with the laws and regulations of the respective

countries after full consultation and approval of both Societies.  It

is understood that implementation of any of the types of

cooperation stated in article 2 may be restricted depending upon

the availability of resources and financial support. The execution

of this agreement will not cause any financial obligations to either

Society.

Article 4．This Agreement is valid for a period of five years from

the date of signing by the representatives of both Societies. This

Agreement shall be renewed after being reviewed and

写真１　日韓地質学会長の協定書交換



renegotiated by both Societies. 

Article 5．This Agreement shall be executed in English. 

――――――――――――――――――――――

ここで，韓国の地質学会年会の様子を簡単に紹介しよう．韓国の

地質学会では春は巡検が主体となっており，今年は60周年の記念行

事が行われたそうである．発表は秋に行われており，今回の春川大

会では１日半の日程が組まれ，様々な分野の口頭発表とポスター発

表が進行していた．江原大学は「冬のソナタ」のロケ地としても有

名な春川市の南東の丘陵地に建っており，新しい建物が多く，清潔

でアットホームな雰囲気の大学であった．

要旨によると，245件の発表が５つの会場と屋外のポスター会場

で進められていた．口頭発表に少しだけ参加したが，Ree, Jin-Han

高麗大学教授と学生さんの３件の発表では，嶋本利彦教授との摩擦

実験の共同研究の成果が発表されていた．ポスターや口頭発表で示

すスライドの半分程度は英語でプレゼンされており，韓国の大学で

は１年生のときから英文の書籍を読んでいることが反映されてい

る，と江川さんから聞いた．要旨も27％が英文であった．また，要

旨集は大変立派な製本であり，10件の企業広告がカラーで印刷され

ていたが，それらの広告は必ずしも地質関係だけではない（真露の

広告もあった）．会場や市内の各地には地質学会の横断幕が張り巡

らされており，地質関連企業からのお祝いの献花が飾られていた

（写真３）．このような献花は60周年ということに限ったことではな

いそうである．一方，会場における企業のブースはDaewoo社の１

件だけであった．夜の懇親会では，300人程度が入る大きな会場で，

春川名物のタッカルビ料理でおおいに盛り上がっていた（写真２）．

最後に，韓国とつながりのある地質学会員の方には，ぜひ日韓交

流小委員会に加わっていただき，様々な立場，分野からご意見を賜

りたいと存じます．基本的にはメールで意見交換するだけです．高

木までお申し出いただければ助かります．
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左から写真２．次

期韓国地質学会会

長 李鉉具 教授と

木村会長．３．地

質学会会場.横断幕

が至る所でみられ

る．４．野天のポ

スター会場（夜に

降雨があったが）．

日・タイ地質学会の交流のための
委員を募集致します

日本地質学会国際交流委員会委員長

公文富士夫

日・タイ小委員会世話人

久田健一郎・上野勝美

平成19年10月の地質学会理事会で，日・タイ小委員会設立が

承認されました．これは，理事会の下にある国際交流委員会の

中に国・地域毎に小委員会を組織し，小委員会が中心となって

交流活動を展開させようという趣旨によるものです．

そこで，日・タイ小委員会の委員になっていただける方を募

集したいと思います．人数は４，５名までで，応募（推薦）さ

れた方の中から理事会の指名により委員に任命されます．委員

長は委員の互選で決定されます．12月末日までにご応募下さい

（自薦・他薦いずれでも可）．また，現在日・タイで共同研究を

行っている方や企画している方はその情報（テーマ，対応する

双方の責任者名，連絡先等）をお知らせください．小委員会の

企画と活動に活用させていただきたいと思います．

当面の予想される日・タイ小委員会の課題は以下のようなも

のです．なお日・タイ地質学会間での交流協定は2007年８月に

締結済みです．

１）共同研究，シンポジウムの共同開催，などの企画の検討．

２）現在日・タイで行われている地質学分野の共同研究や交流

の実態調査．

委員の推薦および日・タイ交流の情報は，事務局の庶務担当

気付で（main@geosociety.jp），国際交流委員会へご連絡くだ

さい．

日・モンゴルおよび日・フィリピンの
地質学会との交流のための委員を募集します

日本地質学会国際交流委員会委員長　

公文富士夫

日・モンゴル小委員会世話人　

束田和弘

日・フィリピン小委員会世話人　

松岡　篤

平成19年９月の評議員会での国際交流活動を活性化するとい

う方針を受け，10月の地質学会理事会で、モンゴルおよびフィ

リピンの地質学会との交流を活性化する小委員会の設立準備が

承認されました。これは韓国やタイに対応した小委員会と同じ

趣旨のものです．

そこで，日・モンゴルおよび日・フィリピンの小委員会の委

員になっていただける方を募集します． 人数は４，５名まで

で，応募（推薦）された方の中から理事会の指名により委員に

任命されます．委員長は委員の互選で決定されます．12月末日

までにご応募下さい（自薦・他薦いずれでも可）．また，現在

モンゴルやフィリピンで共同研究を行っている方や企画してい

る方はその情報（テーマ，対応する双方の責任者名，連絡先等）

をお知らせください．小委員会の企画と活動に活用させていた

だきたいと思います．

＜当面の活動課題＞

１）共同研究，シンポジウムの共同開催，などの企画の検討．

２）現在日・モンゴル，日・フィリピンで行われている地質学

分野の共同研究や交流の実態調査．

３）交流協定の締結

委員の推薦および交流の情報は，事務局の庶務担当気付で

（main@geosociety.jp），国際交流委員会へご連絡ください．
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開催日：2007年９月10日

開催場所：日本地質学会第114年学術大会N２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内）

開催時間：18：00～21：30

主催：日本地質学会理事会・構造地質専門部会

本年７月の新潟県中越沖地震により，地質学が活断層・震源断層問題

に対する本格的かつ明示的な取組みを緊急にはじめなければいけないこ

とが浮き彫りにされました．

具体的には，なによりも第１に，地震動の評価やシミュレーションの

基礎データとなる活断層・震源断層の構造全体を把握する研究に拍車を

かけることが必要です．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が喫

緊の課題です．

そのため，2007年９月９日（日）～11日（火）に北海道大学札幌キャ

ンパスで開催した第114年学術大会において，表記の緊急パネルディス

カッションを開催しました．これは，日本地質学会　構造地質専門部会

の夜間小集会として理事会と共催したもので，新潟県中越沖地震に関わ

る地球科学的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しました．本報告は，この緊急集会の詳細を，会

員をはじめとする皆様にお送りするものです．

今回のパネルディスカッションでの発表，な

らびに会場を含めた質疑をとりまとめると，以

下のとおりとなります．

１．地震防災に向けた地球科学への期待

・地質学・活断層の研究で地震発生モデルを構

築すること

・潜在断層の評価をすること

・断層の深部と浅部の運動を統一的に解釈する

こと

２．具体的な地球科学の課題

・限られたデータを活かす再現モデル構築への

支援

・他分野との協調・連携

・地質の不均一性の中での断層発生モデルの提案

・断層深部の詳細情報の把握

・地殻のレオロジーを知ること

・被害の集中している新しい地層・第四紀層をもっと調べること

・巨視的断層パラメーター（断層の走向・傾斜・面積など）の取得と提

供

３．課題の実施案例示

・今のデータのしっかりした評価，特に海の調査

・地質構造形成に関与した主要断層の抽出

・地下地質構造の把握および表層地盤の軟弱さの分布の把握

・地球物理学と連携した，過去の弱線および地質境界の把握

・地質断層の活動性評価の事例研究

４．国の防災立地への反映方法

・学会からの積極的・タイムリーな情報の発信

・アメリカのようなコミュニティーの作成

５．総合的な日本地質学会の見解

・分野の壁をはずさなければ，課題の完全な解決はならない

・特に，地質学と地球物理学の互いの特性を持って協力していくべき

・地質学会の法人化の際には，学会でプロジェクトを企画すべき

今回の緊急パネルディスカッションでいただいたこれらのご指摘を踏

まえて，日本地質学会はさらに検討を進めていきますが，その際には，

目的を定めた学術的な研究に加えて，我が国の防災・立地に如何にそれ

を反映させていけるかも重要な課題だと認識しているところです．

なお，最後になりましたが，当日の会場運営ならびに報告作成にご協

力いただきました各パネラーの皆様に御礼申し上げます．

［集会報告］
（事務局：日本地質学会構造地質専門部会　重松紀生）

１．本集会の背景

先日の新潟県中越沖地震と柏崎原発事故に関しては，活断層の調査に

関して連日マスコミで様々な見解が表明されています．今後も電力会社

ならびに国を初めとする様々な機関で検討がすすむ事になるでしょう

が，第３者的立場でかつ科学に依拠した指針が作られるべく努めること

は，学会の重要な社会的任務だと思います．

この認識の下で，日本地質学会では，今回の一連の地震と被害につい

て，活断層・震源断層の構造全体を把握する必要性が極めて大きいとの

判断に至りました．地質学が活断層問題に本格的且つ明示的な貢献する

機会と捉えるべきと考えています．

ここでの日本地質学会の基本的スタンスは，「地質学を初めとする地

球科学は，原発防災立地に関わる本質的情報を事前にどれだけ事業者，

規制当局，そして市民に提供していたかという深い内省の上に議論する」

ことです．

その上に立って，現行の諸指針，諸基準が，地質学を初めとする地球

科学の見地からみて十分か，不十分であればどのようなものが付加され

なければならないか，という議論にも進みたいと考えるところです．

２．プログラム

題目：わ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ー

開催日：2007年９月10日

開催場所：日本地質学会第114年学術大会N2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内）

開催時間：18：00～21：30

主催：日本地質学会理事会・構造地質専門部会

３．タイムテーブル（下線の付いた発表は別途発表資料が学会HPで公

開されています）

【会場の全体司会：伊藤副会長】

１）挨拶と趣旨説明　木村　学　会長

２）地震・災害の状況と地震震源断層等に関する報告

１．（独）防災科学技術研究所　　青井　真

２．日本地質学会緊急調査団　　小林健太

３．東京大学地震研究所　　佐藤比呂志

４．国土地理院　　飛田幹男

５．（独）産業技術総合研究所　　杉山雄一

３）国の安全審査の現状　佃　栄吉　副会長

４）今後の防災立地に向けて（パネルディスカッション）

１．京都大学防災研究所　　飯尾能久

２．（独）防災科学技術研究所　　青井　真

３．東京大学地震研究所　　佐藤比呂志

開催
札幌大会緊急パネル

■わが国の防災立地に対す
日本地質学会理事会・日本
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４．国土地理院　　飛田幹男

