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モンゴルのゲルと果てしなく広がる大地
A common ger and boundless ground in Mongolia

写真：後藤晶子（名古屋大学年代測定総合研究センター）
文：後藤晶子・高橋亮平（北海道大学大学院理学研究院）・
久田健一郎（筑波大学大学院生命環境科学研究科）

Eurasian Geological Seminar 2007（EGS 2007：モンゴル国にて
開催）にともなっておこなわれたフィールド巡検では，モンゴルの
自然や文化を十分に堪能することができた．巡検の途中に現地の人
の生活空間であるゲルを何度か突撃訪問したが，快く迎え入れても
らい馬乳酒やチーズをご馳走になった．また，なだらかな山の麓ま
でまっすぐにのびる道ではモンゴルの大地の雄大さを感じることが
できた．

表紙写真（上）：ウランバートル近郊でのゲルの風景．ゲルの周辺
では馬やヤギ，羊などが飼われている．ゲルの屋根の上ではチーズ
が天日干しされている．このチーズは少し硬くパサパサしている．
いたるところでバイクを見かけ交通手段としてバイクが重宝されて
いることが伺える一方で，小学生ぐらいの子供が颯爽と馬を走らせ
ている光景が見られる．

表紙写真（下）：ザーマル（Zaamar）からボロー（Boroo）への草
原を貫く道．ひたすら続く道を数時間走り続けるのが普通で，運転
手の気分に応じて草原をショートカットすることは日常茶飯事であ
る．貴重な（？）岩場を見つけて休憩となったが，炎天下の中に逃
げ場がなく非常に暑かった．休憩の度にジュースや果物，お菓子が
振舞われる．

表紙紹介



皆様，あけましておめでとうございます．現在，南海トラフ掘削

のため，「ちきゅう」上におります．洋上から一言，新年のご挨拶

を申し上げます．

めまぐるしく発展する科学とそれを取り巻く社会や経済的変化は

この新しい年にはどのようになるのでしょうか．日本地質学会はど

のような見通しと方向をめざして活動をすすめればよいのでしょう

か．

【加速する地質学への期待】
いま地質学の重要性が再び広く認識されようとしております．た

とえば，いま私の乗船している「ちきゅう」での掘削の科学目的は，

地震や津波発生帯としての生きているプレート沈み込み境界を直接

観察・観測し，これまでの「こと」の理解としての地震を「もの」

としての理解と結合し，「知の飛躍」を計ろうというものです．そ

こには20世紀的意味での地球物理学や地質学の垣根はもはやありま

せん．ただ同じ知りたい対象に対する得手不得手があるだけです．

それらの共同が共通の目的達成のために不可欠です．

同じことは，今年北海道洞爺湖で開催予定サミットの大テーマで

もある，地球温暖化・地球環境問題についても言えます．産業革命

以降の産業発展，そして20世紀以降の爆発的人口増加よるエネル

ギー消費が，地球温暖化や環境問題を引き起こし，資源エネルギー

枯渇，水食料枯渇に直面し，このままでは人類が「地球を食い尽く

す」ことは明らかです．しかし，それは不可能なことであり，結末

は人類の大量死へとつながるとの危惧は21世紀，現実を持って迫っ

ています．この温暖化・環境問題ももはや個別の科学の域をはるか

に超えていることも明らかです．10年や100年スケールはもちろん

のこと，10万年や100万年，億年スケールに至るまでの変動の歴史

や，固体地球を含めた全地球における物質エネルギー循環の理解な

くしての環境問題への対処両方だけでは，人類の生存を賭けた未来

への科学戦略構築としては極めて脆弱です．

このような時であるからこそ，私たちは地質学会設立の理念を思

い起こさねばなりません．すなわち，地質学と地球に関わる科学の

振興をはかり，それを広く社会へと還元する活動を大胆に展開する

ことであります． 地球を最も良く知ると自負する私たちは，この

地球の未来を指し示すことの出来る，そしてしなければならない重

要な立場にあります．それが私たちの科学のもつ，根本的な社会貢

献であると思います．そのことを強く意識して一層旺盛な学術活動

を展開することの必要な時代となっております．

【情報革命を突き抜ける学会の構築を】
この科学とそれをもってして行う社会貢献に関して，いま進行し

ている人類史上未曾有の情報革命に対する理解とそれを担うとの強

い意思の確立は極めて重要です．20世紀末に始まったネット社会の

構築，ウェブ時代の到来は，国境の壁，既存科学の分野の壁，大組

織の壁，などを次々と突き崩しつつあります．「パブリックでオー

プンでフリー」の理念で一気に広がる情報革命は，あらゆる場面で

「群衆の叡智」を最大限引き出し，はっきりとした意思を持った個

人や集団ならば誰でも自由に新しい「知のフロント」へ突入できる

ことを示しています．そして，10年程度以内には，この情報革命の

担い手達が科学を，社会を，そして世界をリードすることとなるこ

とも明らかです．

さて，このような情勢にあって，日本地質学会が時代を突抜け，

広い裾野をもった共同体として発展するためには，今何をなすべき

なのでしょうか？　その基軸は，梅田望夫氏の言葉を借りれば，広

く社会へ向けて「パブリックでオープンでフリー」な地球科学・地

質学の情報を多角的に発信する「知の高速道路」を構築することで

す．それは，国際社会をも広く見通したものでなければなりません．

押し寄せる地球科学・地質学への期待は日本国内にとどまるもので

はありません．勃興するアジア諸国などに対し適切で緻密な情報の

発信は，日本の地質学会が果たすべき国際的使命でもあります．こ

の間に押し進めてきた学会サイトの刷新，電子ニュースの配信の充

実にとどまらず，その完全国際化，基軸となるジャーナルの充実，

会員の自発的意思にもとづく大規模な情報発信交流システムの構築

支援などは時代をリードする上で欠かす事ができません．情報シス

テムによる会員サービスの充実も当然のことです．春の連合大会，

秋の関連学会と協力した学術大会の開催を活動のリズムとして定着

させ，新しい時代を突き抜けるための前進を計らなければなりませ

ん．

【2008年，一歩，そしてまた一歩前へ】
2008年，具体的にはどのような活動を展開して，この着実な前進

を計るのでしょうか？今年は国際惑星地球年の中心的年でありま

す．また，新たに「地質の日」が設定された最初の年です．秋には

新生鉱物科学会との初の同時開催の大会が秋田で開かれます．その

大会では協定を結んだ日韓による国際シンポジウムも企画されてい

ます．若者を対象とした，就職支援，同窓会活動の一層の充実を図

られる予定です．

また，これらの活動を推進するための学会組織の強化と社会的認

知と組織の透明性確保のために，長年の懸案であった法人化をいよ

いよ実現させる年となります．

これらの活動を通して一歩ずつ，しかし着実に前進する，若者が

この学会に未来をみつけて多いに集う，そして時代を突き抜ける．

そんな夢を，一歩，そしてまた一歩前へとすすんで，共に実現しよ

うではありませんか．

Key words：加速する地質学への期待，情報革命を突き抜ける学会

の構築
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日本地質学会　会長・

（東京大学・大学院理学系研究科）

一歩，そしてまた一歩前へ －2008年の年頭にあたって－



2007年12月17日
選挙管理委員会　委員長　加藤　　潔

委　員　有井　聡美
委　員　佐脇　貴幸
委　員　駒田　希望
委　員　西村　瑞恵

選挙細則ならびに選挙内規に基づき，標記選挙を実施いたしました．結果は，下記のとおりとなりましたのでご報告いたします．

記

（1）監事ならびに代議員地方区については立候補者数が定数を越えなかったため，無投票当選といたしました．
（2）会長，副会長および全国区代議員の選挙実施結果

有権者総数　　　　4428名
投票用紙発送数　　4245通
各選挙の有効投票数，無効投票数は以下の通りです．

（3）開票結果
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2008年度会長，副会長，監事ならびに代議員選挙の結果報告

会長：定員１（得票数）
１　宮下　純夫　新潟大学（873）
２　天野　一男　茨城大学（491）

副会長：定員２（得票数）
１　佃　　栄吉　産業技術総合研究所（954）
２　高木　秀雄　早稲田大学（900）
３　田崎　和江　金沢大学（566）

監事※定員を越えなかったため無投票当選
１　青野　道夫　（株）サンコア

代議員（全国区）：定員50（得票数）
１　木村　　学　東京大学（861）
２　丸山　茂徳　東京工業大学（841）
３　公文富士夫　信州大学（829）
４　石渡　　明　金沢大学（822）
５　狩野　謙一　静岡大学（782）
６　高橋　正樹　日本大学（778）
７　伊藤　谷生　千葉大学（772）
８　久田健一郎　筑波大学（744）
９　安藤　寿男　茨城大学（729）
10 渡辺　真人　産業技術総合研究所（728）
11 松岡　　篤　新潟大学（727）
12 小山内康人　九州大学（716）
13 井龍　康文　東北大学（712）
14 嶋本　利彦　広島大学（711）
15 松田　博貴　熊本大学（708）
16 佐藤比呂志　東京大学地震研究所（707）
17 紺谷　吉弘　立命館高校（705）
18 足立　勝治　アジア航測（株）（701）
19 佐々木和彦　応用地質（株）（698）
20 竹下　　徹　北海道大学（695）

21 新井田清信　北海道大学（694）
22 吉川　周作　大阪市立大学（694）
23 倉本　真一　海洋研究開発機構（693）
24 小嶋　　智　岐阜大学（684）
25 徳山　英一　東京大学海洋研究所（684）
26 滝田　良基 （株）ニュージェック（681）
27 大久保　進　石油資源開発（株）技術研究所（666）
28 土谷　信高　岩手大学（660）
29 中井　　均　都留文科大学（660）
30 岡　　孝雄　北海道立地質研究所（655）
31 吉川　敏之　産業技術総合研究所（651）
32 大藤　　茂　富山大学（648）
33 西　　弘嗣　北海道大学（646）
34 佐藤　尚弘　明治コンサルタント（株）（645）
35 重松　紀生　産業技術総合研究所（642）
36 芝川　明義　大阪府立花園高校（641）
37 長谷部徳子　金沢大学（635）
38 古川　竜太　産業技術総合研究所（629）
39 村山　雅史　高知大学（625）
40 磯野　　清　神戸市立飛松中学校（624）
41 山元　孝広　原子力安全基盤機構（622）
42 岡田　　誠　茨城大学（621）
43 片山　　肇　産業技術総合研究所（616）
44 依田　直樹　パシフィックコンサルタンツ（株）（606）
45 松原　典孝　茨城大学（588）
46 林　　愛明　静岡大学（587）
47 三次　徳二　大分大学（582）
48 大橋　聖和　新潟大学（573）
49 山口　耕生　海洋研究開発機構（549）
50 岩井　雅夫　高知大学（502）
51 山本　正伸　北海道大学（394）

会長 副会長 代議員（全国区）
有効 1364 1377 1333
白票 45 31 74
無効 1 2 3
計 1410 1410 1410
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代議員（地方区）※定員を越えなかったため地方区はすべて無
投票当選です．
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



日本地質学会選挙細則・選挙管理委員会規約の
改正について

2008年度の会長，副会長，監事，代議員選挙におきましては，
任期中の理事から会長への立候補者が２名，評議員から副会長
への立候補者が１名ありました．そのため，候補者となった
方々の次期2008年の身分，および，欠員となった場合の補充に
ついて，理事会ならびに評議員会において検討の結果，以下の
ように選挙細則を改め，今選挙から施行いたしました．
なお，選挙管理委員会規約につきましても，改正を行いまし

た．

2008年１月
日本地質学会理事会

――――――――――――――――――――――

日本地質学会選挙細則（抜粋）下線部が改正箇所
第４条
11 役員，代議員および評議員が任期中に何らかの理由で欠
員となった際の補充方法は，以下のように取り扱う．
会　長　副会長の年長者が代行する．
副会長　理事の年長者が代行する．
監　事　会長が委嘱する．
理　事　理事選挙の補欠者をもって充てる．ただし，補
欠者がいない場合には，同期の代議員による補欠選
挙を行う．選挙は次期の理事選挙と同時に実施する．

代議員　会長が評議員会に委嘱する．
評議員　補充は行わない．

２）理事および評議員（＝代議員）が任期半ばで次期の役
員選挙（正・副会長，監事）に立候補した場合，選挙終
了後の身分は以下のようにとり扱う．
理　事　新役員に当選した場合は，次年総会をもって現
職を辞する．新役員にならない場合も現職を辞し，
残る半期は代議員として務める．ただし，理事の補
欠選挙がある場合はこの限りではない．