５．（独）産業技術総合研究所　　杉山雄一

６．日本地質学会地質災害委員会委員長　　天野一男

７．日本地質学会構造地質部会部会長　　高木秀雄

※上記のタイムテーブルの下線の発表については，公開用の発表資料を

パネラーにご用意いただきましたので学会HPをご参照下さい（PDF

ファイルがダウンロードできます）．なお，この公開用資料は，基本

的に日本地質学会ならびにパネラーご本人からの事前の了承無しに引

用等を行うことはできませんので，ご注意下さい．

４．会場での質疑応答要旨（発言者の敬称略）

青井：地震ハザードの評価においては，事前に想定しにくいバックグラ

ンド地震の扱いは非常に重要．地震発生後に，詳細な調査・探査を行う

ことにより活断層を設定できても，事前に設定出来ていたとは言いがた

い．原子力のような重要構造物においては，費用をかけて事前に詳細な

調査・探査をすることもできるが，全国という意味ではどこまでが想定

できる地震であるかの見極めは重要．地質・活断層の研究成果に期待．

また，海の調査についても期待する．また，今回の地震のようなパルス

はランダムフェイズでは説明できず，断層モデルを設定するシナリオ型

の地震動予測が重要．事前に断層モデルを拘束するための活断層研究の

成果は重要．

佐藤：潜在断層の評価をどうするか？どこでも起こるのか？地質構造の

評価の必要性．地質構造形成に関与した主要断層を抽出する．小さめの

地震を評価するには地質断層まで見ないといけない？

飛田：地震断層のモデル化する上で，地下地質構造の把握および表層地

盤の軟弱さの分布の把握があると有益である．

杉山（代読：佃）：情報の発信が必要．地質学の発言力がない．地質学

者はアウトカムを意識していないのでは？社会的還元への意欲が低い．

みずから他分野との協調・連携が必要．

天野：土木学会は新潟県中越沖地震の後に学会が調査団を送り込み，学

会としての統一見解を発表した．地質学会では調査団を送り込んではい

るが，サイエンス分野の場合には学会として統一見解を出すのは馴染ま

ず，研究者各自に発言の責任を持たせている．学会として何をすべきだ

ろうか？何も発言していないのではないか？案として，①シンポをやる，

②地質学会が法人化する時に学会でプロジェクトを企画しては？

高木：なぜそこに活断層が発生したのだろうか？西南日本内帯の主要な

活断層の断層ガウジの年代は60-50Ma程度までさかのぼれることを示し

ている．特に花崗岩地殻の中のどのような地質の不均一性の中で断層が

発生したかを，過去の弱線および地質境界の把握を行って，地物と連携

して解いていく．

伊藤：地質断層の把握の重要性を認識するべき．この拘束には地質学の

情報が必要だと思う．

飯尾：物理量と地質データをどう結びつけるか．内陸の活断層地震の発

生の理解には，断層の深部と浅部の運動を統一的に解釈することが必要．

現在断層深部の詳細情報は地質学的に得ることができる．一方，地物側

はトモグラフィーなどで断層深部のデータを持っており，これらの情報

をあわせれば，データとして生きてくる．また地質学側から「こういう

データが欲しい」などの発言が欲しい．

佐藤：アメリカのようなコミュニティーの作成が必要．上部地殻のレオ

ロジーを知るには地質学的データが必要であり，もっと早く情報を出す．

現在では変動地形分野と地物分野だけで物事が進んでいる．これでは地

質調査無用論が出てしまう．地質学者はいいデータを持っているのに損

をしている．地質学者には地震にも興味を持って欲しい．

木村：海を研究するコミュニティーには地質・地物という垣根がない．

陸域を研究する人たちも，分野の壁をはずさなければならない．互いの

特性を持って協力して研究していく必要がある．

佃：地質の断層を使ってそれが動くか検討する．研究よって明らかに

なった地質構造からモデルを出して，地物との協力・連携によって提示

する．未解決な点が多く，まだまだやるべきことが多い．

伊藤：地質学として地震研究にきちんと意識して取り組むべき．これま

でやってこなかったことを反省する．これからは積極的に発言・提言す

るべき．しかしこれのプランがないのが現状で

ある．

コンサル会社（聴衆）：コンサル側から見ると，

今回のようなシンポを学会としてもっとすべき

なのではないか？道路維持のための報告で地盤

の情報出てきたりしたが，地質学として貢献で

きるポイントの一つではないか．

民間会社（聴衆）：原発立地におけるM6.5とい

う基準の決め方とかを教えて欲しい．電力会社

が作っているのか？コンサルは会社から依頼されてやっている．モデル

化する時は，いきなり大学機関などにお願いできないから，まずはコン

サル会社にお願いする．他分野と交えた積極的なシンポをきちんとやっ

て欲しい．物理探査のデータはたくさんある．地質学者は地物学者と組

んでデータを提示するべき．

佐藤：（上記の質問を受けて）地質学が地震研究に関わるのは今回が最

後のチャンスでは？他の学会は予算獲得に向けてよくやっている．しか

し，地質学会はやっていない．地質学者として「これやって何になる

の？」に答えられなければならない．地質学者が持っている情報と力量

で地質断層の評価をするべき．若手はregionalな地質を知っている人が

少ない．それに対して団塊世代はよく知っている．学会がプロモートし

てやっていく必要がある．

飛田：地質学者はデータを膨大に持っているので期待している．

青井：地震動の推定のばらつきは，巨視的パラメータによるものの方が

大きい．微視的パラメータ（アスペリティや加速度など）も非常に重要

ではあるけれど，巨視的断層パラメーター（断層の走向・傾斜・面積な

ど）がないと始まらない．地質学側からこれを設定する際に貢献する情

報を提供いただけると良い．それを活かして地物研究者が断層を議論で

きる．

高木：このような議論はこのシンポだけでは終わらせない．11月に再度

新潟でシンポを開くので，これらをきっかけにもっと考えていきたい．

報告
ディスカッション

る地球科学からの提言■
地質学会構造地質専門部会
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部会長：楡井　久

連絡担当者：上砂正一・田村嘉之

環境地質研究委員会を発展的に解消組織し

た．研究内容は都市地質，地質汚染，医療地

質，社会地質，人工地質，化学災害，地盤沈

下，地下水盆管理など環境に関する地質学全

般です．主な活動はシンポジウム・研修会で

NPO日本地質汚染審査機構，地質汚染－医

療地質－社会地質学会，IUGS（国際地質科

学連合）GEM（環境地質学）日本支部と共

催で実施している．学術大会では夜間小集会

を開きトピック的な話題提供により部会の研

鑽を計る．

部会長：平山　廉（早稲田大）

連絡担当者：利光誠一（産総研）

本部会は，2006年大会より，それまで脊椎

動物，中古生代古生物，新生代古生物の３つ

に分かれていた古生物部会の定番セッション

を「古生物」に一本化した．

幹事長：利光誠一（産総研），行事委員：北

村晃寿（静大），編集委員：近藤康生（高知

大），新生代担当幹事：須藤　斎（名古屋大），

中・古生代担当幹事：太田泰弘（北九州自然

史博），脊椎動物担当幹事：三枝春生（兵庫

人と自然博）という体制で2008年大会まで運

営する予定（文責：平山）

部会長：徳山英一

連絡担当者：片山　肇

海洋地質部会は，種々の国際プロジェクト

との連携を保ちつつ，海洋地質学の発展と若

手研究者の養成を目的としている．海洋基本

法の制定や「ちきゅう」の運用開始により部

会の果たすべき役割は近年増大している．例

年，地質学会のランチョンで主な研究機関や

組織から最新の研究状況や航海の予定を報告

海洋地質部会

古生物部会

環境地質部会

部会長　天野一男（茨城大）

本部会は地質学のもっともベーシックで不

可欠である地域地質研究の推進と発展を目的

として，あらゆる分野の会員に参加していた

だいています．地域地質学の全体的な発展に

常に目を配り，各賞候補者の推薦など積極的

に行ってきました．今後は，地域地質に関す

るシンポジウムの開催や巡検など，支部とも

連携をとりながら実現したいと考えていま

す．より多くの会員の参加を希望いたします．

部会長：新妻信明（静岡大）

連絡担当者：星　博幸（愛知教育大）

日進月歩している調査法や測定技術そして

堆積性地質体形成についての研究を取り入

れ，常に最新の層序体系を作り上げることを

本専門部会の目的としている．本専門部会は，

研究集会の開催，シンポジュウムの企画，地

質学会年会講演会の企画，論文集の企画・編

集，賞への推薦，などを行っている．

部会長：平　朝彦（JAMSTEC）

部会長：板谷徹丸（岡山理科大）

岩石部会は主に深成岩及び変成岩類研究者

からなっている．さらに変成岩類の変形作用

を扱っている研究者も活発に活動している特

徴がある．本年札幌大会での「日本産ダイヤ

モンド発見」で話題となった水上知行会員な

ど多くの若手研究者が部会をリードしてい

る．来年度から榎並正樹（名古屋大）会員が

部会長，壷井基裕（関西学院大）会員が広報

委員，宮崎一博・青矢睦月（産総研）会員が

行事委員となりさらに部会は発展していくで

しょう．

岩石部会

現行過程地質部会

層序部会

地域地質部会 し，部会活動について議論を行っている．ま

たメーリングリストにより随時情報交換を

行っている．

部会長名：中川光弘（北海道大）

連絡担当者：及川輝樹（産総研）

火山地質学や火山岩岩石学を専門とするメ

ンバーの集まりである．最近の活動としては，

秋期大会でのシンポジウム「大規模カルデラ

火山」およびトピックセッション「新しいカ

ルデラ像を探る」を企画・開催した．多くの

招待講演者を招き，活発な議論を行い好評で

あった．これらを地質学雑誌特集号として公

表する予定である．今後も他の部会だけでな

く，火山学会などとも連携して活動を続けて

ゆく予定である．

部会長：牧野泰彦（茨城大）

連絡担当者：小松原純子（産総研）

当部会は，堆積作用や堆積岩など地層を形

成するさまざまな現象について調査し，その

成果を発表するなどの活動をしている．この

部会員は日本堆積学会にも所属している者が

多く，部会も両者を統合するような活動をし

ている．この分野では，堆積相解析やシーケ

ンス層序など地層の形成過程が久しく研究さ

れてきたが，現在は新しい課題を模索してい

る状況である．新しく，若い力を求む．

部会長：高木秀雄（早稲田大教育・総合科学）

連絡担当者：重松紀生（産総研）

1966年以来構造地質学分野の発展に関わっ

てきた構造地質研究会が構造地質部会に2006

年度より統合された．活動は，３月の例会

（2006年度は南紀白浜，2007年度は長岡）の

ほか，今年11月24-25日に北陸地域の地質と

地震防災を睨んだ緊急討論会（於新潟大学）

構造地質部会

堆積地質部会

火山部会
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専門部会への登録のお願い

専門部会は，運営細則第22条に「地質学の専門分野の研究を恒常

的に推進するために別途定める専門部会をおく」と設置に関する条

項が定められており，現在，地質学会には下記の13の専門部会があ

ります．これまで，積極的に部会に参加登録の呼びかけをしてきま

せんでしたので，専門部会の存在そのものを知らない会員も多くい

らっしゃることと思います．専門部会の現在の活動は，部会によっ

て様々ですが，年会の折にランチョンの開催，行事委員会に部会代

表委員を出して年会プログラムの編成，部会として各賞の推薦など

も行っています．将来的にはその設置目的にそって，どの部会もさ

らに活発な活動を展開し，それによって学会全体が活性化すること

を期待しています．

以下に各専門部会による紹介記事を掲載し，これを機会に部会活

動に関心をもっていただき，会員の皆様の部会への積極的参加をお

願いいたします．

なお，これまでは部会名簿も整備されていませんでしたが，会員

管理システムに部会情報を入力することができるようになりまし

た．これまで部会に参加されていた方も，改めて登録をしていただ

きますようお願いいたします．近い将来，部会ごとのメーリングリ

ストをつくるなど，部会活動の活発化のために名簿の整備と充実を

はかりたいと考えております．登録されたデータは，その際の基礎

資料として利用いたします．

専門部会に所属するための条件は，特にありません．会員であれ

ば専門によって希望する部会に，自由な意思で参加することができ

ます．複数の部会（とりあえずは３つまで）に参加することも可能

です．また，ホームページのリニューアルに伴い，部会登録も含め

て会員情報をWebを通じて登録・修正することができるように検

討・整備していますが，現時点では，書面かE-メールでの登録をお

願いいたします．登録の書式は，次ページまたは新しい会員名簿の

添付書式，ホームページからのダウンロードでご利用ください．

（日本地質学会理事会　担当理事　天野一男）

専 門 部 会 だ よ り



かかわりをもつ関連諸学会との連携を通じ，

応用地質学分野の普及と研究者・技術者育成

を目指すものである．

部会長　吉川周作（大阪市立大）

連絡担当者　長橋良隆（福島大）

大気，海洋，陸，氷床，陸水，生物，さら

に人間は，第四紀の時代を通じて，それぞれ

が相互作用を繰り返しながら激しく変遷し，

現在に至った．第四紀地質学は，人類の時代

の地球・地域環境の歴史的変遷過程やそのメ

カニズムを解明し，それらを基礎にして，人

類を含む地圏・大気圏・水圏・生物圏の将来

予測を考えます．現在を含む最新の地質時代

である第四紀を扱う多様な分野の研究者・院

第四紀地質部会

を開催予定．出版物は地質学雑誌の「特集号」

として不定期に企画され，現在「沈み込み帯

と地震」に関する特集を準備中．若い方の加

入を大歓迎します．

部会長兼連絡担当者：横田修一郎（島根大）

部会選出の委員：上野将司（応用地質

（株））・柏木健司（富山大）

応用地質学は広範な地質情報を社会が必要

とする情報－社会基盤となる土木構造物の設

計・施工や災害軽減のための情報－などに読

み替えていく分野でもある．これには地質学

のもつ様々な知識や考え方を総動員するとと

もに，地球物質に関する工学的視点も必要で

ある．本部会はこのような目的で，地質学と

応用地質部会

生の参加を期待しています．

部会長名：升本眞二（大阪市立大）

連絡担当者名：坂本正徳（国学院）

地質情報についての基礎的な研究から応用

技術の開発に至るまでの諸問題を，地質学と

情報科学との境界領域の課題として研究する

学問が情報地質学である．本部会では，地質

学の一分野としての情報地質学の更なる発展

を目指して，地質情報の特性の解明とその処

理のための理論・技術の研究・開発，それら

の成果の地質学分野への応用，研究成果・情

報の公開・交流などの活動を行う．

情報地質
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宮内和也さんと化石研究

１．はじめに

地質学会のポスターセッションの一角で

“小さなEarth Scientistのつどい　小・

中・高生徒「地学研究」発表会”を開催し

ていることは多くの会員の皆さんはご存知

と思います．先日の札幌大会で５回目を迎

え，18件の様々な発表が行われました．その中に飛翔館高等学校

（大阪府）の宮内和也さんの「モササウルスの食性を考える　Part.

Ⅱ」というポスターがありました．ポスターの片隅に，「宮内和也

は10年間難病と戦いながら化石研究を続けてきましたが，2007年６

月26日に永眠しました．この発表は第50回日本学生科学賞の作品を

父（信也）が書き写したものです．」という短い一言がありました．

モササウルスの食性を，現生のワニやクジラとの下顎の形態や動き

の比較から探っていこうというユニークな視点とともに，その文章

が見た人々に深い印象を与えました．今回，和也さんの人や研究に

ついて，父君の信也さんなどに話を伺うとともにいくつかの資料を

拝見させていただきましたので簡単に紹介させていただきたいと思

います．

２．病気との闘い

和也さんが６歳のころ左足首に腫れができ，病気との闘いが始ま

ります．８歳で悪性腫瘍であるユーイング肉腫という診断がくださ

れ，抗がん剤投与による化学療法，放射線照射治療，外科手術など

あらゆる治療を行っています．しかし，腫瘍は左膝から足の付け根

と転移は進み，高校生活を終えることなく今年の６月に17歳で亡く

なりました．小学校高学年からは，毎日が左足首に残る後遺症や足

の激痛，抗がん剤の副作用などとの闘いといってもよいでしょう．

また，ご両親は病名が解った時点で和也さんに告知し，和也さん

は自分の意志で辛い治療を受け続けてきたそうです．家族相互の尊

重と信頼，そして優れて科学的，理性的な態度など様々なものが組

み合わさって初めてできることだと思います．そしてそれは，以下

に述べるような和也さんの化石研究の歩みと決して無関係ではない

だろうと思えるのです．

３．化石採取から化石研究へ

３冊の分厚いファイルをお借りしました．それは「化石・６」と

題された小学校６年生の時に６年間の研究をまとめたものでした．

「小学校の最後に今まで研究したことを振り返りながら持っている

化石を標本として整理しなおそうと

思いました．そして　今後の研究の

目的を考えてみることにしました．」

という最初の一文に，単なるコレク

ションをするのではないという志の

高さを感じます．また，これを読む

と研究者としての和也さんの成長の

過程がよくわかりました．

小学校１年生の時に，住んでいる

岸和田市の自然資料館で化石を見た

のがきっかけに化石採取をはじめた

とのことです．２年生になると，地

元だけでなく和歌山県や兵庫県などにも10

回近く足を運び，様々な化石を採取して整

理しています．３年生になると，採取から

一歩進んでその動物のどこの部位の骨か，

さらにそれを他の種類の生物との比較をす

るというような研究的な色彩を帯びてきま

す．また，1996年に鳥羽市で発見された日

本最大級の恐竜であるトバリュウの化石を和也さん自

身３度目の調査で見つけたことをきっかけに恐竜の生態や周囲の地

質環境にも興味を向けています．４年生の時の研究は，恐竜の足跡

化石ができる過程を考察し，ニワトリとの比較研究を行ったり，実

物大の恐竜の足を復元したりするなど，さらに本格的な研究に取り

組んでいます．写真は自分で復元した恐竜の足を誇らしく掲げてい

る和也さんです．５年生の発表では，様々な情報をもとに地元とも

いえる貝塚市で発見されたモササウルスの復元を試みています．

中学生になると，自分の研究だけでなく，きしわだ自然資料館が

中心となって行った地域科学館連携支援事業「郷土の化石大探検！

モササウルスとキシワダワニを科学しよう！」の企画委員として活

躍されたとのこと．高校入学後は厳しさを増す病気と闘いながらも

モササウルスの食性を研究し，高知，札幌と２回の地質学会でポス

ター発表するとともに（高知でのポスターは優秀賞を受賞），第49

回日本学生科学賞で読売新聞社賞を受賞するなど高い評価を得てい

ます．また，研究成果の一部は日本古生物学会の邦文誌である「化

石」へ掲載準備がされていると聞いております．

４．小学生のころから一貫していた研究の切り口

研究を振り返って私が感心したことは，現生の生物との比較を通

じて化石となっている生物の生態を復元しようという研究の根本方

針を小学校３，４年生の頃にすでに自分の中に持ち，それをじっく

りと深めていった点です．研究者はみな自分なりの研究の切り口を

模索し，自分のものとしています．和也さんは小学生の時にすでに

その切り口を見つけてしまっていること，それも決して人から与え

られたのではなく当たり前のように見つけていることに，驚きを感

じざるをえません．この点についてご両親に伺ったところ，きしわ

だ自然資料館に出入りをしていたためにいろいろな分野の研究者と

交流が持てたことが大きく寄与したのではないかというお話でし

た．10年に満たない和也さんの研究生活ですが，実際の年月以上の

凝縮された時間の中で，早足で研究者としての成熟へ向かったので

はないでしょうか．

５．終わりに

木村会長をはじめ理事会の方々からの，病気と闘いながら立派な

研究を行った高校生がいたという事実を多くの学会員に知ってもら

いたいという提起をきっかけにこの小文をまとめることになりまし

た．ただ，この一文だけでは和也さんの人生や研究のほんの一部分

しか伝えられていないと思います．きしわだ自然友の会発行のメラ

ンジェ第６巻第４号（2007年８月発行）には，和也さんの研究を見

守られてきた方々の追悼文が掲載されていますので，興味をもたれ

た方はそちらもごらんください．

最後になりましたが，今回は貴重な資料を貸してくださったご両

親の宮内信也様ご夫妻に心からの敬意と感謝を表したいと思いま

す．ご両親の支えなくして和也さんの研究はありえなかったでしょ

う．前途ある若者の死ほど悲しみをさそうものはありません．17年

の生涯を生き抜かれた和也さんのご冥福をお祈りいたします．

文責：普及教育担当理事　藤本光一郎（東京学芸大学教育学部）
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2006年・高知大会の際，優秀賞を受