評議員（＝代議員） 新役員になる場合は，次年総会を
もって現職を辞する．新役員にならない場合には残
る半期は前職に復して務める．

（附則追加）
１．2007年12月15日　第４条11項の一部改正

日本地質学会選挙管理委員会規約（条文項目追加改正）下線部
が改正箇所

（目的・業務）
１ 委員会は，会則及び運営細則に定められた役員ならびに
代議員等を選出するため，事務手続きの一切を選挙細則に
基づいて公明正大に執り行う．
２ 委員会は，役員及び代議員選挙の結果を理事会ならびに
総会に報告する．
３ 委員長は，事務局職員を選管補助要員に任命し，業務の
一部を委嘱することができる．委嘱期間は，９月10日～１
月30日とする．

（委員会の構成）
４ 選挙管理委員会は会長，副会長，常任理事，理事，監事
および代議員を除く正会員のなかから理事会が推薦し，会
長が委嘱する５名の委員により構成される．
５ 委員長は委員の互選によって選出され，委員会を代表する．

（委員の任期）
６ 委員の任期は１年とし，再任はさまたげない．
７ 選挙管理委員は任期中，投票を除いて，役員および代議
員選挙への立候補および立候補者の推薦，選挙活動ができ
ない．

（選管補助要員）
８ 選管補助要員は委員長の指示により，選挙業務（立候補
受付，立候補者確認・案内，WebsサイトやNews誌への掲
示作業，投票用紙・広報等の印刷，郵送，投票用紙の受取
など）に関して，選挙管理委員会をサポートし，円滑に選
挙が遂行されるよう協力する．なお，選挙活動に類する行
為は厳に慎むものとする．

（附則追加）
（3）2007年11月10日　３項，７項，８項の追加改正．
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2008年９月20日（土）～22日（月）秋田大学で開催予定の第
115年学術大会のトピックセッションとシンポジウムの募集を
下記の要領で行います．トピックセッションは，学会内の領域
をカバーしこれから新分野になりそうなトピック的な内容で，
定番セッションと同様な形式（15分間の口頭発表あるいはポス
ター発表）の発表となります．シンポジウムは，多数の学会員
が関心を持つ（あるいは持ちそうな）内容・学会外と関係した
新分野の内容など，地質学会として重要視すべき研究内容を取
り上げます．なお，秋田大会より招待講演の取り扱いが変わり
ます．会員，非会員にかかわらず，トピックセッション，シン
ポジウムで招待講演を行うことができます．詳細は下記の通り
です．
募集締切は３月17日（月）です．

１．大会でのセッションの概要
秋田大会では例年とほぼ同じ規模の会場を確保する予定で

す．ポスター会場については，近年のポスター発表重視の方向
を満たすスペースを確保しています．会員はセッションで１人
１件通常の発表を行うことができます．セッションの区分も例
年通り，「定番セッション」と「トピックセッション」を設定
します．「定番セッション」は，前回ほぼ同様の地域，地域間
層序，海洋，砕屑物，炭酸塩岩，堆積相，堆積作用，石油・石
炭，破壊と変形，付加体，テクトニクス，ノンテク，古生物，
噴火と火山，変成岩，岩石鉱物，情報，環境，応用，地学教育，
第四紀などのセッションが予想されます．なお「定番セッショ
ン」は３月下旬に，各専門部会から選出された委員で構成され
る行事委員会で確定する予定です.

２．トピックセッションの募集
トピックセッションとして10セッションほどを募集します．

多くの参加者が見込まれるような学術的に魅力のあるトピック
セッションの企画提案をお待ちしております．トピックセッ
ションでは会員・非会員にかかわらず半日（３時間）あたり１
件の招待講演が可能です．会員の招待講演はセッション発表１
人１件の制限に数えません．

３．シンポジウムの募集
秋田大会では定番セッションの個別分野を越えた発表と討論

の場として，８件程度のシンポジウムを募集します．講演会場
確保の関係から，各シンポジウムは原則３時間以内とします．
その時間内であれば運営方法（時間の割り当てなど）はコン
ビーナに一任いたします．会員・非会員にかかわらずコンビー
ナが依頼した講演者は招待講演とすることができます．セッ
ションとはカテゴリが異なりますので，セッション発表１人１
件のルールの適用外であり，シンポジウムの講演者（会員）は，

セッションでの発表も可能です．他学会・協会との共催シンポ
ジウム開催も可能です．その場合，事前に他学会・協会との開
催打ち合わせ及び承認が必要となりますので，あらかじめ地質
学会事務局にご連絡ください.斬新なシンポジウム企画の提案
を期待します．

４．応募方法
トピックセッション（10件程度），シンポジウム（８件程度）

の企画に応募する方は，以下のような項目内容で，３月17日
（月）までに，日本地質学会行事委員会宛（main@geosociety.
jp）にe-mailでお申し込み下さい．
１）トピックセッション，シンポジウムの区別
２）提案者名（会員に限る）メールアドレス，電話番号，
FAX番号
３）タイトル（和・英両方）
４）コンビーナの名前
５）趣旨・概要，参加予想数など
６）シンポジウムの場合，発表者を一般募集するかどうか，募
集する場合は募集件数も明示
７）招待講演者（非会員）の有無，名前
８）シンポジウムの場合，他学会・協会との共催の有無
９）シンポジウムの場合，その開催時間（原則３時間以内）
10）その他考慮すべき事情

５．採択方法
トピックセッション，シンポジウムに多数の応募があった場

合や定番セッションとの重複がある場合には，行事委員会で重
要度や緊急度を考慮して調整の上，決定させて頂きます．採択
されたセッション，シンポジウムは，ニュース誌（５月号予定）
で公表し，講演募集等を行います．現在のところ講演申込の締
切は７月初旬を予定しています．

【招待講演について】
シンポジウム，トピックセッションにおいてはコンビー

ナが招待を依頼することができます．定番セッションでは
招待講演の設定はありません．
シンポジウム　　　　会員，非会員の招待講演が可能
トピックセッション　会員，非会員の招待講演が可能

（半日１件）

【招待講演者の参加登録費について】
非会員の招待講演者に限り参加登録費を免除します．

秋田大会ニュースNo.2

第115年学術大会（2008年秋田大会）
トピックセッション，シンポジウム募集のお知らせ（再掲）

日本地質学会行事委員会

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

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

＿＿＿＿＿
＿＿＿＿＿＿＿



理，安全取扱，廃棄物処理，運搬，遮へい，

コンピュータによる管理等）/18．放射線教

育/19．コンピュータ利用（シミュレー

ション，データ処理，解析技術等）/20．そ

の他

発表形式：口頭発表またはポスター発表．

申込締切：2008年２月29日（金）

講演要旨原稿締切：2008年４月14日（月）

参加費：2,000円（学生は無料）

要旨集　3,000円（消費税含む）

連絡・問合せ先：

アイソトープ・放射線　研究発表会

運営委員会事務局

日本アイソトープ協会　学術部学術課

西島

〒113-8941 東京都文京区本駒込2-28-45

TEL 03-5395-8081

FAX 03-5395-8053

E-mail gakujutsu@jrias.or.jp

http://www.jrias.or.jp/

開催期間：2008年３月20日～2008年３月29日

の期間中の２泊３日

応募資格：応募締切日時点で，高等学校，中

等教育学校後期過程または，高等専門学校

（１～３学年）に在籍する生徒．

参加費：無料．期間中の食事や宿舎は用意さ

れます（費用はかかりません．ただし自宅

から会場までの交通費については自己負担

です）．

応募方法：「募集要項」の内容を確認し，

「参加申込書」をプリントアウトして，必

要事項を記入の上，サイエンスキャンプ事

務局までお送り下さい．

スプリングサイエンスキャンプ
2008 参加者募集

この研究発表会は，異なった専門分野の研

究者が一堂に会し，アイソトープと放射線の

理工学，ライフサイエンス，薬学，医学への

利用技術を中心とした研究およびその基礎と

なる研究の発表と討論を行い，各分野間の知

見と技術の交流を図るものです．奮ってご応

募，ご参加下さいますようご案内いたします．

会　期：2008年７月２日（水）

～７月４日（金）

会　場：日本青年館（東京都新宿区霞ヶ丘町

７番１号）

内　容：それぞれの研究分野において，その

専門的な成果を得た放射性同位体，安定同

位体や放射線の利用研究，およびこれら利

用の基礎となる研究．少なくとも一部に未

発表の部分が含まれていること．

発表者の資格：発表者の一人が本発表会の

主・共催学・協会の会員であること．

発表申込区分：１．基礎データ/２．放射線

測定機器・測定法/３．分析（放射化分析，

放射化学分析等）/４．トレーサ利用/５．

製造・分離・標識化/６．線源・加速器/７．

放射線利用機器（ラジオグラフィ，エネル

ギー利用，発光塗料等も含む）/８．陽電子

消滅/９．メスバウア効果/10．放射線効

果/11．地球科学・宇宙科学/12．環境放射

能/13．ライフサイエンスへの利用/14．薬

学への利用/15．医学への利用/16．安定同

位体/17．放射線管理（汚染除去，健康管

応募締切日：2008年２月13日（水）必着

応募先・問い合わせ先：

財団法人日本科学技術振興財団振興事業部内

サイエンスキャンプ事務局

〒102-0091 東京都千代田区北の丸公園２番

１号

電　話：03-3212-2454 FAX：03-3212-0014

E-mail：camp＠jsf.or.jp

詳しくは，<http://ppd.jsf.or.jp/camp/>

会期：2008年５月25日（日）～30日（金）

会場：幕張メッセ　国際会議場

（〒261-0023千葉市美浜区中瀬2-1）

●予稿集原稿投稿

早期締切：2008年２月１日（金）17：00

最終締切：2008年２月７日（木）正午12：00

●事前参加登録受付期間

2008年１月10日（木）～４月11日（金）

正午12：00

詳しくは，連合HP

http://www.jpgu.org/meeting/index.htmを

ご参照下さい．

日本地球惑星科学連合2008年
大会
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第45回アイソトープ・放射線
研究発表会発表論文募集