賞．



IGCP（International Geoscience Programme）Project 507

“Paleoclimates of the Cretaceous in Asia and their global

correlation”（リーダー：ソウル大学 Yong Il Lee 教授）が，2007

年８月20日から25日にかけて，ここ韓国・ソウルで開催された．第

１回目の行事は昨年フィリピンで開催されており，今回は第２回目

となる．私は，その準備委員として，今回のシンポジウムに携わっ

た．本稿では，準備から当日の模様について報告する．

＜事前準備＞

今回のシンポジウムの準備は，ソウル大学の関係者（＝Lee教授

ならびに研究室の院生一同）主導の下，全南（チョンナム）大学お

よび釜慶（プギョン）大学の協力を得て進められた．学術発表会等

の準備はソウル大学側が，巡検の準備は全南大学と釜慶大学側が請

け負った．

まず，本プロジェクト用のホームページを立ち上げ（http://

igcp507.kopri.re.kr），各国からの参加者を募った．参加者の宿泊施

設として，当初はソウル大学付属ホテルを予定していた．大学職員

の予約であれば，宿泊代のディスカウントが利くためである．とこ

ろが，直前になってホテル側はストライキに突入．別のホテルへの

予約変更を余儀無くされた．巡検先でのホテルや食堂の手配もする

必要があるため，週末には巡検ルートを回るなどの下調べを行った．

次に私たちは，冊子（要旨集，巡検ガイドブック等）や備品など

の準備・調達に取り掛かった．要旨は基本的にEメール投稿をお願

いしていたのだが，中にはファクシミリでの投稿もあり，スタッフ

がコンピューターに一字一句入力し直す場面もあった．また，要旨

や巡検ガイドブックの説明文などは，投稿者によって若干フォー

マットが異なり，これらもフォーマットを整えるなどの手間を要し

た．冊子の表紙，横断幕，ポスター，ネームプレート，オリジナ

ル・グッズ（「IGCP 507」のロゴ入りバッグおよびポロシャツ）等

もスタッフによりデザインされた．これらの仕上げは外部業者に発

注したのだが，思ったよりもスムーズには運ばず，こちら側と業者

側のファイルが行き違ってしまうことも…．特に横断幕に関しては，

なんと前夜になって誤字を発見．急いで修正を試みるが，週末の夜

ということもあり，開いている営業所を探すのは一苦労だった．

こうして私たちは，なんとか無事にシンポジウム当日を迎えるこ

とができた．

＜学術発表会・巡検＞

前日：スタッフにとって，シンポジウムは前日の19日からすでに始

まっていた．即ち，空港からホテルまでの参加者の送迎である．私

たちは空港班，大学前班，ホテル受付班の３班に分かれ，それぞれ

の持ち場に付いた．私は空港班に加わり，「IGCP 507」と大きく書

かれたプラカードを持って，早朝７時から仁川（インチョン）国際

空港で待機．空港に到着した参加者を迎えた後，高速バス乗車券と

緊急時連絡先を参加者に手渡して，バス乗り場まで案内．参加者を

見送ってから大学前班に連絡を入れ，バスの到着予定時刻を報告．

参加者を乗せたバスがソウル大学前に到着すると，大学前待機班が

参加者をホテルへ送迎．そしてホテルにて，受付班が出迎える．私

は途中，別の空港へも足を運び，最終的には夜10時過ぎまで空港に

滞在した．全ての参加者がホテルのチェックインを無事済ませた時

には，すでに日付が変わってしまっていた．

１～２日目：学術発表会はソウル大学・地球環境科学部の国際会議

場で催され，韓国，日本，中国，モンゴル，ロシア，フィリピン，

ベトナム，インドネシア，スイスの研究者が集った（写真１）．開

催式はプロジェクト・リーダーの挨拶から始まり，続いて招待教授

による特別講演が行なわれた．２日間の発表会は６つのセッション

（古生物・古生態，古気候，古環境・層序 I，テクトニクス，古環

境・層序 II，古イベント）から成り，計28の口頭発表が行なわれ

た．日本からは大学院生も数名が参加．同世代による質の高い研究

報告に，私は大いに刺激を受けた．また９つのポスター発表が用意

され，コアタイムには，熱いディスカッションが交わされていた．

ところで，国際学会の席では，コーヒーブレイクの時間にお茶菓子

や飲み物が用意されることが多い．今回用意されたものの中で，最

も人気を集めたのは，意外にも韓国の餅菓子であった．

３日目：学術発表会の翌日，参加者とスタッフを乗せたリムジンバ

スは，巡検地へ向けてホテル前を早朝に出発．巡検内容は，韓半島

の南海岸線沿いに分布する恐竜化石産地（ユネスコ世界遺産に申請

中）の見学である．最初の目的地は，韓国の最南西端に位置する全

羅南道・海南（ヘナム）郡．ここは，韓国で最も有名な恐竜足跡化

石産地であり，化石を含む露頭がそのまま博物館の中に保存・管理

されている．また，韓国初の恐竜博物館も今年完成した．現地では

数種類の足跡化石を目にすることができるが，特に竜脚類（マメン

チサウルスなど）のものは圧巻で，その足跡の大きさは直径95 cm，

歩幅は240cmにも達する（写真２）．博物館の見学を終えてから，

光州（クワンジュ）市へ移動し，韓国の恐竜研究の拠点である全南

大学・韓国恐竜研究所を訪問．化石のクリーニングやレプリカ作成

などを行なう現場を見て回った．

４日目：翌日，私たちは西へ移動し，全羅南道・宝城（ボソン）郡

へ向かった（写真３）．この地は，実は私の卒論研究の古戦場であ

る．宝城では，現在までに200個以上もの恐竜卵化石が発掘されて

おり，その卵の親に当たると思われる種の恐竜骨格化石も近年見出

されている．卵化石は，数個がかたまって，赤色を呈した氾濫原堆
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江川浩輔
韓国・ソウル大学地球環境科学部 博士課程3年

IGCP 507 参加報告

（左から）写真１：第２回 IGCP 507の参加者．ソウル大学・地球環境科学部前にて．写真２：海南（へナム）郡の恐竜博物館．見事な竜脚

類の足跡（写真下半分の丸い窪みの列）が確認できる．写真３：宝城（ボソン）郡の恐竜卵化石産地．露頭の前で，参加者たちが化石の産

上に関する説明を受けている．



積層中から産出する．どうやら氾濫原で巣作りをしていたようだ．

卵化石の産上を観察した後，今度は船で麗水（ヨス）市の離れ小島

へ渡った．離島では，湖沼環境で形成された見事なリズマイトの大

露頭が，私たちを迎えてくれた．美しいリップルマークが所々で確

認でき，その層理面に獣脚類（いわゆる肉食恐竜）の足跡化石が保

存されていた．この地の恐竜たちが湖畔で生活していた様子が伺え

る．しかし，あまりの暑さと海の美しさのせいであろうか．とある

参加者は，露頭観察そっちのけで海水浴を楽しんでいた．途中，私

たちは地元テレビ局の取材を受け，その模様は，夕方のニュースで

放送されることとなった．

５日目：この日の午前中は，慶尚南道・晋州（チンジュ）市にて，

白亜系慶尚（キョンサン）累層群の河川－湖沼堆積層をじっくり観

察した．チャネルの移動と氾濫原の発達のサイクリックな変化を

一ヶ所で観察できる良い露頭である．この日も猛烈な暑さ．河岸の

全面露頭は，熱せられた鉄板そのもの．そんな中でも，参加者は熱

心に露頭観察をしながら議論に花を咲かせていた．その後，再び恐

竜足跡化石産地を訪れるため，慶尚南道・高城（ゴソン）へ足を運

んだ．そろそろ足跡化石は飽きてきたかなと皆口々に言うものの，

足跡を目にすれば熱心にシャッターを切っていた．皆なんだかんだ

言って，恐竜が好きだなと思うワンシーンであった．

６日目：最終日も猛暑に見舞われた．暑さのためか，体調不良を訴

える参加者が続出．釜山（プサン）市内の病院で診察を受けること

にした．また，とある参加者が迷子になるという事件も起きたが，

スタッフによる懸命な捜索の末，無事保護された．ソウルへの帰路

の途中，私たちは新羅王朝の古都・慶州（キョンジュ）市へ立ち寄

り，束の間の観光を楽しんだ．夕方過ぎにようやくソウルへ到着．

ホテル近くの焼肉店で晩餐会が催され，巡検は無事に幕を閉じた．

＜おわりに＞

シンポジウムの準備に携わるのは，私にとって初めてのことであ

り，貴重な体験をさせて頂いた．今回は50名ほどの参加であったが，

それでもこれほどの手間である．規模こそ違うが，地質学会年会な

どでの関係者の方々の心労を垣間見る思いである．なお来年度は，

モンゴルでの開催が予定されている．次回も多くの研究者，特に若

手の研究者の参加を期待する．
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2008年の会費払込について
会則により，次年度分の会費を前納下さいますようお願いいたします．2008年４月～2009年３月の会費額は下記の通りです．

基本的な請求額は下記（①）の金額です．アイランドアークを購読されている方は②の金額を加算します．

１．自動引き落としを登録されている方の引き落とし日は12月25日（月）です．
2008年度分会費の引き落とし日は12月25日です．請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい．引き

落とし額は基本的には2008年度分会費およびアイランドアーク購読料（印刷物受取の場合）です．これより以前に不足額がある場合には加算

され，余剰金（繰越）がある場合はその分を減額して引き落としとなります．通帳には金額とともに「チシツカイヒ」あるいは「フリカエ」，

「SMBC」などと表示されますので必ずご確認下さい．

２．上記以外の方（お振り込み）
12月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします．折り返しご送金くださいますようお願いいたします．

３．自動引き落としをご利用下さい．
12月25日の引き落としには間に合いませんが，請求書に同封の書式にてぜひ自動引き落とし申込をお願いいたします（お申込数によっては

2008年２月または３月にも引き落とし手続きを致します）．徐々にご利用は増えていますが，学会としては自動引き落としによる払込をより

多くの会員に積極的に採用していただきたく，ご理解とご協力をお願いいたします．自動引き落としを希望する方は，「自動払込利用申込書」

（前号10月号巻末掲載）をお送り下さい．

（日本地質学会会計委員会）

会員資格 ①2008年４月～2009年３月分会費
②アイランドアーク購読料
（購読者のみ請求）

※注：大学院に在籍し，定収のない方で所定の申請をされた方のみに適用します．まだ申請されていない方は早急に手続きして下さ

い．なお，2007年度分までの会費についての申請は終了しておりますので，2008年度分会費にのみ適用となります．

正会員 12,000円 8,000円

〃　院生割引　※ 8,000円 6,000円

準会員（学部学生） 5,000円 6,000円

常時投稿をお待ちしています．院生コーナーの編集は現在以下
の４名でおこなっています．原稿はe-mailでいただければ幸い
です．
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）
tsuji@sci.ehime-u.ac.jp 辻　智大（愛媛大学）

2008年度（2008.4～2009.3）
院生割引申請受付中！

日本地質学会では，2001年より会費の院生割引制度が設けら

れています．定収のない院生（研究生）については，本人の申

請により院生割引会費が適用されます．つきましては，次年度

（2008年度）の会費について申請受付中です．該当される会員

はすみやかに申請書を学会事務局に郵送して下さい．なお，こ

れまで（～2007年度）の会費についての申請受付は終了してい

ますので，2008年度分からの申請のみ適用となります．

＜注意＞毎年更新となりますので，今年度の割引を
受けている方で，次年度も該当する方は改めて申請して下さい

（来年３月まで院生（研究生）の方も申請すれば適用）．

書式は学会HP（http://www.geosociety.jp）もしくは10月号

ニュース誌よりご利用下さい．



定９月末を予定しているが，10月にずれ

込む可能性あり．会員名簿の広告募集，

現在までに15件応募あり．

会計関係（担当理事-向山）

・中越沖地震の被害者および災害救助法適

用地域の会員への会費の減免措置を適用

する件

前例の通り，広報の後に申請を受けた罹

災地在住会員の年会費を減免することと

した

広報委員会（担当理事-倉本）

・メルマガ，HPのリニューアル，年会行

事のプレスリリースについて報告

インターネット運営小委員会（委員長-坂

口有人）

・HPのリニューアルを実行

８月28日（火）：仮HPを理事，ならびに

評議委員に公開

９月７日（金）までにコメントを募る

９月８日（土）：評議委員会，理事会で

新HP公開を報告→坂口委員長出席

９月９日（日）：新HP公開

２．学術研究部会（部会長-公文，）

行事委員会（斎藤委員長）

・札幌大会，および関連行事，秋田大会の

ことなど

大会会期の決定：2008年９月20日（土），

21（日），22（月）

開催は東北支部で分担して実施予定．

日本鉱物科学会（岩鉱学会，鉱物学会が

合併）と予定する合同開催の詳細は今後．

国際交流委員会（公文　国際特任理事）

・ドイツSenckenberg Research Inst. &

Natural History Museum（雑誌は交換

中）からアイランドアークの交換申し入

れがあった．編集事務局用の中から送付

することは可能（竹内事務局長）

・日タイ地質学会の覚書の交換

・日韓地質学会の覚書案

日韓の覚え書き案を了承し，調印に向け

た今後のスケジュール等を検討した

３．編集出版部会（部会長-狩野，久田，宮

下，Wallis）

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副

委員長-久田，宮下＝企画担当）

・今月の編集状況（９月４日現在）．

113-8：論説４・口絵１（63ページ，

8/21校了・8/27発送済み）

113-9：論説４・短報１・口絵１（約60

ページ・校正中）

・2007年度投稿論文総数57編［論説38（和

2007年度　第４回理事会

議事録

2007年９月25日

日本地質学会　会長　木村　学

期　日：2007年９月８日（土）

13：00～14：00

場　所：北海道大学高等教育機能開発総合セ

ンター　E204室

出席者：木村会長，伊藤副会長，佃副会長，

渡部常務理事・天野副常務理事・Wallis・

上砂・公文・中山・久田・藤本，宮下，

各理事，橋辺（事務局）

欠席理事：狩野・倉本・斎藤（関連行事担当

者）・矢島（関連行事担当者）・向山（関連

行事担当者）

＊成立員数（12/17に対し，出席者12名，委

任状５名，理事会は成立. 

報　告

１．運営財政部会（部会長-上砂，中山，向

山，倉本）

総務委員会（委員長-上砂）

・選挙管理委員会委員の選出：有井聡美，

加藤潔，駒井希充，佐脇貴幸，西村瑞恵

・同志社大教員公募→HP，News誌９号に

掲載

・京大教員公募→メルマガに掲載

＜他団体の賞公募など＞

・大学婦人協会より，守田科学研究奨励賞

の公募，女性科学者対象，11月30日締め

切り→HP,News誌９号に掲載

・日本鉱物科学会の設立（鉱物学会と岩鉱

学会の合併），総会および記念講演会の

開催，９月22日（東大）

・日産科学賞の公募（生命科学，理学工学

分野で地球環境に係わる基礎研究，新進

気鋭），応募期間９月1日～10月15日，

HP，News誌９号に掲載

・平成20年度笹川科学研究助成の公募，応

募期間10月１日～10月15日，HP，News

誌９号に掲載

＜他団体の会合後援など＞

・海洋調査技術学会より第19回研究成果発

表会，11月15-16日，の協賛依頼→例年

通り承諾

会員関係（担当理事-中山）

１）入会の承認（正２名） 奥池司郎　影

山高史

退会（正　１名）白鳥達也

２）８月末日会員数

賛助34，名誉74，正4,426（うち院295），

準39，合計4,573（昨年比　－38）

３）会員名簿2007年版作成，初稿　完成予

文37＋欧文１），総説７（和文７），短報

10（和文９　欧文11），ノート２（和文

２）］口絵７（和文５　欧文２））※うち

41件が電子投稿

投稿数昨年比　－17 査読中　54編

受理済み　６編

・地学教育関連の特集号投稿・査読中．

・一部任期切れの委員（企画部会を含む）

について交代および継続を確認中．

・地質学雑誌の新カテゴリー「報告」を立

ち上げた．

意義のあるデータの公表を目的として，

修士論文等を地質学会が一定の品質保証

を行う形で地質学雑誌に掲載する「報告

（Report）：最大6p.」を導入することと

し，これに係る必要とな諸規定・規約等

の変更した．

Island arc編集委員会（担当理事-Wallis，

事務局長-竹内圭史・角替敏昭）

１．16-4号に来年の600ページから30p（また

は23p）を前借りする必要が生じている．

W-B社と相談する．

２．17-1予定の特集（６編）が厳しくなって

きた．幸い手持ち一般原稿があるので，特

集不調の場合は充当する．

編集委員会より任期満了に伴う両編集委

員長の後任委員長が紹介され，了承した．

今後，来年１月１日付けの出版社との契約

に向けた準備を進めることとした．

2008年１月１日からのIsland Arc誌編集

委員長：井龍会員，前川会員

Island arc連絡調整委員会（委員長　会田，

担当理事　Wallis）

企画出版委員会（担当理事　藤本）

・国立公園地質リーフレット箱根火山リー

フレットは，子供向けおよび一般向けと

も完成．子供向けは神奈川県博他５施設

で，火山地質図は神奈川県博で委託販売

を開始した．

・リーフレット新企画案「屋久島」

本企画を基本的に承認し，詳細の策定に

進むこととした

４．普及教育事業部会（部会長-矢島，藤本）

５．その他

６．選挙管理委員会（委員長　加藤潔）

・互選により，加藤潔会員を委員長に選出

した．

・2008年度の会長，副会長，監事，代議員

選挙，理事選挙，評議員選挙を実施のた

め，News８月号に告示の予告を掲載し

た．

・８月30日に委員会を開催．News９月号
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まとめ，秘密保持契約に反映させることと

した．

2007年度　第５回理事会

議事録

2007年10月25日

日本地質学会　会長　木村　学

期　日：2007年10月13日（土）

12：00～17：40

場　所：地質学会事務室

出席者：木村会長，伊藤副会長，佃副会長，

渡部常務理事・天野副常務理事・上砂・狩

野・倉本・斎藤・中山・藤本，宮下・向

山・矢島　各理事

欠席理事：Wallis・公文・久田

＊成立員数（12/17）に対し，出席者14名，

委任状３名で，理事会は成立．

報　告

１．運営財政部会（部会長-上砂，中山，向

山，倉本）

総務委員会（委員長-上砂）

・９月22日，新学会，日本活断層学会が発

足，会長以下，出席不都合につき，祝電

を送った．

＜他団体の会合，後援など＞

・日本土地環境学会2007年シンポジウム

「土壌汚染対策の現状と今後」（11/10）

の協賛を承諾.