ご案内

本会以外の学会およ

び研究会・委員会か

らのご案内を掲載し

ます．

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．

公募結果

名古屋大学環境学研究科教授公募の結

果については以下のようになりましたの

で，お知らせいたします．

氏名：井龍康文
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ありそうである．

火山災害に関する記述は具体的で，ポンペ

イの災害などは心に残る．特筆すべきは「サ

バイバル・チェックリスト」である．チェッ

ク項目を絞り込んでいて簡潔で分かりやすい

ので，小中学生も心にとめることができよう．

火山災害を減らすには噴火予知が必要である

が，そのむずかしさや，大噴火では逃れよう

もないことがあることを正直に伝えている点

も好感が持てる．

本書の末尾の項目は，本書を読んで抱いた

興味や疑問をきっかけに，火山に関する謎に

チャレンジし，あるいは災害を減らすことに

貢献できる人がでてきて欲しいという願いを

したためた監訳者による記事である．

本書は目に付いた誤りを修正し，一部は日

本向けに書き改めるなど，監訳者としての良

心と熱意が感じられる一冊である．大学や研

究所，NPOなどでアウトリーチに取り組ん

でいる方々の参考図書としておすすめしたい．

（鹿野和彦）

本書は，「富士山ハザードマップ」の解説

本です．著者の鎌田さんは火山が専門である

と同時に，科学啓発活動にも力を入れておら

れ，このような解説にはうってつけの方です．

内容は火山学に関する最新の知見も豊富で，

富士山のみならず火山災害の教科書としても

活用できると同時に，啓発書の書き方自体も

大いに参考になるでしょう．

また，同マップ自体は内閣府の「富士山の

火山防災対策（http://www.bousai.go.jp/

fujisan/）」の中で作成されたもので，同HP

からダウンロードすることができます．この

マップの作成は，有珠山・三宅島の噴火が続

本書は，「世界の災害の今を知る」シリー

ズ「火と土の災害」編の二番目の本で，火山

噴火と火山災害を扱っている．原本は英文で

あるが，分かりやすい翻訳で丁寧に仕上げら

れている．

本書は以下の項目で構成されている．

活動する火山

地球の内部

大地をゆりうごかす火山

噴火を予想する

危険な大噴火

火山災害に備える

将来を予測する

おもな火山災害

さくいん

この本を読んだみなさんへ－火山ととも

に生きる

各項目とも数頁で，カラーの写真やイラス

トを示しながら簡潔に内容を説明している．

マグマのできかたや，それができる場所など

簡単には理解できないことがらについては深

追いしていないが，火山の話は具体的で，危

険な大噴火や火山災害の項では実例を紹介し

ているだけに真に迫るものがある．随所にち

りばめられている火山と火山災害に関連した

小さな囲み記事は，長い文章に慣れていない

小中学生をひきつけて読ませてしまう効果が

いた2000年に富士山下で低周波地震が群発し

たことを契機に，初めて国主導で行われたも

ので，日本の火山防災対策の一つの転機にな

るものと言ってもかまいません．

さて，本書ですが，著者の鎌田さんが「ま

えがき」に書かれるように，素人には難解な

ハザードマップを，何とか防災担当者，周辺

住民や一般観光客に理解していただき，マッ

プが有効に活用されるよう分かりやすく解説

するのが目的です．鎌田さん自身は，富士山

の研究や同マップの作成に直接関わってはお

られませんが，そのことが逆に一般マップ利

用者と同じ視点で，火山現象をなぞるように

解説するというスタイルに役立っているよう

にも思えます．評者のように実際に富士山を

調査した者が書くと，ついつい富士山に対す

る愛着やこだわりが出てしまい，本書のよう

にバランス良くかけないのでは？と読後に感

じてしまいました．

個々の火山現象については，富士山以外の

噴火事例，最新の知見が随所にちりばめられ，

火山現象の全般が良く理解できるよう工夫が

こらされています．その目次は，「プロロー

グ　20XX年，富士山噴火」「第１章　火山灰」

「第２章　溶岩流」「第３章　噴石と火山弾」

「第４章　火砕流と火砕サージ」「第５章　岩

なだれとブラスト」「第６章　泥流」「第７章

富士山はいつ，どこから噴火するのか」で，

火山災害の全般が網羅されています．また，

個々のハザードマップの具体的な読み方も解

説されており，この点は他にはない本書の大

きな特徴となっています．ただ，本書では富

士山周辺自治体で準備されている防災対策に

関する記述がなく，ハザードマップの解説と

しては完結していないように思われます．実

際に富士山で噴火が起きるとどのような防災

策が実行されるのかは，小説「死都日本」で

「日本地質学会表彰」を受けられた石黒　耀

氏の小説「昼は雲の柱」が参考になります．

この近未来小説では富士山の噴火が次々と進

行していきますが，その中に描かれている国

や自治体の避難対策は，実際の「富士山火山

広域防災対策基本方針」に準拠したものと

なっています．その記述は防災副読本として

も活用できますので，こちらもご一読をお勧

めします．

第７章の「富士山はいつ，どこから噴火す

るのか」との設問は，周辺住民を含め一般読

者のもっとも興味のあることであり，本書の

ような啓発書には不可欠のものなのかもしれ

ません．ただし，「いつ」「どこから」という

基本的な問いに答えるためには噴火履歴を解

読する地質学的な長期予知と，地球物理学的

な短期予知を組み合わせることで答えられる

とは，若干安易すぎる気がします．前者の噴

火履歴にはかなりの頁が割かれていますが，

この複雑な履歴から本当に富士山で長期予測

ができるのでしょうか？難しいからこそ，富

士山のハザードマップは広範囲の火山現象を

想定しているように思います．

また，後者の地球物理観測の具体事例につ
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「理科離れ」は我々のような地学関係者には，