・日本学術会議：2010年度開催国際会議の

共同主催の募集，募集期間10/1-11/30

・地盤工学会：2008年（７月９-11日）技

術者交流特別セッションへの参加案内，

募集10/30まで

会員関係（担当理事-中山）

１）入会の承認（正１名）望月伸竜

退会（正１名）池上一誠

逝去（正３名）加藤又二郎（9/14），村

井貞允（10/1），西野英之（10/3）

２）９月末日会員数

賛助34，名誉74，正4,427（うち院270），

準39，合計4,574 （前年比　－55）

３）会員名簿2007年版作成，大幅に作業が

遅れている．10月末には完成予定．

広報委員会（担当理事-倉本）

インターネット運営小委員会（委員長-坂

口有人）

新ＭＬを導入する

２．学術研究部会（部会長-公文，）

行事委員会（斎藤委員長）

・札幌大会行事委員会議事録の要点が紹介

された．

・秋田大会について

に掲載する選挙告示について検討

・選挙立候補届けの受け入れ方法につい

て，選挙委員会の決定を確認し，電子

メールによる推薦・立候補も受け入れる

こととした

○審議事項

１）各賞選考手続きの変更について（宮下）

前期各賞選考委員長からの変更意見につ

いて，今評議員会に具体的に提案する理

事会案としては

・優秀講演賞を優秀ポスター賞と名称変更

する

・各賞の推薦の締め切り時期を現行の１月

末から約一月早め12月25日〆切とする

との２件をし，地質学会賞，柵山・小澤賞，

国際賞の推薦審査方式については，評議員

会での議論を受けて進めていただくことと

した

２）地震防災立地の議論のフォローアップ

案（伊藤・藤本）

札幌大会での緊急集会を受けた地震防災

立地に向けた学会の活動として，11月を目

処に新潟において現地見学を含めたシンポ

ジウムを予定する．構造地質専門部会の主

催とし，理事会は，伊藤副会長・藤本理事

の担当でサポートを進めることとした．

３）学会就業規則整備委員会設立について

（渡部）

人事院勧告において給与アップを含めた

回答が行われることとなり，地質学会では

雇用条件等の再確認を行い，給与法改定に

準じた待遇改善を着実に実施することとし

た．そのためには，法的に必要な雇用契約

項目等を学会として正式に確認・再検討

し，公務員準拠ならびにそれに対応する条

件整備，年ごとの改訂システムの設定など

を本事業年度中に構築する必要があるた

め，以下の諮問作業委員会を設置し，上記

の観点から早急に現状調査を実施すること

とし，委員３名を選任した．

名称：学会就業規則整備委員会

任務：日本地質学会の職員就業規則を見

直し，必要な整備を行う

位置づけ：理事会の下

諮問：学会長

答申：学会長宛

任期：平成20年３月31日

委員構成：国立大学法人，公的機関，民

間に所属し，日本地質学会の執行に携

わった経験のあるものから以下の３名

を理事会にて選任した．

立石　雅昭　委員，佐々木和彦　委員，

湯浅　真人　委員

４）新HPシステム作成契約で保持すべき

学会秘密について（上砂）

HPシステム作成に際し，受託業者に渡

される学会資料の秘密保持に係り，提出資

料のうち保持すべき秘密とする項目をとり

普及講演の場所は問題

市民行事における科研費の申請,準備中

鉱物科学会との連携，共催の計画は無い．

日韓と連携させる．

・岡山大会のことなど

・2010年以降の大会開催地：５ブロックの

ローテーション

中部支部⇒関東⇒近畿＋四国⇒東北＋北

海道⇒西日本

本部が積極的に応援する．

たとえば，大会準備運営マニュアルの作

成，本部で活動を支援

専門部会連絡委員会（担当理事-天野）

・部会の整備（部会員登録・管理）につい

て

News誌，HP，会員名簿に部会紹介記事

の掲載および登録案内を掲載準備中．

・構造地質部会規約の改定，変更案

１．構造地質専門部会員

構造地質部会メーリングリスト登録者

でかつ地質学会員であること．

２．総会成立条件

構造地質部会委任状を含む1/10の出席

により成立する．

３．構造地質部会事務局員

構造地質部会は会長，行事委員，事務

局員で運営され，会長と事務局員の任期

は２年とする．

国際交流委員会（公文　国際特任理事）

１．韓国地質学会との交流協定の締結：最終

案の確認

日韓小委員会を立ち上げ，高木会員を委員

長に選んで，協定書の策定を行うとともに，

韓国側とも協議した．交流協定は「協定書」

として締結することで合意した．文章はサイ

モン理事以外にも早稲田大学の米国人に点検

を依頼し，文書のブラッシュアップもほぼ完

了した．最終案を理事会で承認願いたい．日

韓の位置が入れ替わった文書を各１通作成す

る．木村会長に高木小委員長も同行し，調印

式に臨む．

委員；高木秀雄，大藤　茂，高橋　浩（ユ

タカ）

なお，委員任命は会長権限だが，小委員会

委員に久田健一郎会員を追加することも承認

願いたい．

２．日本地質学会とタイ地質学会の間で，学

術交流協定が締結されましたことを受け，

その実質化のために国際交流委員会の下に

タイ日小委員会を設立する準備を進めるこ

とを承認されたい．

委員候補：久田健一郎，上野勝美会員（福

岡大）

・ニュース誌等でアナウンスし，委員希望

者を募った上で，正式発足に持って行く

予定．

３．モンゴル地質学会およびフィリピン地質

学会と日本地質学会との間で，学術交流

協定を締結することと相互の学会間の交流
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のダイナミクス：横川美和・遠藤徳孝・