ある意味チャンスなのではないでしょうか？

元々，「理科」は物理や化学に偏っており，

地学の地位が低いことは認めざるを得ないで

しょう．「理科離れ」のこの機会に地学の地

位を上げるためには，鎌田さんのような活動

が今まで以上に重要なのではないでしょう

か．

欲を言えば2002年に亡くなった古生物・進

化生物学のスティーブン・ジェイ・グールド

に匹敵するような優れた科学啓発家が日本に

もいれば，理科を巡る状況はもっと変わるか

もしれません．グールドは，ノーベル賞に輝

いた高名な物理学者が「古生物学者は，切手

収集家」と揶揄したことに抗議し，化石の分

類・記載が物理・化学の先端研究に決して劣

るものではないことを示すため「ワンダフ

ル・ライフ」を執筆したと述べています．名

著「ワンダフル・ライフ」が日米でベストセ

ラーになったことはご存じの通りで，内容次

第ではブームも起こりえます．科学啓発家の

道を突き進むなら，目指す目標は高く持ち，

さらなる研鑚を期待しています．

（山元孝広）

「短歌」についての本は巷に多く流布して

いますが，おそらく「科学」「科学者」「技術

者」という切り口で「短歌」についてまとめ

た本はさほど多くはないと思います．本書は

そのような独特な視点から「短歌」を紹介し

たものです．

「短歌」の面白みは，わずか31文字という

限られた字数の中で，その時感じた心情を凝

縮し，感性を表現することにあると思います

が，この本で取り上げられている歌は科学を

する者としての感性の表現とともに，人間の

いては，ほとんど本書では記述されていませ

ん．群発した低周波地震を含め富士山の今の

地下状態がどうで，噴火前・噴火時にどのよ

うな異変が観測されるのかこのことが理解さ

れないと短期予知はできません．三宅島や有

珠山のように噴火観測事例の蓄積があれば，

短期予知の精度はよくなりますが，富士山で

はそのような参考とすべき観測事例は全くあ

りません．ですから，評者には，そんなに簡

単に富士山噴火の短期予知ができると言い切

る自信はありません．

帯に大きくある「巨大地震と富士山噴火の

連動」についても，もう少し論理だった説明

が必要な気がします．近年の噴火履歴で特徴

的なことは，西暦1100年頃までの平安時代に

は巨大地震再来間隔より高頻度で噴火を繰り

返していたが，これ以降，休止期が長くなり，

1707年の宝永噴火を最後に300年間噴火は起

きていないことにあります．このような噴火

の長期傾向とは無関係に南海トラフ沿いの巨

大地震は100年程度の再来間隔でおきるので

すから，両者は連動していないケースの方が

多く，その可能性を力説するのには難があり

ます．

はっきり連動が指摘できるのは宝永噴火だ

けですが，宝永噴火は最近3000年間で富士山

が初めて起こした特異な性格のものです．し

かも，この連動の本質は，当時の富士山のマ

グマが地震により噴火が励起される状態に

あったことにあり，今もそうであることが明

らかにされていなければ，次の巨大地震と噴

火の連動は指摘できないでしょう．

ハザードマップには，本書では触れられて

いないもう一つの役目があります．それは長

期的な土地利用計画への活用なのですが，実

際にうまく活用された事例を知りません．地

震でもこれは同じで，地震調査推進本部から

各地の活断層の長期予測確率値が公表されて

いますが，これを土地利用に生かすところま

では至っていません．しかしながら，これは

我々，専門家の怠慢なのではないでしょう

か？自治体関係者，住民からでは土地利用を

どうすればよいのかと問われても，まともに

答えられていないことに問題があります．

人の一生と同等かそれ以上の再来間隔で起

こる低頻度事象とどのように共存していくか

という自然災害文化をうまく熟成させていか

なければ，ハザードマップの作成や地震の長

期予測も，一過性のものに終わってしまいま

す．富士山の噴火も今日明日に差し迫ったも

のではなく，一般の人の生活からみればいつ

起きるかわからない低頻度事象として扱うべ

きと評者は考えています．そのような観点で，

どのように富士山とつきあっていけばよいの

かとの提言が，次に専門家からなされるべき

なのではないでしょうか？

鎌田さんが，科学啓発に力を入れておられ

ることは注目に値し，是非応援したいと思っ

ています．「理科離れ」が社会的問題になる

なか，科学啓発はその重要な対処法の一つで

あることは間違いないでしょう．反対に，

根源的な感動，喜び，悲しみ，虚無感，怒り

など多様な表現があり，感心させられます．

本書を読んで，感じるのは「優れた研究者は

豊かな感性と自然や人間も含めた生きとしい

けるものに対し，深い興味と愛情を持ってい

る」ということです．

著者の諏訪兼位氏の歌は朝日歌壇に何度と

なく掲載され，選者から高い評価を受けてい

ます．氏は優れた地質学者・岩石学者である

と同時に，日本における「アフリカ学」のパ

イオニアです．この本の随所にアフリカの歌

が出てきます．アフリカの大自然に触れた時

に，心の奥からその感動が歌となって出てき

たと書いてあります．一時，多忙なことも

あって，10年ほどのブランクがあり，再び，

歌を詠むようになったそうです．

フィールドワークは，いわゆる理系であろ

うが，文系であろうが，重要で，特に地質学

にとっては欠くことのできないものです．本

書にはフィールドで接した，自然の驚異，自

然への畏敬，感動の歌が多数紹介されていま

す．

歌人として登場する地球科学者は，故人で

は小藤文次郎，大塚弥之助，清水大吉郎，現

役では高橋正樹の各氏です．諏訪氏によって

詠まれた歌の登場人物としては，世界で一番

若い花崗岩体を発見した原山　智氏，ナホト

カ号による重油汚染に対して陣頭指揮をとっ

た田崎和江氏，ニーラゴンゴ火山観測で機材

を持ち逃げされてもめげないで頑張った浜口

博之氏，地質学の水谷伸治郎氏などです．ま

た，地球科学以外の分野の方々の歌も多数紹

介されています．

最終章第６章では著者も含めた戦争への怒

りと平和の希求を込めた歌がその背景ととも

に切々と語られています．諏訪さんの３歳か

ら17歳までは，いわゆる15年戦争の時期でし

た．終戦の年1945年夏，鹿児島の七高生で

あった諏訪さんは学徒動員で愛知県の半田市

にいましたが，「８月10日に長崎へ集結せよ」

との命をうけ，半田から汽車を乗り継ぎ，鹿

児島に向かいました．原爆が投下される直前

に広島を通過し，８月はじめに鹿児島に着き

ましたが，８月９日に長崎に原爆が投下され，

奇跡的に難を逃れることになりました．しか

し，七高生の一級上の先輩を多数原爆で失い，

また，特攻隊の基地となった知覧の飛行場建

設に動員されるなど，戦争は諏訪さんの心に

深い傷跡を残しています．戦争への怒り，若

くして戦場へと駆り立てられていく若者，友

を不条理な戦争で失った悲しみ，平和への願

いが諏訪さんの歌から切々と伝わってきま

す．湯川秀樹氏をはじめとして核兵器の悲惨

さとその廃絶への願いをこめた歌も多数紹介

されています．

本書は地球科学の普及書や学術書ではあり

ませんが，「真理」「自然への畏敬」「希望」

「感動」「怒り」などなど，いろいろなことを

考えさせてくれる本として，ぜひ一読をお薦

めします．

（沢田順弘）
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またそのなかで各候補者がどのような点に重

点をおこうとしているのかがわかり，投票す

る上でおおいに役立ちました．こういった選

挙公約は大変よい試みであり，今後も是非

やっていただきたいと思います．

ところで，学会の運営は，与党と野党が対

立関係にある政党政治とは異なるわけですか

ら，職種，階層，年齢，考え方が多種多様な

会員から構成される学会の代表たる会長や副

会長の選挙は正々堂々，公正に行われること

が大変重要であり，それがあとにしこりを残

さない，そして学会活動や運営の活性化につ

ながる賢明な方法であると思います．そうし

た観点から今回の選挙をみた場合，いくつか

気になる点がありました．選挙の公平性とい

う点から特に気になったのは，一部の候補者

の推薦者に現会長や会長経験者が加わってい

るということです．たとえば，会長候補２人

のうちの一方の方の推薦者に現在の会長，前

会長，前々会長が加わっているというのは，

選挙の公平性を重視する，あとにしこりを残

さないよう最大限努力する，学会全体の代表

である，学会員の自由な判断を尊重する，と

いうのが会長のおかれた立場であるとするな

らば，深刻な問題であるといえます．これで

は，立候補者本人の力で選ばれたのか，ある

いは推薦者の力で選ばれたのかわからず，当

選者本人の名誉にも傷がつくことにはならな

いのでしょうか．さらには，会長の権威失墜

にもつながりかねません．現会長などが，推

薦に名前を連ねるだけでなく，もし万が一，

選挙運動などにも積極的に加わっていたとす

るならば，殿（将軍様）ご乱心ともいえる所

業と受けとられても仕方ないでしょう．

次に問題であると思ったのは，現会長，前

会長，前々会長の推薦をうけている会長候補

者が，３人の副会長立候補者のうちの定員２

名にあたる２人の候補者の推薦人に加わって

いることです．これも選挙の公平性を阻害す

る可能性が大きいとともに，副会長を意見の

合う，あるいは意見の近い気のあったもの同

士で固めようという意図が強く感じられま

す．しかしこれでいいのでしょうか．本来な

らば会員の自由な判断で副会長が選ばれ，全

体としてバランスがとれた構成となるほうが

望ましいのではないでしょうか．意見や立場

が異なる人が全体の利益のためにまとまって

いくように努力するほうが，学会としては

ずっとたくましく，また運営もうまくいくの

ではないでしょうか．

今回の選挙では，代議員選挙のみならず，

会長・副会長の選挙も行われたために，会員

の地質学会の活動に対する関心を高めるとい

う本来の姿の選挙となりましたが，その一方

で近年にない事態となったために，上述した

ような問題点も生じています．これらは，規

則に違反するというものではないのでしょう

2007年12月19日

正会員　徳橋秀一

2007年11月～12月にかけて，次期役員選挙

が実施され，その結果が地質学会のホーム

ページに掲載されていました．今回の選挙の

特徴は，何といっても会長・副会長候補に定

員を超す立候補や推薦があり選挙が実施され

たことでしょう．会長・副会長の選挙という

のは，近年例がないだけに，今回のやり方を

みて，今後いろいろと検討しなければならな

い問題があるように思いました．そこで今後

への提案も含めて，いくつか感想と問題点を

指摘させていただきます．私は，今回の会

長・副会長の選挙（定員を超す立候補）につ

いては，投票用紙（選挙広報）を受け取って

知りましたので，その経緯については全く理

解しておりません．また，候補者の選挙公約

（所信・マニフェスト）を読んだ上で速やか

に投票するとともに，他のどなたにも選挙運

動をしたことはありません．あくまで普通の

一会員として投票用紙を受け取り，選挙運動

とは無関係に一票を投じた普通の会員であ

り，そういった立場からの一意見として受け

とめ，検討していただければと思います．

私は，今回のような会長・副会長の選挙が

実施されるというのは，学会の今後の活動の

あり方について会員が考えるよい機会になる

という意味で，また学会活動を活性化させる

という意味で大変好ましいことだと感じまし

た．また，こうした選挙があるのが本来の正

常な姿であり，これまでのように定員どおり

の候補者で，選挙がないまま決まってしまう

ほうが異常であったと思います．今までのや

り方ですと，将軍様のお世継ぎ決定と同じで

全く表に現れませんでしたので，一部のえら

い人の調整や説得，あるいは勢力争いによっ

て決められるものだと思っている人がいても

不思議ではないでしょう．これはまた，会

長・副会長候補に積極的に立候補してこな

かった会員側にも問題があったといえるで

しょう．しかし最近は，保守党の自民党でさ

え総裁を選挙で決めるのが当たり前の世の中

ですから，学会の代表となればなおさら選挙

で決めるのが好ましいといえるでしょう．そ

ういった意味で今回立候補されたみなさんに

は拍手を送りたいと思います．どなたもこれ

まで学会活動を直接的，間接的に支えてこら

れたりっぱな方ばかりだと思います．また今

回の選挙広報では，投票用紙，候補者リスト

とともに，会長・副会長候補については，各

候補者の選挙公約が同封され，学会およびそ

の周辺では今何が重要な課題となっており，

が，選挙が学会の活性化になってもしこりと

ならないためには，選挙の公平性が強く望ま

れ，そうした観点からみた場合には深刻な問

題であると考えられます．今回の経験を踏ま

え，今後より公平な選挙を行っていくために

はどうしたらいいのか，知恵を絞り，新たな

ルール（選挙規約・内規）をつくっていくこ

とも必要かと思います．たとえば，少なくと

も会長，副会長の選挙の場合は推薦人を選挙

公報など表にはいっさい出さない（したがっ

て，候補申込は本人からの申込のみとして推

薦の形はとらない），現会長の方針（重点の

置き方など）を踏襲したいとか，あるいは変

更したいとかを強調したい場合には，各候補

者の選挙公約のなかで述べるようにする，会

長，副会長の候補者が定数内であった場合で

も選挙公約を書いてもらい，信任投票をして

もらうことも考えられるかと思います．

私がかつて役員を退いたときに，地質学会

の元会長のある人は，「学会は反対派（批判

勢力）がいなくなると必ず堕落するので，何

かおかしいと思ったときは積極的に批判した

ほうがいい，徳橋さんもそういう役割を果た

す一人になったほうがいい」といった趣旨の

発言をされました．私は，今回の選挙をみて，

ロシアで現在進められているプーチン大統領

後の大統領選挙を思い出して仕方ありませ

ん．「ロシアの発展のために，強いロシアの

ために」というスローガンと同じく，「地質

学会の発展のために，地質学の地位向上のた

めに」という美名を看板に，強い立場の人が

その立場を限度を越えて利用することを正当

化するとしたら，その先にあるものは，真の

発展でしょうか，それとも堕落でしょうか．

私は，地質学会はこのままでは，一部の人の

独走と私物化によりますます堕落の道に迷い

込んでいくことになるのではないか，という

懸念を今度の選挙を通して強くもつに至りま

した．そういった道に迷い込み，二度と戻れ

ない奈落の底に落ち込まないために，今後は

より成熟した選挙の実施を強く望むもので

す．そして反対派，少数派も大切にする多様

性に富んだふところの深い学会として成長・

発展していくことを強く望みます．今回の選

挙はもう終わったわけですから，その結果を

尊重すると同時に，相手の立場に立って，問

題点を謙虚に反省していただき，立候補者や

推薦に参加した関係者，会員，とりわけ役員

の間に無用な摩擦やしこりが残らないよう

に，あるいはしこりを修復していただくよう

に行動していただくことを切に望みます．役

員の皆様には，地質学会全体の利益と進歩と

いう観点から行動していただきたいと思いま

す．そしておかしいと思うことには，勇気を

出して発言していただきたいと思います．も

のいえぬ地質学会では，まともな発展は絶対

に望めません．
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会員の声

日本地質学会役員選挙，
特に，会長・副会長選挙への提言



implications for crustal growth

mechanisms」， S. Wilde（オーストラリア）

「The ultimate precursor to Gondwana: how

and when did the earliest crust form?」，

M. Santosh（ 日 本 ／ イ ン ド ）

（Supercontinents, thermal anomalies and

fluid flux in the Proterozoic Earth．引き続

いてM.N. Balasubramanyan（インド）らに

よる一般講演６題が行なわれた．

午 後 の 第 ２ セ ッ シ ョ ン 「 Birth of

Gondwana」（世話人：A. Collins と K.

S h i r a i s h i ） の 基 調 講 演 は ， K . V . W .

Kehelpannala（スリランカ）「Structure and

kinematic evolution of a possible Pan-

African suture zone in Sri Lanka」と A.

Col l ins（オーストラリア）「Austral ian

Neoproterozoic tectonics in a global

framework」の２題であった．続いてM.

Satish-Kumarら（日本／インドほか）ほか

による６題の一般講演があった．この間，２

回のティーブレークとランチタイムには，１

階展示室でポスターセッションが行われた．

９日夕方，講演が終わった後にIAGR 2007

年総会が行なわれ，引続いて博多ベイクルー

ズでシンポジウム晩餐会とIAGR最優秀論文

賞授与式（別に報告した）があった．

10日は朝一番に，前夜の授賞式でメダルを

受けたB. Goscombe（オーストラリア）によ

る 特 別 講 演 「 Determining crustal

architecture using integrated terrane

analysis: example from the eastern Nepal

Himalaya」があった．続いて第３セッショ

ン「After Gondwana」（世話人：Y. Osanai，

B.F. Windley，T.N. NamとN.X. Khien）に

入り，３題の基調講演，Ｒ.J. Goldfarbと

C.J.R. Hart（米国・オーストラリア）

「Gold metallogeny and Asian continental

growth」，A. Krönerら（ドイツほか）

「Origin of metamorphic terranes in the

Central Asia Orogenic Belt: Precambrian

basement or deep crustal roots of

Palaeozoic arc system?」及び Y. Osanaiら

（日本ほか）「Lower crustal processes of

Trans Vietnam Orogenic Belt and its

northern extension: evidences for Permo-

Triassic collision metamorphism in eastern

Asia」があった．このセッションの一般講演

はC. Lepvier（フランス）らによる11題で

あった．この日の午前中にはポスターがほぼ

出揃い，昼休みのポスターセッションはさら

表題のシンポジウムが昨年11月８日～10日

に福岡で，付随の野外巡検が11日～13日に福

岡から菱刈の間で行われた．以下にシンポジ

ウムの概要を報告する．

このシンポジウムは，国際ゴンドワナ研究

連合（IAGR）がゴンドワナ関連の研究プロ

ジェクトなどと共同で2004年から行ってきた

もので，開催地は清州市（韓国）（第１回），

北京（第２回），香港（第３回）など，アジ

ア各地で行われてきた．今回の第４回シンポ

ジウムは，シンポジウム準備・実行委員会が，

九州大学，日本学術振興会や日本地質学会な

ど，７つの機関・組織の後援を得て行われた．

参加者は日本（68人），韓国（５），インド，

オーストラリア（４），ベトナム（３），台湾，

パキスタン，米国，フランス（２），中国，

ノルウエー，オランダ，英国，スリランカ，

ロシア，エジプト，ドイツ，タイ，ブラジル，

マレーシア，南ア，モンゴルなど20数カ国か

ら105人（参加者リストの集計，在日外国人

10人前後の国籍は日本になっている）．要旨

集に収められた研究発表は，特別講演等も含

めて口頭39題（内２題がキャンセル），ポス

ター58題（内数題がキャンセル）であった．

出席者・講演とも，キャンセルは少なかった

ようである．なお，シンポジウム前に出され

た上記参加者リストや要旨集の数は実数とや

や違っているであろう．

会場は福岡市北西部で海岸近くの九州大学

西新国際プラザ，宿舎は市内のKKRホテル

博多で，朝にはシンポジウムのバスが迎えに

きてくれ，夜にはにぎやかな天神通りから薬

院大通りへと，のんびりホテルまで歩き／タ

クシーあるいは地下鉄で容易にたどり着け

た．設営的には，まずは快適な国際シンポジ

ウムであった．以下に日時を追って，シンポ

ジウムの様子を記す．

８日夕方は５時半に会場集合で，早くから

アイスブレーカーが始まった．久しぶりに会

うIGCP368～512の研究仲間達と肩を抱き，

乾杯し，その後の消息や今後の研究計画等，

話題は賑やかだった．９日からはプラザ２階

大会議室での学術シンポジウムで，朝の第一

セッション「Beyond Gondwana」（世話

人：S.A. Wildeと M. Santosh）は，下記の４

題の基調講演で始まった：M. Brawn（米国）

「Archean metamorphism and tectonics:

latest news and views」，B.F. Windley（英

国）「Multiple cross-sections through the

Archaean crust, West Greenland;

に盛況であった．

午後４時のコーヒーブレークのあとは，第

４セッション「Gondwana Metallogeny」

（世話人：R.J. Goldfarb とY. Watanabe）で，

Y. Watanabe と X. Li（日本・中国）による

基調講演「Sn-W-in-REE metallogeny in

southeast China」と，N.M. TrungとT.

Itaya（ベトナム・日本）ら４題の一般講演

があった．

“ゴンドワナからアジア”をテーマに，ゴ

ンドワナランドのコアを作る始生代地殻から

ゴンドワナの分裂後までを一続きの３セッ

ションとし，アジアに焦点をあてつつ，ゴン

ドワナランドの全大陸からの最新の話題が提

供された本シンポジウムは，まとまりがよく，

また講演時間も20分と比較的長いために質疑

が活発に行われ，参加者に好評であった．ま

た，基調講演を含め，講演の多くはオリジナ

ルデータやアイディアに基づいたトップレベ

ルの興味深い内容であった．とりわけ，ベト

ナム・中国を中心とした東南アジア－東アジ

アからの新知見が多く，今後のこの分野の進

展が予感された．次回のこのシンポジウムは

来年11月にハノイで開かれるようであり，楽

しみである．

国外20数ヶ国からの参加者の割合は全参加

者中約35％，在日外国人を含めると46％ほど

となる．日本で開かれたこの規模の国際シン

ポジウムとしては最大級の国際性と先進性を

持ったものであったと思われる．いずれ発行

されるであろうシンポジウム論文集と合わせ

て，ゴンドワナランドの地球科学研究に少な

からず貢献することになるであろう．

なお，何人かの国外参加者からは，シンポ

ジウム等による旅費援助への感謝の声が聞か
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第4回“ゴンドワナからアジア”国際シンポジウム報告

吉田　勝（ゴンドワナ地質環境研究所）

K.V.W.ケヘルパンナラ（スリランカ基礎科学研究所）

学協会・研究会報告

写真；（上）基調講演風景（演者はB.F .

Windley，座長はM. Santosh）（下）ポス

ター会場でS. Wilde，M. Brown，M.

Santosh，A. Collinsと吉田



貴重なものと感じられた．

シンポジウム終了後の10日夜にはオプショ

ナルな“晩餐会”があり，市内の居酒屋で20

数人が集り，大いに気炎をあげた．11日から

はシンポジウム付属の３日間の九州縦断野外

れた．とりわけ低収入国の科学者らにとって

は，旅費援助がなければシンポジウム参加は

望み得ないものであったろう．日本学術振興

会などによるシンポジウム開催経費補助は，

この種の国際シンポジウムにとってまことに

巡検（肥後変成帯－阿蘇火山－黒瀬川帯－菱

刈鉱山）があったが，これについては別に報

告する．
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Eurasian Geological Seminar 2007（EGS

2007）が2007年７月18日～28日の日程でモン

ゴル国においておこなわれた．22日，23日の

両日に首都のウランバートル，モンゴル科学

技術大学において開催されたシンポジウムで

は，“東アジアのジオダイナミックプロセス”

のキーワードの下，モンゴル，日本，中国，

台湾，ロシア，オーストラリア，アメリカの

研究者により研究発表と情報交換が非常に活

発におこなわれた．また，このシンポジウム

に先立つ18日～21日にはプレフィールド巡検

（Famous  Dinosaurs  sites  in  South

Mongolia）が，シンポジウム終了後の24日

～26日にはポストフィールド巡検（1A：

Devonian Accretionary Complexes in

Ulaanbaatar areaと1B：Ore deposit trip to

Boroo-Zaamar gold deposit area）が企画さ

れ，モンゴルの雄大な自然を堪能しつつ貴重

な好フィールドを見学することができた．一

方，27日～28日に予定されていた航空機を

チャーターしての南ゴビOyu-Tolgoi，Cu-Au

鉱床へのポストフィールド巡検（2）は，参

加者数が最小催行人数に満たなかったために

残念ながら中止となった．シンポジウムと各

フィールド巡検の様子を報告する．なおEGS

2007は，モンゴル科学技術大学，モンゴル地

質情報センター，名古屋大学博物館，IGCP

516の共催により開催された．

３泊４日でおこなわれたプレフィールド巡

検の最大の目的は，恐竜の化石の産地として

有名なゴビ砂漠のバヤンザク（Bayanzag）

を訪れることであった．バヤンザクは1920年

代に世界で初めて恐竜の卵の化石が発見され

た場所である．このゴビ砂漠のほぼ中央を目

指してウランバートルから車でひたすら南

下，キャンプをしながら往復するというモン

ゴルならではの巡検を経験した．案内者２名，

参加者９名が２台の車に分乗し，大量の食料

と水，ガスボンベとコンロとともに草原から

砂漠へと疾走（爆走？）することとなった．

水浴びする馬群や草を食む羊やヤギ，初めて

見る蜃気楼に興奮し，地図にならないほどの

まっさらな大地に道を作りながら進む車を満

喫した．途中，中生代の花崗岩体や石炭鉱山，

ジプサムの産地などを観察したほか，頁岩を

積み重ねセメントした壁のみが残る遺跡に立

ち寄り，２日目の夜には目的地であるバヤン

ザク近くのツーリストキャンプに到着した．

ゴビ砂漠は赤茶けひび割れた大地で，ラクダ

の群れが悠然と移動する光景が印象的であ

る．干からびた灼熱の砂漠のイメージとは異

なり，大きな水溜りや水の流れた跡がみられ

たことが意外であった．バヤンザクでは恐竜

の化石に目を凝らしながら“Flaming Cliffs

（炎の崖）”と呼ばれる白亜紀の地層が露出す

る場所を歩きまわった．残念ながら卵の化石

は見つからなかったが，目が慣れるにつれ思

いのほか多くの骨化石（片？）が見つかり，

非常に心躍る経験をすることができた．その

後，二匹の恐竜が戦った体勢のまま化石に

なった“Fighting Dinosaurs（戦う恐竜）”

の産地であるグリンシア（Tugrugiin Shiree）

を訪れたが，強い雨に阻まれゆっくりと露頭

を見てまわることができなかった．砂漠で雨

に降られるという貴重な経験ではあったが，

多くの化石が発見されている地でもありやや

残念であった．この露頭を最後に一路ウラン

バートルへの帰途に着いたが，予定していた

道が消失していて行程変更を余儀なくされる

などなど，最後まで考えられない出来事にド

キドキし続けた巡検であった．日常茶飯事の

車のパンクや故障，スタックの度に見事な手

腕を発揮した２名の運転手さん，巡検の案内

から食事の支度，ラクダ乗りの手配まですべ

てにおいて気を配っていただいた案内者のN.

Ichinnorov，G. Sersmaa両氏には本当にお世

話になった．

22日，23日に開催されたシンポジウムでは，

22件の口頭発表と９件のポスター発表がおこ

なわれた．開会の辞に続き，“Tectonics:

East and Southeast Asia”のセッションが

開かれ，ジュラ紀～白亜紀における日本やロ

シア東縁部付近での付加体やプレート運動，

新第三紀以降の台湾での付加・造山運動など

のテクトニクスが議論された．その後の

“Ore Deposit and Mineral Exploration

Methodology”のセッションでは産状や分布，

岩石学的見解，地球化学的データをもとにモ

ンゴル，日本，ロシアの鉱床地域に関する議

論が盛んにおこなわれた．鉱床の分布，潜在

写真上から）シンポジウム：ポスター会場，

プレ巡検：スタック，ゴビ砂漠ラクダ，ポス

ト巡検１A：テント村，参加者集合写真．
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は，いつの間にか猛禽類の巣に異常接近して

いることもあり，あわててその露頭から去る

場面もあった．二泊とも各自持参した一人用

テントに夏季用寝袋での宿泊で，気温・湿度

ともに十分快適なテント生活であった．さす

がに大草原の中「冷えたビール」を望むのは

無理な話であったが，缶ビールにトイレット

ペーパーを巻き水でぬらし，車の影において

草原を行く風を利用して冷やす方法を教えて

もらった．が，熱さと乾燥からとてものどが

渇き，冷え切るのを待つ余裕はなかった．大

草原でのきわめて限られた露頭条件で，付加

体を証明することは大変難しい仕事である

が，日本で培われた手法を用いて付加体の存

在を見事なまでに実証した内容であった．

IGCP516でもモンゴルの地質情報を発信して

いるM. Chuluun氏を始め，日本人案内者の

方々の行き届いた巡検案内に感謝したい．

ポストフィールド巡検（1B）では，ウラ

ンバートル西方のザーマル（Zaamar）の金

鉱床地域を中心に金の採掘現場を見学した．

この巡検には16名が参加した．初日はザーマ

ルへの行程であったが，やや寄り道をする形

でボロー（Boroo）の金鉱山へ立ち寄った．

カナダ資本により運営されているボローの金

鉱山では４つのオープンピットが掘られてい

る．この地域にはカンブリア－オルドビス紀

の弱変成岩であるHaraa formationとオルド

ビス紀の花崗岩（Boroo complex）が分布す

る．金の分布はこれらを切るBoroo fault

zoneに沿うほか，石英脈中にもみられると

のことであったが，露頭では残念ながら高品

位鉱の観察には至らなかった．この金鉱山は

非常にセキュリティが厳しく，出入りの際に

は荷物検査や飲酒検査がおこなわれた．その

後，数回の休憩を挟みつつ半日をかけて200

kmの距離をザーマルに向かって移動した．

ザーマルの金鉱床地域は，河川に沿って長さ

60kmにもわたる大規模な鉱床で，風化，侵

食作用の削剥を受けた鉱脈からトーラ

（Tuul）川に流出した金が各時期の河床に堆

積して形成されたものである．２日目は，段

丘に無数に広がる露天掘りの採掘現場と河川

の流れとの関係が一望できる高台で砂金の堆

積状況についての説明を受けた後，ドレッ

ジャーを使用して大規模に採掘をおこなって

いる現場を訪れた．大きな金属の桶で河床を

削り取りエスカレーター式にすくい上げてい

く様子は圧巻であった．これらの土砂は船の

中に設置されている自動のパンニング機にか

資源の評価などこのトピックスについてのモ

ンゴル人研究者の関心は非常に高く，モンゴ

ルが鉱物資源国であることを再認識すること

となった．“Tectonics: Central Asia”の

セッションでは主にモンゴル地域の古生代の

テクトニクスを中心に活発な議論が交わされ

た．近年，急速に調査が進んだことを受けて

構造発達史にまで踏み込んだ討論がおこなわ

れた．ポスターセッションは22日に開催され，

モンゴルの鉱床の特色や地質構造，大陸東縁

部の火成活動が報告されたほか，鉱物を用い

た岩石の形成場の議論もおこなわれた．22日

の夕食を兼ねた懇親会では，モンゴル独特

（？）の明るい雰囲気の下，研究活動にとど

まらない研究者間の交流が図られた．23日の

夕方にはモンゴル舞踊や音楽のコンサートの

オプションもあり，モンゴルの文化を知るよ

い機会がえられた．

ポストフィールド巡検（1A）のThe

Devonian to Carboniferous（?）accretionary

complex of the Khangai-Khentei belt,

central Mongolia－evidence for the Mongol-

Okhotsuk Ocean－は，M. Chuluun氏，D.

Bayambadash氏，束田和弘氏，栗原敏之氏，

柏木健司氏，大藤　茂氏，T. Onongyn氏の

案内で，７月24日～26日の３日間で実施され

た．これらの案内人のほかに，中国２名，台

湾１名，ロシア１名，日本１名の参加者，支

援スタッフと総勢17名の大所帯の巡検であっ

た．巡検地はウランバートルから車で２～３

時間の大草原地帯で，最近の日本とモンゴル

の合同調査の成果を披露する内容であった．

初日は，中央モンゴルのウランバートル帯の

ゴルヒ層のデボン系赤色チャート，玄武岩，

珪質頁岩の観察，２日目は同帯セルゲレン層

の変成相や剪断帯の観察，３日目はゴルヒ層

の石灰岩を観察した．日本の放散虫化石を用

いたチャート－砕屑岩シーケンスの認定は世

界的にも高く評価されているが，ウランバー

トル帯のデボン紀付加体にその手法を用いた

精度の高い研究の紹介であった．モンゴルと

いえば，高木のないはてしない大草原を思い

起こされると思うが，まさにそのような景色

の中でのチャート－砕屑岩シーケンスの認定

作業を紹介する巡検であった．チャートは丘

や低山をなし，細粒砕屑岩は谷部をなすよう

な地形関係である．巡検の合間，空を見上げ

ると猛禽類があちこちで輪を描いており，地

上には高木低木がないことから当然チャート

露頭に舞い降りていることが多かった．時に

けられ，即座に大まかな選別がおこなわれる．

不要な土砂が排出されるためドレッジャーの

後方には大きな山が築かれていた．この砂金

採掘会社はモンゴルとロシアの合弁会社で，

ドレッジャー内の案内人はロシアの技術者で

あった．最終段階のパンニング作業をおこな

う様子の見学では，容器に次第に溜まってい

く砂金に見とれるばかりであり，砂金の標本

（ナゲット）や金塊（インゴット）に触る機

会も得られて大満足の見学となった．午後に

は過去に肉眼サイズの自然金が見つかってい

るZammar Mountain付近の石英脈を訪れ，

金探しをするなど金鉱床地域ならではの気分

を満喫した．３日目の午前中にはモンゴル資

本のみで運営されている“Tod Undarga

company”を訪れ，砂金のパンニングの様

子を見学した．ザーマル滞在中はこの会社の

好意により，建設中の寮の一部で宿泊すると

ともに食事を提供してもらっていた．そのた

め十分な時間を見学にあてることができ充実

した巡検となった．この３日間は予想以上に

暑い日が続き，参加者は一様に日焼けしてウ

ランバートルへ戻ることとなった．様々なタ

イプの金鉱山を見学できるように綿密な準備

をし，現地の案内をしてくれたS. Jargalan氏

に感謝したい．
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Oh, Chang Whan and Kusky, Timothy（2007）