武藤鉄司・宮田雄一郎　２月投稿予定

６）海洋モホール関連：前田仁一郎　議論

中）

※上記の大部分が，高知大会および札幌大

会時のシンポジウム，トピックセッショ

ンの特集号であり，これまでの企画部会

を中心とした努力がようやく実を結びつ

つある．これらが順調に進行すると，地

質学雑誌の危機突破に光がみえてくると

思われる．

（2）特別寄稿依頼について

次の２件を依頼中．１．丸山茂徳：紫綬

褒章記念，２．磯闢行雄：学会賞受賞記

念

Island arc編集委員会（担当理事　Wallis，

事務局長　竹内圭史・角替敏昭）

１．16-4号に来年の600ページから30pを前

借りする．W-B社も了承の方向．年間

606ｐ見込み．

２．17-1予定の特集（６編）が厳しくなっ

てきた．手持ち一般原稿が十分あるので

それらを充当する．

３．22日に現新編集委員長らでWiley-

Blackwellと懇談．08契約の変更点と中

期的展望など．

４．編集状況　2007年16巻の年間契約ペー

ジ数576（～最大620）p

１号　Pictorial１編，特集６編，一般

８編．210ｐ．18年度では計画540pに対

し537ｐ．

２号　一般７編．108p．

３号　フィリピン海特集７編，一般５

編．186ｐ．９月下旬発行済み．

４号　Pictor ia l１編，一般５編．

Indexほか計103p見込み．Online Early

で公開済み．

年間残り72pでは不足なので契約に基づ

き2008年（600p）から30p前借りする．

年間606p．

５．2008年17巻の年間契約ページ数は

600－30＝570p

17巻１号　最大でも200p以下に平

準化する方向．順次入稿中，期限11月末．

手持ち原稿：Pictorial２編一般９編，

および特集１編．17巻１号掲載予定

（Pictorialは毎号１編ずつ）

６．特集

フィリピン海特集：Guest Editors小

原・徳山・Stern

全11編のうち７編を16-3号掲載．残り

４編は後日一般として掲載する．

板谷特集：GE板谷・Sajeev・Wallis

６編受付済み，うち１編受理．17-1号

予定だが厳しくなってきた．

久田特集：GE久田・Yumul（IGCP

516）

全24編受付済み．17-４号・18-１号分

割掲載を予定．

HKT（ヒマラヤ）特集：ＧＥWallis・

の実質化を図るために，国際交流委員会の

下にモンゴル－日，フィリッピンー日の小

委員会を設立する準備を進めることを承認

していただきたい．

委員候補：モンゴル－日：束田和弘会員

（名古屋大学）

フィリピン－日：松岡　篤会員（新潟大学）

・ニュース誌等でアナウンスし，委員希望

者を募った上で，正式発足に持って行く

予定．

３．編集出版部会（部会長-狩野，久田，宮

下，Wallis）

地質学雑誌編集委員会（委員長-狩野　副

委員長-久田，宮下＝企画担当）

（1）今月の編集状況は以下の通りです（10

月11日現在）．

113-9月号：論説４・短報１・口絵１

（約60ページ・発行済）

113-10月号：論説３・短報１・口絵１

（約45ページ＋・校正中）

2007年度投稿論文総数63編［論説43（和

文42＋欧文１），総説７（和文７），短報

11（和文10 欧文１），ノート２（和文

２）］口絵７（和文５　欧文２））※うち

46件が電子投稿

投稿数昨年比　－22 査読中

47編　　受理済み　５編

（2）編集委員の交代

交替：三田村宗樹→中里裕臣（農業工

学研究所）

山本正伸→入野智久（北海道大学大学院

地球環境科学研究院）

保柳康一→高野　修（石油資源開発技術

研究所）

近藤康生→奈良正和（愛媛大）

前川寛和（任期内，Island Arc編集委員

長へ）→森下知晃（金沢大学）

利光誠一→重田康成（国立科学博物館）

火山関係の補充：三浦大助（電力中央研

究所）

退任：坂井　卓

企画部会報告

（1）特集号について

１．特集号：「21世紀の地学教育の深化に

向けて」６編（受理１・受理間近３・著

者修正中２）

時間がかかっているが，ついに受理

原稿が出始めている．

２．下記５件（６号分）が現在進行中，１

件が準備中．

１）地震探査から見た日本列島の地殻構

造：佐藤比呂志　

２）カルデラシンポ・トピックセッショ

ン：三浦大助（２分冊予定）２月投稿予

定

３）構造地質部会通常特集号：構造地質部

会

４）中越沖地震関連特集号：構造部会

５）モデル実験で探る地形・地層形成過程

Aitchison・Ali

07年５月集会の特集．全24編予定，７編

受付済み．掲載は18-3号以降になる．

08年集会の特集の打診も来ている．

７．オンライン投稿

07年９ヶ月で新規投稿88編（特集10＋

６＋24＋７編，一般37編，口絵４編）．

一般に限っても原稿過剰になってい

る．需給調整策として2008年から年間

600ｐに増，無料15pに減．投稿増の主

因は2005IF上昇にあると推定．2006IF

低下の悪影響も今後予想される．オンラ

イン化後１年半の正味のReject率は

12/117＝10％．Reject率を上げるよう

W-B社より要請あり．

企画出版委員会（担当理事　藤本）

・「屋久島」たんけんマップ企画書がださ

れた．

４．普及教育事業部会（部会長-矢島，藤本）

・札幌大会の報告，

（特に小さなEarth Scientistのつどいで

の宮内さんの発表についての報告）

・中教審，文科省学習指導要領改訂に対す

るパブリックコメント送付へ向けて

・地惑連合・その他学会の報告

（９月28日文科省提言提出報告／９月27

日　小学校理科公開授業報告／国際地学

オリンピック派遣状況）

・たんけんマップの次号は「屋久島」

・高岡善成会員の地質学雑誌全巻収集につ

いて

５．その他

JABEE委員会（委員長-天野）

・10月13日（土）にJABEE審査委員講習

会が実施された

学会就業規則整備委員会（委員長-立石

雅昭）

・委員：佐々木和彦，立石雅昭，湯浅真人，

互選で立石氏を委員長に選出．

・第１回委員会を10月９日に開催，第２回

は11月５日の予定．

12月の評議員会までに中間答申出す予

定．

○審議事項

１．各賞選考手続きの変更についてメール審

議の確認

・細則の変更点を確認した．

・主な変更点

・国際賞の授与は毎年度１名以下

・日本地質学会賞，日本地質学会国際賞，

日本地質学会小澤儀明賞，柵山雅則賞の

推薦委員会の設置

・評議員会への各賞選考手続き修正に際す

る質問回答の確認

２．東レ科学技術研究助成への応募推薦につ

いてメール審議の確認
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を公表する．

・新潟大における討論会・巡検の実施（主

催：構造地質部会）

・勉強会の実施計画（佃理事が次回までに

検討）

２）選挙について

・選挙期間の定義

・公示日の確定

・選挙管理体制

・公明正大さの確保

・広報の充実

３）近親者との利害関係が存在する場合の

利益相反行為に関する原則の検討を法務

委員会に検討を依頼（2008年３月に答申）

２）次期役員体制について

・非改選理事から

・理事に欠員が生じた場合

・会長・副会長に当選した場合は，次期

代議員会以降，理事解任される．

・１年任期の理事を，残り１年任期の代

議員の選挙により選任する．

５）2010年以降の大会開催地は５ブロック

ローテーションとする

・大会マニュアルの作成（12月を目途）

・本部で活動の一部をフォローする

６）IYPEへの参加申し込み依頼（佃）

地質学会として参加申込をすることと

した．

2007年度　第２回

定例評議員会議事録

2007年11月５日

日本地質学会評議員会議長　新井田清信

〃　　　　副議長　保柳康一

日　時：2007年９月８日（土）

14：20～17：50

場　所：北海道大学　高等教育機能開発総合

センター　E204室

出席者：木村　学会長　伊藤谷生副会長　佃

栄吉副会長

（評議員23名）＜留任＞　安藤寿男　石垣

忍　石渡　明　井龍康文，小山内康人　

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

＜新任＞　阿部国広　磯闢行雄　卜部厚志

永広昌之　大友幸子　川端清司　北里　洋　

柴　正博　新妻信明　保柳康一　堀　利栄

山根　誠

（理事９名）渡部芳夫　天野一男　上砂正一

Simon Wallis 公文富士夫　中山俊雄　久

田健一郎

藤本光一郎　宮下純夫

（事務局）橋辺菊恵

欠席者　評議員（委任状16名）：会田信行

浅野俊雄　足立勝治　荒戸裕之　井内美郎

岡　孝雄　加藤　進　紺谷吉弘　酒井治孝

応募数３件のうち，推薦制限に従い，加藤

泰浩会員，高橋雅紀会員の２名を選考し推薦

した．

３．国際交流関係

１）日韓，地質学会の交流協定書の確認し

承認した

２）日韓小委員会委員の承認をした

３）日タイ小委員会設置の承認をした

４）日蒙小委員会設置の承認をした

５）日比小委員会設置の承認をした

４．構造地質部会規約の改定（天野）

・構造地質部会規約の改定について承認し

た．

・改訂内容

１．構造地質専門部会員

構造地質部会メーリングリスト登録者で

かつ地質学会員であること．

２．総会成立条件

構造地質部会委任状を含む1/10の出席に

より成立する．

３．構造地質部会事務局員

構造地質部会は会長，行事委員，事務局

員で運営され，会長と事務局員の任期は

２年とする．

５．国立公園地質リーフレットたんけんシ

リーズ２，「屋久島」たんけんマップの企

画承認について

・編著者：屋久島地学同好会＋日本地質学

会地学教育委員会

・監修：安間　了

・来年度の事業計画に入れる

６．来年度事業計画・予算計画策定へのスケ

ジュール確認

・11月理事会に来年度事業計画骨子を提出

する

・来年度事業全体については会長が骨子を

示す

・「地学読本」出版にともなう普及講演会

の検討（普及教育委員会に検討依頼）

７．法人化実行委員会（新規提案）

・検討項目

新法への法的整備への対応

財政計画

事業計画作成（５年間＋５年間）

・メールで詳細を検討する．

８．学会入金システムの抜本改革（クレジッ

トカード制の導入）

・運営財政部会で実現可能性について検討

する．

９．その他

１）防災立地PDのとりまとめの段取りと

第２弾の確認

・日本地質学会第114年学術大会緊急パネ

ルディスカッションの議事録，当日資料

沢田順弘　徐　垣　高木秀雄　中川光弘

松本俊幸　三宅康幸　脇田浩二　

欠席者　評議員（委任状なし　１名）：山路

敦

理事（４名）：狩野謙一　倉本真一　斎藤

眞　向山　栄　矢島道子

＊成立員数（21/40）に対し，出席23名，委

任状　16名で，評議員会は成立．

＊はじめに，川端清司，卜部厚志両評議員を

書記に選出．

報告事項

Ⅰ　理事会報告

１　運営財政部会

１）総務委員会

庶務関係（担当理事-上砂）

・計測自動制御学会「第33回リモートセン

シングシンポジウム」の協賛を承諾

・産総研「第８回地質調査情報センターシ

ンポジウム」の後援を承諾

・地震学会・火山学会共催「第８回地震火

山子供サマースクール」の協賛承諾

・朝日新聞社「第５回ジャパン・サイエン

ス＆エンジニアリング・チャレンジ2007

（JSE2007）」

後援を承諾

JABEE委員会（委員長-天野）

・10/13予定の審査員の講習会（早稲田大

学）参加者の募集を行っている．学会よ

り旅費の補助を予定している．

地球惑星科学連合（木村会長）

・法人化を進める中で，46団体の今後の連

合のあり方など，将来構想委員会を立ち

上げて検討している．連合でもメルマガ

を発行予定．

会員関係（担当理事　中山）

前回から今回までの入退会ほか

①入会

１）正会員（20）：吉川武憲　清水連太郎

加藤清次　阿部　進　亀田　純　金　幸

隆　近藤玲介　境　智洋　酒井利彰　新

村太郎　田村明弘　永井　潤　吉田麻美

渡部路子　佐野貴司　土　宏之　渡邊正

人　坂口　秀　長谷川智史　有道敏雄

２）院生割引（95）：岩谷北斗　澤田大毅

岡本泰子　シャルコフスキ　アネストリア

青柳大介　池田昌之　石原幸子　市來孝志

岩村里美　江川佳苗　遠藤俊祐　大友隆史

大場裕史　大森康孝　大谷麻美　梶　海彦

勝根　郷　勝部亜矢　加藤暁之　加藤史恵

上條裕久　亀　聡実　北嶋亜以子　國光陽

子　熊田祐子　小林今日子　駒田希充　齋

藤華苗　阪上雅之　佐々木聡子　佐々木潤

佐藤伸明　椎根　大　志村　崇　下郡裕之

菅沼香織　鈴木将治　鈴木隼人　清家一馬

高島紫野　高梨幸志郎　竹田知史　舘　良

和　谷口圭輔　塚田　豊　鶴岡　昴　寺下
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員に公開

９月７日（金）までにコメントを募る

９月８日（土）：評議委員会，理事会で新HP

公開を報告→坂口委員長出席

９月９日（日）：新HP公開

・今後も情報発信のプラットホームとして

整備していく予定．

インターネット運営小委員会の奮闘に拍

手で敬意を表した．

２　学術研究部会

１）行事委員会（担当理事-齋藤，代理

渡部）

・札幌大会の状況説明があった．当初，講

演要旨の登録に際して共著者の会員番号

が必要となっており，登録開始後に不要

とした．今後の検討課題．

・地質情報展は，北海道大学内の他，札幌

駅西口コンコースにも展示した．

・GeoWeekとして，共通の参加券が発行

された．

２）国際交流委員会（担当理事-公文）

・タイ地質学会と交流の覚書を交換した．

・韓国地質学会との学術交流協定を10/25

に交わす予定．具体的な行動計画を議論