The late Permian to Triassic Hongseong-Odesan collision belt in

South Korea, and its tectonic correlation with China and Japan

International Geology Review, 49（7）, 636-657.（ISSN: 0020-

6814/07/942/636-22）

呉　昌桓，ティモシー・クスキー（2007）

南朝鮮のペルム紀後期～三畳紀の洪城－五台山衝突帯，そして中

国・日本との構造対比

1980年代末から1990年代にかけて，日本，米国，トルコなどと中

国との共同研究により中国東部の大別（Dabie）山地（湖北省・安

徽省）及び蘇魯（SuLu）地域（江蘇省・山東省）から相次いで

コース石やダイヤモンドを含むエクロジャイトが発見され，北中国

（中朝）地塊と南中国（揚子）地塊の間の衝突帯に超高圧変成帯の

存在が明らかになった．その後の同位体年代測定によりこの超高圧

変成作用の年代は約250Maであると決定された．つまり，古生代末

～三畳紀にかけて，この地域で大規模な大陸衝突型造山運動があっ

たことが確実になった．大別蘇魯超高圧変成帯の東方延長がどこに

続くかは朝鮮半島や日本の地質研究者にとっても非常に身近な興味

ある問題である．これまで様々な提案がなされてきたが，それらは

どれも朝鮮半島におけるデータが十分でなかったために決め手を欠

いていた．このたび，韓国の呉 昌桓氏が米国のTimothy Kusky氏

と共著で韓国内のデータをまとめ，中国や日本との地質のつながり

を論じた総説を発表したので，ここに紹介する．

まず，この総説で紹介されている従来の提案を概説する．Yin

and Nie（1993）は蘇魯超高圧変成帯が朝鮮半島中部の臨津江

（Imjingang）帯につながると考え，左横ずれの 廬（TanLu）断

層と右横ずれの湖南（Honam）断層（沃川Okcheon帯と嶺南

Yongnam地塊を境する）の間の部分が北へ動いて沈み込んだとす

る「食い込み（indentation）モデル」を提唱した．Ree et al.（1996）

は臨津江帯の変成作用の年代が249 Maであることを報告し，蘇魯

帯と臨津江帯を結ぶ説を支持したが，この変成作用は中圧型であっ

て超高圧の証拠はない．Ernst and Liou（1995）はこの衝突帯が更

に日本の三郡変成帯に延びるとし，Zhang（1997）はこの衝突帯が

北東に延びて中国東北部の延吉（Yanji）帯に達すると提案し，延

吉ではペルム紀前期に衝突が始まり，衝突は次第に西方に移って三

畳紀後期まで続いたと考えた．しかし，Ishiwatari and Tsujimori

（2003）は大別蘇魯衝突帯が朝鮮を迂回し，八重山諸島石垣島の高圧

変成帯を経て直接西南日本内帯の高圧変成帯につながると提案した．

Oh and Kusky論文の要旨は次の通りである．著者らは南朝鮮京

畿（Gyeonggi）地塊の洪城（Hongseong）地域（韓国中西部）の

三畳紀中期（約230Ma）エクロジャイトが中国の大別蘇魯衝突帯に

対比できることを新たに提案する．また，京畿地塊東部の五台山

（Odesan）地域（韓国北東部）に貫入するペルム紀（約257Ma）の

マンゲライトは大陸衝突帯に特徴的な化学組成を示し，このことは

洪城衝突帯が五台山地域まで延びること暗示する．一方，西南日本

の肥後変成帯ではサフィリンを含むグラニュライトとそれに関連す

る高度変成岩が約245Maの超高温変成作用の存在を示している．こ

の変成作用は五台山地域の地域のスピネルグラニュライトについて

見積もられた245±10Maの超高温変成作用とよく対応しており，大

別蘇魯変成帯が洪城五台山帯を経て肥後帯に続くこと，そして西南

日本の古生代沈み込み帯が大別蘇魯衝突帯の東の延長であることを

示している．日本の古生代沈み込み帯は更に北中国地塊東縁に沿う

石炭紀～ペルム紀の沈み込み帯である延吉（Yanji）帯に続くのだ

ろう．これらのデータは北中国地塊周縁部の顕生代の沈み込み及び

北中国地塊と南中国地塊の間の衝突が大別－蘇魯－洪城－五台山－

肥後－延吉帯を形成したことを示す．温度圧力条件を推定すると，

この衝突帯では東から西へ地温勾配が低下し，削剥速度が大きかっ

たことがわかる．この結果として，朝鮮の五台山地域と日本の肥後

地域では超高温変成帯が，朝鮮の洪城地域では高圧変成帯が，そし

て大別－蘇魯帯では超高圧変成帯が形成され，地域ごとに異なる地

温勾配が記録されている．

この論文の結論は次の３つである．（1）中国の大別－蘇魯衝突帯

は朝鮮の洪城－五台山帯に続く．（2）北中国地塊と南中国地塊の衝

突はペルム紀前期（297-268 Ma）に朝鮮で始まり，258-225 Maの

間に西へ伝播して，左ずれの 廬断層を形成した．（3）北中国地塊

周辺の顕生代の沈み込み及び北中国・南中国地塊の衝突が大別－蘇

魯－洪城－五台山－肥後－飛騨－延吉帯を形成した．

私としては，（1）洪城地域のエクロジャイト（飛鳳Bibong）や

ざくろ石グラニュライト（白銅Baekdong）が超高圧変成帯の延長

を代表し得るか（コース石はまだ発見されておらず，飛鳳，白銅，

維鳩Yugu等の超苦鉄質岩体からもまだざくろ石かんらん岩は発見

されていない），（2）超高温変成帯が超高圧変成帯の延長と言える

か（なぜ同じ衝突帯の延長上で一部が超高圧になり一部が超高温に

なるのか．古典的な「対をなす変成帯」のモデルと矛盾する），（3）

朝鮮半島南部が南中国地塊に属することの論証は十分か（特に古生

界の層序の問題），などの疑問は残るが，この総説は超大陸ロディ

ニア及びゴンドワナの形成・分裂の歴史を踏まえて東アジアの地質

構造発達史を総括的に論じた気宇壮大な論文であり，日本の地質研

究者に一読をお勧めする．

なお，上の３つの疑問を直接著者に伝えたところ，（1）と（2）

については，造山帯延長方向での衝突時期の差による沈み込むスラ

ブの破断の有無によって説明可能であり，それについての論文を執

筆中とのことだった．また，（3）については，Wang, Z.-H. et al.

（2007; Ordovician conodonts of the Tarim Region… J. Asian

Earth Sci., 29, 832-）を示して，南朝鮮のオルドビス紀のコノドン

トは北中国タイプだが，南中国の一部（江西省や江蘇省北部）にも

北中国タイプのコノドントが出ることがある（p. 838）ので，化石

からも南朝鮮は南中国地塊の一部と考えてよいという返答を得た．

韓国の地名の漢字表記の一部を調べていただいた町 澄秋氏に感

謝する．

【追記】大別蘇魯超高圧変成帯の東方延長について2007年11月に中

国のグループが次の論文を公表した．Zhai, M.G., Guo, J.H., Zhong

L., Chen, D.Z., Peng, P., Li, T.S., Hou, Q.L. & Fan, Q.C.（2007）

Linking the Sulu UHP belt to the Korean Peninsula: Evidence

from eclogite, Precambrian basement, and Paleozoic sedimentary

basins. Gondwana Research, 12, 388-403. この論文は基本的に

Ishiwatari & Tsujimori（2003）らの説を支持し，蘇魯帯は朝鮮半

島を横断せず，朝鮮半島の西岸に沿って黄海を南下するとしている．

ただし，洪城地域のエクロジャイトを含む片麻岩だけは揚子地塊の

黄海突出域の先端の蘇魯帯の一部が露出したものと考えている．な

お，洪城地域のエクロジャイトについて，Oh & Kusky論文では

2003年のノルウェーでのエクロジャイト会議におけるOh et al.の発

表を最初の報告としているが，Zhai et al.論文ではこれを引用せず，

2004年のGuo et al.のGondwana to Asia International Workshop

（韓国開催）の発表が最初としている．また論文発表も，Oh &

Kusky論文ではOh et al.（2005）のJournal of Geologyの論文を引

用し，Zhai et al.論文ではZhai & Guo（2005）のMitteilungen der

Osterreichischen Mineralogischen Gesellschaftの論文を引用してい

る．国際的な共同研究は（国内でも？），現地調査の段階では仲良

くやっていても，発表の段階でトラブルになることがよくあるので，

その例かもしれない．
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論文紹介：中国の大別蘇魯
ターピエ・スールー

衝突帯の東方延長に新説TOPIC
石渡　明 金沢大学理学部



ジオパーク連絡協議会の発足と地質学会への要請

ジオパーク設立推進委員会

委員長　佃　栄吉

ジオパーク設立を希望する自治体や地域連携組織による「日本ジ

オパーク連絡協議会」が2007年12月26日に発足した．設立総会に先

立ち，佃が日本地質学会ジオパーク設立推進委員会の委員長として

来賓挨拶を行い，地質学会としての活動の経緯などについて説明し

た．また，渡辺真人会員がジオパークの理念及び世界ジオパーク

ネットワーク登録申請までの手続きなどについて講演を行った．参

加者は50人．本連絡会には白滝黒曜石遺跡・アポイ岳・洞爺湖有珠

山・小田原箱根・南アルプス・糸魚川・山陰海岸・雲仙・霧島の９

地域が正会員として，五浦海岸・石見銀山・四国・天草御所浦の４

地域がオブザーバーとして参加した．規約の決定の後，以下の役員

が選出された．

会長：米田　徹（糸魚川市長）

副会長：山中　漠（壮瞥町長）・中貝宗治（豊岡市長）・吉岡庭二郎

（島原市長)

理事：坂下一幸（様似町長）・小澤良明（小田原市長）・小坂樫男

（伊那市長）

監事：北川健司（遠軽町長）・前田終止（霧島市長）

総会の終わりには日本から世界ジオパークネットワークへの申請

を行うため「日本ジオパーク委員会」を早期に設立するよう要請文

が決定され，地質学会を始め，関係省庁等への積極的な働きかけが

確認された．ジオパークに関する最近のトピックスについては

http://www.geosociety.jp/geopark/content0014.html を参照して

いただきたい．

要請文は以下の通り．

（要請文）

日本地質学会

会長　木村　学　様

ジオパーク推進に係る要請書

私たちはユネスコの支援するジオパーク設立理念に賛同し，地質

遺産の保全，地学教育の普及，ジオツーリズムの振興により，地域

経済の発展と環境問題を両立させ，安全で安心な，魅力にあふれ継

続的に発展する地域社会を構築していきたいと考えています．私た

ちの地域には他に例を見ない貴重な地質遺産があります．それを資

源として活用することにより，私たちの地域に世界に誇れるジオ

パークを実現することができると信じております．世界水準をクリ

アし，世界ジオパークネットワークに登録された地域は，ヨーロッ

パや中国を中心に，すでに53にのぼっております．日本においても

可及的速やかに，日本からの登録に向け，国を代表する推薦組織や

体制を作っていただき，また，ジオパークを通じた地域経済活性化

を促進するための枠組みと予算措置を講じられるようお願いいたし

たく存じます．是非，関係省庁，関係機関，学会の連携により，早

期に「日本ジオパーク委員会（仮称）」を設立し，世界ジオパーク

ネットワーク登録に向けた組織とジオパーク推進のための財政措置

など，ご高配賜りますようお願い申し上げる次第です．

以上，格段のご配慮をよろしくお願い申し上げます．

平成19年12月26日

日本ジオパーク連絡協議会

会長　米田　徹

――――――――――――――――――――――

賛同地域名：１．白滝黒曜石地域（北海道）２．洞爺湖地域（北海

道）３．アポイ岳地域（北海道）４．糸魚川地域（新潟県）５．

小田原・箱根地域（神奈川県）６．伊那市（南アルプス地域）

（長野県・山梨県・静岡県）７．山陰海岸地域（鳥取県・兵庫

県・京都府）８．雲仙岳地域（長崎県）９．霧島地域（鹿児島県）

オブザーバー参加地域：１．五浦海岸地域（茨城県）２．南アルプ

ス地域（長野県・静岡県・山梨県）３．四国地域（高知県・愛媛

県・徳島県・香川県）４．石見銀山地域（島根県）５．御所浦地

域（熊本県）（＊地域名は，仮称を含む）
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★ジオパーク設立推進委員会