している．

・交流支援に関する学会の予算措置は困難

な状況にあるが，行動計画を立てて大型

予算や２国間ファンド等を積極的に申請

するなどの活動を検討したい．

３　編集出版部会

１）地質学雑誌編集委員会（担当理事，編

集委員長-狩野，副委員長-久田，宮下：

企画部会担当）

・今月の編集状況（９月４日現在）．

113-8：論説４・口絵１（63ページ，

8/21校了・8/27発送済み）

113-9：論説４・短報１・口絵１（約60

ページ・校正中）

・2007年度投稿論文総数57編［論説38（和

文37＋欧文１），総説７（和文７），短報

10（和文９　欧文１），ノート２（和文

２）］口絵７（和文５　欧文２））※うち

41件が電子投稿

投稿数昨年比　－17 査読中　54編

受理済み　６編

・地学教育関連の特集号投稿・査読中．

・一部任期切れの委員（企画部会を含む）

について交代および継続を確認中．

・地質学雑誌の新カテゴリー「報告」を立

ち上げた．

意義のあるデータの公表を目的として，

修士論文等を地質学会が一定の品質保証

を行う形で地質学雑誌に掲載する「報告

（Report）：最大６p.」を導入することと

し，これに係る必要な諸規定・規約等を

変更した（地質学雑誌６月号掲載）．

２）企画出版委員会（担当理事-藤本）

・国立公園地質リーフレット「箱根火山

陽三　東郷徹宏　戸邉勇人　鳥口能誠　中

澤理久　中島由記子　中村圭助　南部拓未

二宮知美　野々垣進　林　圭一　原　勝宏

伴野卓磨　福田佳代　古橋恭子　真末裕志

水落裕之　溝口秀治　山口真喜子　山崎

亮　山田周作　山本修治　吉内佑佳　吉田

昌幸　ラコトナンドーラサナ　タラータカ

ム　稲本雄介　尾闢かおり　馬淵しの　長

谷川裕樹　島野恭史　酒井亮太　小城志保

子　永田　潤　星多恵子　馬場奈緒子　佐

藤和也　井上朋香　ボース　サンカー　市

川　博　ココニャンギ　ウィタネネ　ジョ

セフ　草野有紀　橋本瑛久　千葉恵美　村

上龍太郎　奥村知世　山下翔大　山口隆久

稲垣貴之

３）準会員（11）：高仁 環　曽野部敬子

加川泰久　西垣貴史　忽滑谷優里　山崎雄

三　湯川達也　横幕早季　小安浩理　森谷

匡　及川敦美

４）退会者16名　タウン　タイ　白井亮久

梅原綾乃　田中秀典　節田佑介　工藤高一

鈴木正義　塩野正道　佐治一郎　礒見　博

勝木厚成　狩俣　薫　塩見良三　佐藤　充

田島俊彦　三宅輝海

②逝去（2）：名誉会員；大久保雅弘（６月

10日），正会員　立花　卓（2006年12月

11日）

③会員の動静（2007年８月31日現在）

会計関係（会計委員長-佐々木和彦，担当

理事-向山）

・07年度支部補助費を支出

北海道支部　73 , 9 0 0円，東北支部

78,900円，関東支部　171,100円，中部支

部　109,000円，近畿支部　94,400円，四

国支部　71,900円，西日本支部　100,800

円

２）広報委員会（担当理事-倉本）

・メールマガジン「geo-Flash」創刊，７

月３日第１号配信．毎月第一，三週の月

曜日の予定で，9/8までに８号を刊行し

た．

・HPのリニューアルに関して， 9/9から

公開する予定．詳細については坂口小委

員会委員長より説明があった．

・札幌大会のプレスリリースを実施した．方

法・手順等のマニュアルの整備が必要．

インターネット運営小委員会（委員長　坂

口有人，担当理事　倉本）

・１年間かけてHPのリニューアルを実行

した．

８月28日（火）：仮HPを理事，ならびに評議

リーフレット」，子供向けおよび一般向

けとも完成．子供向けは神奈川県博他５

施設で，火山地質図は神奈川県博で委託

販売を開始した．引き続き「屋久島」を

準備中．

・「新しい地学のすすめ」（地学読本刊行

行委員会原田憲一委員長）11月，出版社

から刊行予定

・「国際地層名ガイド」改訂版を2008.3の

発行予定で準備中．

３）Island Arc連絡調整委員会（委員長

会田信行）特になし

４）Island Arc編集委員会（編集事務局長

竹 内 圭 史 ・ 角 替 敏 昭 ， 担 当 理 事

WALLIS）

16-4号に来年の600ページから30p（また

は23p）を前借りする必要が生じている．

W-B社と相談する．2008.1より論文の長

さの制限を20pから15pとする．

・17-1予定の特集（６編）が厳しくなって

きた．幸い手持ち一般原稿があるので，

特集不調の場合は充当する．

・2008.1より編集長を前川氏，井龍氏に交

代する予定．

・その他の報告

４　普及教育事業部会（担当理事-矢島）

１）地学教育委員会（委員長　阿部国広）

①地球惑星科学連合「教育問題検討委員会」

（委員　阿部国広）

・地学オリンピック小委員会委員として，

香束卓郎会員を推薦．2007.11の韓国大

会に調査団を派遣する．JSTに予算申請

するなど，大会に向けての準備を行って

いる．

・教育課程小委員会報告．指導要領の改訂

に際して，地学教育の振興と普及のため，

学術会議等との懇談を行い，教育内容の

提言を行っていく予定．

２）生涯教育委員会（委員長-柴　正博，

担当理事-藤本）

・札幌大会で，シンポジウム「地質学の社

会教育・普及へ研究者に求められるも

の」を開催，

また，夜間小集会「博物館とジオパーク

と普及」を開催する．

・地質百選の解説および博物館情報につい

て，メーリングリストを活用して協力．

３）地質基準委員会（委員長　新妻信明）

・活動報告．土木地質に関する用語を

加える．

５　その他（理事会関係の委員会等の報告）

１）支部長連絡会議（担当理事-伊藤）

・６月23日支部長会議開催

１）IYPE（国際惑星地球年）および

Geo-Park推進，地質の日制定への取り

組みと協力要請等について，２）今後の

年会開催地支部ローテーションと他学会

との合同開催等について，３）国立公園
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2007. 8.31 34 74 4426（295） 39 4573

2007. 3.31 34 74 4294（287） 45 4447

前回比 0 0 132（ 8） －6 ＋126

昨年比 －38



Ⅳ　その他

１．学術会議関係（木村会長）

・G８の開催に向けて地球温暖化に関する

提言が検討されている．

・課題別委員会での連合セッションの設

置．

・地球科学系の教育内容アンケートを集約

した．

・全国のPDに対してアンケートを行い，

集約結果を学術会議の提言として検討す

る予定．

２．IUGSおよびIYPE関係（担当理事　佃副

会長）

・学部学生６名程度を選定して，研究活動

の紹介をパリで行う予定．

Ⅴ　理事会審議事項（主なもの）報告

１．札幌大会について，関連行事等について

企画，検討．

・札幌駅西口コンコースでの展示，就職支

援プログラム，小さなアースサイエン

ティスト集い，地質情報展，同窓会など

の学会行事および関連行事，他団体の行

事も含めたものを「Geo-week」として

実施することなど．また，札幌大会見学

旅行案内者および夕張市教育委員会の要

請を受けて，９月12日に年会関連行事と

して夕張市において会長講演を行うこと

とした．

２．HPのリニューアル，メルマガの発信な

どWebサイトの体制について検討．

３．各賞選考過程について，選考委員会から

の審議の中間報告をうけて理事会としての

具体案を検討することとした．

４．地質学雑誌問題にたいする対策等につい

て検討・実施．

５．アイランドアーク編集長の交代（候補者

選考は編集員会で）および論文制限ページ

の変更を認めた（論文20→15ページに，レ

ビュー無制限→20ページ）

６．選挙管理委員の選出：有井聡美，加藤潔，

駒井希充，佐脇貴幸，西村瑞恵（以上５名）

７．大学評価・学位授与機構から，国立大学

教育研究評価委員会専門委員候補者の推薦

達成状況評価委員　４名：井内美郎，北

里　洋，大槻憲四郎，新妻信明

研究業績委員　５名：石渡　明，磯闢行

雄，板谷徹丸，永広昌之，巽　好幸

８．文部科学省若手科学者賞の候補者として，

青矢睦月会員を推薦．

９．50年顕彰会員の追加承認：これまでのリ

ストから漏れていた方，秋山雅彦名誉会員

（55年）と山形　理会員（50年）を追加承

認し，９月に顕彰することとした．

10．緊急パネルディスカッション「我が国の

防災立地に対する地球科学からの提言」を

構造地質研究部会とともに実施することを

決めた．

リーフレット作成等の支部の協力などに

ついて,話し合った.

２）地質災害委員会（担当理事-天野）

・2007年中越沖地震に際し，３グループ

（信州大，金沢大，山口大）が地質学会

調査団として現地調査をおこなった．

３）ジオパーク設立推進委員会（委員長-

佃　栄吉）

・最近の活動について報告．2007.9現在８

つの地域がジオパークへの登録希望をし

ている．連絡協議会を設立する予定．

・「ジオパークとジオツーリズム」のビラ

を作成した．

・関連して，５月10日を「地質の日」に指

定して全国の博物館などと協力して取り

組もう．

Ⅱ　各種委員会報告（理事会・評議員会関係）

１．各賞選考委員会　（委員長　安藤寿男）

・各賞選考過程に関する審議中間報告

２．名誉会員推薦委員会（担当理事-委員長

伊藤副会長）

・広く推薦を要請する．

３．女性地球科学者の未来を考える委員会

（委員長-堀　利栄）

・委員会名称の変更を検討中．

４．法人化実行委員会（委員長-齊藤靖二）

・2007.8に文科省を訪問し現状の説明をう

けた．新法が出来ている現状では，旧法

での法人化を進めることはできないとの

ことであった．2008.12に向けて法人化

の準備を進める．

・旧法での法人化に向けて準備した基金の

取り扱いについて，今後検討する．

５．法務委員会（委員長・担当理事-上砂）

・新H Pのシステム作成業者（ S T -

LIVENET）との，「事業参加を推進す

るための秘密保持契約書」の文面案検討．

６．地質学史アーカイブス委員会（委員　会

田信行）

・活動報告

Ⅲ　選挙管理委員会（委員長-加藤　潔）

・互選により，加藤潔会員を委員長に選出

した．

・2008年度の会長，副会長，監事，代議員

選挙，理事選挙，評議員選挙を実施のた

め，News８月号に告示の予告を掲載し

た．

・８月30日に委員会を開催．News９月号

に掲載する選挙告示について検討

11．沖縄奨励賞に対し，井龍康文会員から推

薦の要請があり，検討し了承した．

12．斉藤法人化実行委員長の報告をうけて，

報告とともに今後のことを評議員会にて検

討することとした．

評議事項

１．各賞選考について（日本地質学会各賞規

定の改正）

・優秀講演賞について，実質的な評価の対

象がポスターの内容であることから，優

秀ポスター賞に名称を変更する提案がな

された．変更について異議はなく，名称

変更を承認した．

・学会賞，国際賞，柵山賞，小藤賞につい

て例年推薦が少ないことから，従来の個

人からの推薦に加えて，推薦委員会を設

置して候補者を推薦することについて，

また現在の１月末の推薦締切ではたとえ

ば国際賞では受賞者招聘費用の予算計上

の問題など，実務的に時間が不足してい

ることから，試行として12月25日を締切

として検討してはどうかという点など理

事会提案について評議した．推薦委員会

の設置や位置づけ等については，理事

会・評議員会で早急に検討する必要があ

る．これらについては日本地質学会各賞

規定の改正が必要となるが，本日は時間

が不足のため，理事会からの改正案提示

を待って，評議員会では継続審議とした．

９月末を目途としてメールシステムを通

じての持ち回り審議などで早急に結論を

出すこととした．

２．秋田大会について

・次回，秋田大会は，2008.9.20～9.22の予

定．東北支部で分担して運営する．日本

鉱物科学会と同時日程で開催する．今後，

広報・セッションなど共同してできる内

容を検討する．

３．情報システムの今後

・GeoFlashを継続的に発行しHPでのアー

カイブ資料とする．

・ＨＰからの入退会のフォームの整備，会

員サービス向上に向けた整備や英語版の

作成等を検討する．

４．その他

・年会行事であるシンポジウムのありかた

について，時間制限などの問題でその役

割が阻害されていないかという，提起が

評議員からあった．この点について，発

表・討議の時間の確保など大会の運営の

中で工夫をして，よりよいシンポジウム

になるよう行事委員会で検討すすめるよ

うに評議員会として要請した．

・大会の支部持ち回り制度に対する意見が

紹介された．
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広告募集 

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

いになりますので，カラー印刷・掲載サイズなどご相談に

応じます．ぜひご利用ください． 

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

表3

表2

表4

＜広告掲載価格表＞ 

（単位：円） 

カラー 

＋10,000 

－ 

－ 

－ 

版下作成 

＋10,000 

＋10,000 

＋10,000 

＋5,000

価格（モノクロ） 

60,000 

50,000 

40,000 

35,000

 

表４ 

表２ 

表３ 

普通 
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