委 員 会 だ よ り



Island Arc編集委員長就任に当たって
井龍康文

この度，前川寛和氏と私が，

Island Arcの四代目の編集委員

長を務めることになりました．

Island Arcは1992年に創刊さ

れ，今年で創刊17年目を迎えま

す．この間，編集委員長（初代

の平　朝彦氏・小松正幸氏，二

代目の小川勇二郎氏・巽　好幸

氏，三代目の石渡　明氏・

Simon Wallis氏），編集事務局，編集委員，編集顧問の方々のたゆ

まぬ努力により，本誌は国際学術誌として着実な発展を遂げてきま

した．

Island Arcは日本地質学会の公式英文誌であり，日本第四紀学会，

日本鉱物科学会，日本古生物学会，そして資源地質学会の公式支援

のもとに，Wiley-Blackwell社から発行されています．Island Arcは

「プレート収束域の地球科学」に関する総合誌という独特の編集方

針を有する学術雑誌ですが，掲載されてきた多くの論文は，アジア

地域に関するものです．一方で，アジア地域の地球科学に関する国

際学術誌は他にもあり，学術誌の質・レベルを判断する際によく参

考にされるインパクトファクターで判断する限り，Island Arcは，

それらの中で優位な位置にある訳ではありません．このような状況

を鑑み，私は，編集委員長としての在任期間，次の二点に尽力した

いと考えています．一つめは，アジアの研究者からの投稿数の増加

です．Island Arcをアジアの地球科学を標榜する第一級の国際学術

誌に育て上げるためには，まず何よりも，アジアの研究者からの投

稿を増やすことが重要であり，かつ効果的だと思います．二つめは，

インパクトファクターの向上です．2004年～2006年のIsland Arcの

インパクトファクターは，0.8～1.2の範囲にあります．インパクト

ファクターに関しては，その算出方法等に多々問題があることは

重々承知しておりますが，今や，学術誌の質・レベルを評価する客

観的な指標として広く用いられています．近年，多くの教員・研究

者・院生は，インパクトファクターの高い学術誌に論文を公表する

ことを求められておりますので，インパクトファクターの向上は，

投稿数を増加させ，掲載論文の質を向上させるために必須です．以

上の二点を達成するために，私は編集委員長としてあらゆる努力を

惜しみません．また，日本地質学会の会員の皆様には，研究成果を

完成度の高い論文として積極的にIsland Arcへ御投稿いただきます

よう，そして国内・国外（特にアジア）の共同研究者や友人の方々

に，投稿を勧めていただきますようお願い申し上げる次第です．

Island Arcの2008年の年間ページ数は620ページの予定ですが，

その後，１年ごとにページ数は10％ずつ増加し，2011年には約800

ページになる予定です．また，2007年にはBlackwell Synergyで次

号掲載論文の一部～全部を先行公開するOnlineEarlyが始まり，

2008年には同じくBlackwell Synergyでカラーの図を無料掲載する

Color on Webが開始されるなど，Island Arcに関する出版環境は大

幅に改善されつつあります．むろん，ページ数は増加したものの，

内容が薄まったと言われないように努力します．

今後，編集事務局の竹内圭史氏，角替敏昭氏，佐藤美子氏，編集

委員ならびに編集顧問の方々と力を合わせて，迅速かつ的確な編集

を行っていきたいと思っております．つきましては，日本地質学会

会員の皆様に，御協力と御鞭撻をよろしくお願い申し上げる次第で

す．

Island Arc編集委員長就任に当たって
前川寛和

石渡　明氏とSimon Wallis氏

のあとを受け，Island Arc編集

委員長を拝命致しました．

Island Arcは，日本第四紀学

会・日本岩石鉱物鉱床学会（現

日本鉱物科学会）・日本古生物

学会・資源地質学会の協力・支

援を受けた日本地質学会の公式

英文誌として，初代編集委員長

平　朝彦氏，小松正幸氏のもとに1992年に創刊され，今年で17年目

を迎えます．二代目の小川勇二郎氏，巽　好幸氏，三代目の上記前

編集委員長の卓抜した手腕により，今や確固たる基盤をもつ国際誌

に成長したと言えます．しかしながら，地球科学関連の国際誌はオ

ンライン・ジャーナルを中心に増え続け，加えてインパクトファク

ター等の評価基準の導入が広く浸透することで，その評価も厳しく

なり，私たちも安閑としてはいられない状況になってまいりました．

現在，Island Arcは年４回発行されています．Island Arcを含む電

子ジャーナルパッケージBlackwell Synergyでは，年4回発行されて

いる雑誌がパッケージ全体の35％で最も多いものの，過半数の雑誌

が年６回以上発行しています．したがって，インパクトファクター

等の指標を改善し，一流誌としての高い評価を得るためには，最低

限，年６回の発行が必須だといえます．幸いIsland Arcの年間総

ページ数は，投稿原稿の増加に相まって次第に増えつつあり，来年

度はこれまでの年間576ページから620ページに増やす予定でおりま

す．さらに今後３年以内には800ページまで増やし，できるだけ早

い時期に年６回の発行を実現させたいと考えています．

いうまでもなく，私たち編集委員会のもっとも重要な責務は，質

の高い最新の地球科学の研究成果を，より迅速に世界へ向けて発信

することであります．地質学会会員の皆様方におかれましては，是

非とも研究の成果を完成度の高い英語論文として積極的にIsland

Arcへご投稿いただきますようお願いいたします．編集委員会とし

ましては，できるだけ迅速な対応に努めさせて頂きます．2008年の

オンライン閲覧は従来通り学会ホームページを通じて無料でご利用

いただけますが，助成金受領の変化及び発行元のWiley-Blackwell

社との契約の見直しにより，2009年以降はこのサービスを継続でき

なくなる可能性があります．現在，Wiley-Blackwell社と協議を継

続中でありますが，2008年はIsland Arcの論文をオンラインで自由

にダウンロードしていただくことができますので，どうぞご利用下

さい．新体制では，同じく編集委員長の井龍康文氏，編集事務局長

の竹内圭史氏，角替敏昭氏，実務担当の佐藤美子氏，編集委員，編

集顧問の方々と協力しながら，編集業務を遂行させて頂きます．私

たちは，Island Arcをさらに充実・発展させるために，可能な限り

創意工夫をこらし，精一杯の努力を払っていく所存です．地質学会

会員の皆様の暖かいご支援，ご協力を心よりお願い申し上げます．
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Islands Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 16 Issue４が2007年12月に発行されました．日

本語要旨をニュース誌と学会ホームページ（http://

www.geosociety.jp）にも掲載しています．全文は

オンライン（http://www. blackwell-synergy.com）

で無料閲覧できますので，是非ご覧下さい．

（Island Arc連絡調整委員会）



平成20年１月22日
日本地質学会

日本地質学会は，学会学術誌である「地質学雑誌」を毎月発
行しておりますが，2009年１月号より表紙のデザインを一新す
ることになりました．つきましては会員，非会員の方々から広
く表紙のデザインを公募することになりました．多くの皆様に
ご応募いただきたく存じます．

１．新表紙デザインの趣旨
日本地質学会が発行している「地質学雑誌」は，本邦の学術

的な地質学的新知見を掲載するにとどまらず，世界中の地球科
学的な新知見を広く公開すること，地球に関する知識を集積，
共有することを目的として発行されています．地域的で詳細な
地球科学情報は陸上，海域の区別なく網羅され，またグローバ
ルな視点での地球環境変遷，災害，資源などの問題，地学教育
など次世代育成のための問題も取り扱われています．日本地質
学会はこのような地球科学の専門かつ総合的な学会であり，ま
た人々の生活に密着した学術分野のリーダーとして，増々その
重要性が理解されつつあります．私たちの学会のポリシーは，
地球を知る（知の創造への貢献），地球を守る（人類と地球の
持続的生存への貢献），地球と歩む（当面する社会要請への貢
献）ということを掲げています．これらのポリシーを背景に，
学会の顔である「地質学雑誌」の表紙を，新しい時代の要請に
ふさわしいデザインに変更したいと思います．

２．応募要項
１）応募資格：会員，非会員を問わず，どなたでも応募できま
す．
２）応募点数：点数の規定はありません．個人，グループで何
点でも応募できます．
３）サイズ：A４版（裏表紙とのセットでも可）
４）必須項目１：「地質学雑誌」という文字は学会規定の書体
を用いてください．この文字の画像データは学会ホームページ
（http://www.geosociety.jp/outline/content0050.html）からダ
ウンロード可能です．
５）必須項目２：日本地質学会のロゴを使用する場合は，必ず
学会ホームページからダウンロードした画像を使用してくださ
い．ロゴの使用は必須ではありません．
６）作品は他の機関などに投稿あるいは公表していないオリジ
ナル作品に限ります．応募にあたっては，オリジナリティーを
保証するための保証書（地質学雑誌投稿規定；http://www.
geosociety.jp/publication/content0009.html）を添付していた
だきます．
７）採用された作品は著作権を日本地質学会に譲渡していただ
きます．また，日本地質学会は，地質学雑誌の表紙以外に，サ

イト上での掲載，映像他に，あらゆる二次利用を行うことがで
き，その際，応募者は報酬を求めること等は一切できません．
８）採用された作品のデザインを修正して使用することがあり
ます．
９）応募された作品（データ）の返却は一切行いませんので，
応募者の責任で事前にバックアップ等をとって下さい．なお，
採用されなかった作品のデジタルファイルは審査終了後削除し
ます．また学会が得た個人情報はこのデザイン公募目的以外に
は使用いたしません．

３．投稿方法
１）デジタル作品の場合は，高画質のPDFもしくはJPEGなど
の一般的な画像ファイルとして（ただしファイルサイズが２
MBを超えない範囲を目安），日本地質学会に電子メールで送っ
てください．宛先：journal@geosociety.jp，subjectは「表紙公
募」としてください．電子メールで送れないサイズのファイル
である場合は，別途CD-ROMにて下記のアナログ作品と同じ宛
先に郵送願います．また採用された作品のオリジナルファイル
は別途送っていただきます．
２）アナログ作品の場合は，郵送にて日本地質学会事務局まで
お送りください．
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル６F

３）作品の趣旨を簡単に説明する文章を添えていただいても結
構です．

４．締め切り
2008年３月31日（月），17：00到着分まで

５．賞金
採用作品提供者（グループ）には，賞金として￥50,000を進

呈します．また「地質学雑誌」，「地質ニュース誌」などの学会
誌に公表し，その栄誉を称えます．

６．審査方法
１）応募作品の中から審査委員会（委員長：日本地質学会長）
で決定します．なお，応募者情報（氏名・住所・所属等）は一
切審査員には公表しません．また送付されたデジタル作品に対
して，追加のデータの送付をお願いすることがあります．
審査結果は日本地質学会総会（2008年５月）で公表し，速や

かに学会ホームページでも公表いたします．

７．その他
全ての問い合わせは，学会事務局にお願いいたします．
電話：03-5823-1150（代表）FAX：03-5823-1156
電子メール：journal@geosociety.jp
学会ホームページ：http://www.geosociety.jp/
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「地質学雑誌」新表紙デザイン募集



箱根火山見学会のお知らせ

関東支部では，日本地質学会発行の国立公園リーフレット１「箱

根火山」出版を受けて，箱根火山巡検を企画いたしました．箱根火

山は最近の研究成果により，従来のモデルとは異なる新たな形成史

が明らかになってきました．巡検ではリーフレットの編集責任者で

もある高橋正樹氏に，この新しい箱根火山像について解説していた

だく予定です．詳細については次号にて行う予定ですが，巡検の概

要につきましては以下のとおりです．

日時　2008年５月中～下旬の土日（１泊２日）

費用　20,000円程度（未定）

この金額には貸切バス代，宿泊代などが含まれます．学生会員の

方は割引いたします．

募集人員　20名

講師　高橋正樹（日本大学文理学部）

応募方法　次回のニュース誌にて

問い合わせ　巡検担当幹事　笠間友博　

TEL 0465-21-1515（神奈川県立生命の星・地球博物館）

E-mail kasama@nh.kanagawa-museum.jp

第2回研究発表会「関東地方の地質」
一般講演募集

日本地質学会関東支部では，2008年６月８日（日）に関東地方の

地質研究の発展および若手への研究発表の場の提供を目的とした標

記研究発表会を開催いたします．昨年の同テーマ研究発表会は多く

の方のご参加・ご発表によりお陰様で盛況のうちに終えることがで

きました．そして今回，第２回研究発表会開催の運びとなりました．

本研究発表会における一般講演を募集いたします．

これまでの地質大構造の議論や地球史研究は，地道な地域地質研

究に支えられて展開されてきました．また，地質災害や地盤環境問

題を考えるときも，地域地質研究がベースにあってこそ有意義な議

論が生まれます．地域地質の研究には，それぞれの地域での研究者

間の交流が不可欠です．そして，地域地質の研究を推進・発展させ

ていくことが支部活動の重要な役割と考えます．

この研究発表会では，特に学生・若手研究者・若手技術者への発

表の場の提供を考えています．この場合，学会員の有無を問いませ

ん．卒論・修論の内容や土木地質の調査結果などを是非この機会に

発表し，意見交換や交流の場としてはいかがでしょうか．もちろん

ベテラン研究者・技術者の方の発表も歓迎いたします．

なお，研究発表会では関東地方の地域地質研究の発表を歓迎しま

すが，地質学に広く関係する内容ならばそれ以外のテーマも受け付

けます．

当日は支部総会も同時開催されます．

日時：2008年６月８日（日）10：00～17：00

会場：早稲田大学国際会議場第１会議室

JR山手線高田馬場駅から学バス（02）早大正門行き終点下

車徒歩３分

東京メトロ東西線早稲田駅から徒歩５分

講演申込要領

講演内容：関東地方の地質研究を歓迎しますが，地質学に関係する

内容ならば全て可．

申込資格：学会員（連名の場合はどなたか一人が学会員ならば可），

ただし学生および若手研究者・技術者（35歳未満）は学会員でな

くとも可．

投稿・発表料：無料

講演方法：口頭あるいはポスター（口頭発表は学生を優先させてい

ただきます．なお，口頭発表の場合はPCプロジェクター使用と

します．ファイル形式はpptとします）

講演持ち時間：15分（質疑応答含む）

講演申込方法：発表者（氏名・所属・責任者連絡先E-mail），発表

タイトル，発表形態（口頭・ポスターのいずれか）を下記担当幹

事宛に電子メールかファックスでお知らせください．

担当幹事：中澤（産総研），E-mail:t-nakazawa@aist.go.jp，ファッ

クス029-861-3591

講演申込締め切り：2008年３月31日（月）

講演要旨締め切り：2008年５月７日（水），様式は後日お知らせし

ます．

上記案内は関東支部ホームページ http://www.geosociety.jp/

branch/kanto/index.htmlにも掲載されています．ご参照ください．

2008年度北海道支部総会・個人講演会・
地質学講演会　開催

日時：2008年５月10日（土）地質の日（11：00頃開始の予定）

場所：北海道大学理学部大講堂（予定）

個人講演（質疑応答を含め１件あたり15分）

申込締切：2008年２月29日（金）

タイトル，発表者名，所属，連絡先を明記し，下記まで申込くだ

さい．

060-0819 札幌市北区北19条西12丁目　北海道立地質研究所内

日本地質学会北海道支部事務局（担当：川上）

TEL／FAX：011-747-2447/737-9071

E-Mail：kawakami@gsh.pref.hokkaido.jp

地質学講演会　「知られざるシレトコ－知床半島の地質－」

合地信生氏（知床博物館），伊藤陽司氏（北見工大）ほかによる

講演を予定

講演会の開始は個人講演会の後，15：00の予定．
＊地質学講演会は一般公開いたします．

懇親会

地質学講演会演者を囲んでの懇親会を計画しております．

お手数ですが，ご希望の方は３月末日までに，上記の個人講演申

込先に　懇親会参加希望の旨を，お知らせ下さい．

参加費：5,000円以内の予定です．詳細が決まり次第お知らせし

ます．
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☆関東支部
お知らせ

☆北海道支部
お知らせ



2007年10月28-31日に，アメリカのデンバーで開催された2007

GSA Annual MeetingおよびPost-meeting field tripに参加しまし

た．この学会はGSA（The Geological Society of America）の主催

により，毎年９月か10月に開かれます．今年の参加者は約3300人で，

オーラル, ポスター合わせて237ものセッションが開かれました．ま

た，会議の前後や会議期間中に31の巡検，および14のshort

coursesと呼ばれる日帰り巡検も行われました．

私自身はTectonicsセッ

ションで沖縄トラフ北部の

発達史についてポスター発

表をしました（第１図）．

参加者のほとんどはアメリ

カの地質学者で，沖縄トラ

フを知らない人も多かった

のですが，カラーの地質図

や露頭写真を大きく載せた

ことで，それに興味を持っ

て見に来る人が多かったで

す．内容も野外調査からの

結果が中心だったので，私のつたない英語でも図や写真をみること

で理解してもらうことができ，有益なコメントをいただいたり，議

論を行ったりすることができました．発表前は自分の研究に興味を

持ってもらえるか不安もありましたが，フィールドジオロジーに国

境はありませんでした．自分の発表以外では，主にStructural

Geologyのセッションを聞きました．自分と同様に野外で地質構造

解析を行った研究発表がいくつかあり，勉強になったと同時に刺激

を受けました．さらに，論文で見たことのある有名な研究者や同世

代の学生と議論がで

きたことはいい経験

になりました．

学会後はP o s t -

meeting field tripの

L a r a m i d e

Paleoseismites of

the Bighorn Basin

というツアーに参加

しました．巡検の日

程は，３泊４日で１

日目と４日目はほと

んど移動のみ、２日

目と３日目にワイオミング州の北端に分布するBighorn Basin（上

部白亜系～古第三系）の露頭で、コンボルート構造などの未固結変

形構造の分布や形態を観察するというものでした（第２図）．なん

と言っても露頭が素晴らしく，他の人が変形構造をじっくり観察し

ている間も，私は写真を撮るのに夢中になっていました．また，

Bighorn BasinはBighorn MountainsとBeartooth Mountainsという

先カンブリア紀から中生代までの岩石でできた２つの山脈に囲まれ

た盆地であるため，巡検の移動中にはこれらの地層を見ることもで

きました．巡検参加者は９人で，日本人なのも学生なのも私一人で

したが，他の参加者のみなさんが親切に説明してくれたので，寂し

い思いをすることもなく，巡検を堪能できました．

また余談ですが，学

会期間中，デンバーで

は大リーグのワールド

シリーズ（ロッキーズ

対レッドソックス）も

開催されていました

（第３図）．３度の飯よ

り野球が好きな私は，

このチャンスを逃すま

いとチケットを必死で

さがしましたが，さす

がにあっという間に売

り切れて，あきらめざるを得ませんでした．ただ，街はワールドシ

リーズ一色でお祭り騒ぎだったし（学会会場にも野球のユニフォー

ムを着ている人がいた），スポーツバーでロッキーズファンに囲ま

れてビールを飲んだり，記念グッズを買ったりすることで，その雰

囲気を存分に味わうことができました．

GSAはアメリカの学会ではありますが，世界中の様々な地域の

研究について発表が行われ，また海外からも多くの研究者が参加し

て活発な議論を行われていました．その中で日本人の数がやや少な

いかな（20人程度？）という印象を受けました．このような大規模

な地質学の学会はなかなかないと思いますし，巡検に参加すること

で日本の露頭では見ることができない大陸スケールの自然にも触れ

ることができますので，興味のある方はぜひ一度参加されてみては

いかがでしょうか．2008年大会は９月5-9日にヒューストンで開催

されます．Soil Science Society of America（SSSA）, American

Society of Agronomy（ASA）, Crop Science Society of America

（CSSA）, the Gulf Coast Association of Geological Societies with

the Gulf Coast Section of SEPM（GCAGS）などとの共催で，例年

よりも大規模な大会になるようです．
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第３図：ワールドシリーズが行われたク

アーズフィールド．

藤内智士
（東京大学海洋研究所博士課程2年）

2007 GSA Annual Meeting &
Exposition参加報告

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）

第１図：ポスター会場の様子（写真提

供：道口さん（筑波大学））

第２図：巡検の様子．ワイオミング州北端部，

Bighorn Basinにて．参加者は堆積岩中に発

達する未固結変形に夢中．

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．
＜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（今年３
月まで院生（研究生）の方も申請すれば適用）．
最終締切：2008年2月29日（金）
書式は、学会HPまたは，ニュース誌12月号をご参照ください．



関連学会連合（担当理事-天野）

地球惑星科学連合（久田連絡委員）

学術会議関係報告（木村会長＝連携会員）

会計関係（担当理事-向山）

・札幌大会収支は，赤字となる見込み（約

70万円）

広報委員会（担当理事-倉本）

・広報関連事業案について

広報委員会の来年度事業計画の説明があ

り，評議員会への事業計画案にとりまと

めていくこととした．

ニュース誌編集小委員会（担当理事-倉本）

インターネット運営小委員会（委員長-坂

口有人）

・11/5より，選挙情報の公開に伴い，HP

の「会員のページ」を公開した．旧HP

同様会員番号等でのログインが必要．

・地質学雑誌の表紙に関して，インター

ネット委員会で一新する際の見本が議論

されている．

・選挙のマニフェストを公表した．現時点

で175名アクセス．

２．学術研究部会（部会長-公文，）

行事委員会（斎藤委員長）

・秋田大会企画（→議題へ）

・2009岡山大会について：会場について交

渉中（岡山理大あるいは岡山大）

・2010年以降の開催地について,各支部に

対しローテーションの説明と開催地候補

の早期決定について協力依頼を出した．

これらの経緯も含めて，全体の方針を12

月評議員会で報告することとした．

専門部会連絡委員会（担当理事-天野）

・部会参加登録について，案内記事を

News誌11号に掲載し，部会名簿の整備

を行う．

国際交流委員会（公文　国際特任理事）

・韓国との国際交流のために，10月25日に

会長ならびに高木日韓小委員会委員長が

訪韓し，日韓地質学会の学術交流協定の

調印をした．

・モンゴル等との交流を計画

南極地質研究委員会（委員長-廣井美邦）

地質環境の長期安定性に関する委員会（委

員長-吉田英一）

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）

2007年度　第６回理事会

議事録

2007年11月20日

日本地質学会　会長　木村　学

期　日：2007年11月10日（土）

12：00～17：20

場　所：地質学会事務室

出席者：木村会長，佃副会長，渡部常務理

事・天野副常務理事・Wallis・上砂・狩

野・公文・倉本・斎藤・中山・藤本，宮

下・向山　各理事，

欠席理事（委任状）：伊藤副会長・久田・矢

島

＊成立員数（12/17）に対し，出席者　14名，

委任状　３名，欠席者　０名で，理事会は

成立．

＊07-4および07-5理事会議事録について確認

し，署名がなされた．

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）

・第５回ジャパン・サイエンス＆エンジニ

アリング･チャレンジ高校生科学技術

チャレンジ

最終審査会,表彰式，交流会案内

・第５回火山都市会議島原大会開会式招待

状→欠席

・出版者著作権協議会より，日本複写権セ

ンターから同協議会に分配された著作権

使用料（平成17年度徴収分）の配分額

（27000円）の提示があった．

＜他団体の会合，後援など＞

・第45回アイソトープ・放射線研究会の共

催を承諾した．運営委員としてご本人の

了解を得て小笠原正継会員を推薦した．

会員関係（担当理事-中山）

１）入会の承認（正２名，うち院２）椎野

勇太　岡庭信幸

退会（正１名）大庭正八

逝去（正１名）佐々木清隆（9/13）

２）10月末日会員数

賛助34，名誉74，正4,426（うち院270），

準39，合計4,573 （前年比　－62）

３）会員名簿2007年版作成，大幅に作業が

遅れたが，11月号に同封して発送．

４）会員減少対策について

中山理事より，支部単位での各種取り組

みについて関東支部での提案があり，来

年度事業計画の中で，計画を進めること

とした．

・今月の編集状況は以下の通りです（11月

９日現在）．

113-10月号：論説３・短報１・口絵１

（約45ページ．発行済）

113-11月号：論説２・ノート１・口絵１

（約42ページ＋・校正中）

・2007年度投稿論文総数66編［論説45（和

文44＋欧文１），総説７（和文７），短報

11（和文10 欧文１），ノート３（和文

３）］口絵８（和文５　欧文３））※うち

46件が電子投稿

投稿数昨年比　－25 査読中　43編

受理済み　８編（うち　教育特集４　口

絵２）

企画部会報告（宮下）

・岩森　光会員を編集委員に追加する事が

承認された．

Island arc編集委員会（担当理事-Wallis，

事務局長-竹内圭史・角替敏昭）

１．編集状況

・2007年16巻の年間契約ページ数576～最

大620p

１号　Pictorial１編，特集６編，一般８

編．210p．（科研費18年度計画540ｐに

対し560p）

２号　一般７編．108p．

３号　フィリピン海特集７編，一般５編．

186p．

４号　Pictorial１編，一般５編，Index

ほか．103p．WEBで公開済み，12月発

行を早める見込み．

年間607p．契約に基づき2008年（600p）

から31p前借りする．

・2008年17巻の年間契約ページ数は600－

31＝569p

17巻１号　Pictorial１編，一般10編，

176p予定．（科研費19年度計画700pに対

し592p見込み）

２．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．受理１編

はWEBで先行公開する．

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：GE Wallis・

Aitchison・Ali

全7-8編に変更，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．

３．投稿状況

07年10ヶ月で新規投稿92編（特集10＋６＋
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文）

ジオパーク推進委員会（担当理事，佃委員

長）

・自治体による連絡協議会が発足．

・環境庁が本格的に活動を開始した．

学会就業規則整備委員会（委員長-立石雅

昭）

・12月評議員会に中間報告，来年３月に最

終答申が出されるとの報告があった．公

務員給与法の改正に対応した中間報告を

受け次第，理事会として学会事務局職員

給与への反映方針を直ちに伝えることと

した．

６．選挙管理委員会（委員長-加藤潔）

・11月５日，選挙管理委員会を開催し，役

員選挙の立候補者の確認と選挙広報等の

原稿作成を行った．

・立候補者：会長２名，副会長３名，監事

１名，代議員全国区51名，地方区50名．

・監事，代議員地方区は定員どおりであっ

たので，無投票当選とすることを確認し

た．

・理事会に対し，選挙管理委員会規約の改

正について要望書を提出した．（→議題

へ）

【以下，理事会および評議員会の下の委員会】

名誉会員推薦委員会（伊藤副会長）

・委員（12名）の選出について検討し，12

月の理事会までに決定．

支部長（７名）・階層別（５名）：大学，

官公庁，会社，小中高，理事会

各賞選考委員会（委員長-安藤寿男）

女性地球科学者の未来を考える委員会（委

員長-大友幸子）

法人化実行委員会（委員長-齊藤靖二）

法務委員会（担当理事：委員長-上砂）

・学会としての「利益相反行為」に関する

事項で法務委員会を開催した．

日時・場所：11月６日18：00～，学会事

務局

日本地質学会は，会員・事務局員に対し，

事業の公平性とそれに裏づけられた自発

的な活動を実施している．これらの事業

の公平性が時として衝突する場合が起り

得ることがあり，事業の公平性が衝突し

た場合，とくに重視すべき項目を「熊本

大の利益相反」「産総研の利益相反マ

ネージメント実施規程」を参考に検討し

た．

・倫理規定策定委員会（委員長-松本　良）

オンライン化委員会（委員長-斉藤　眞）

地質学史アーカイブス委員会（委員長-会

田信行）

７．４役会議審議内容

・地震防災に向けた地質学の貢献について

24＋７編，一般41編，口絵４編）．

一般に限っても原稿過多になっている．

2008年受付原稿から無料15ｐに減らす

４．2007年10月の学会ニュース誌の表紙は

Online Earlyで既に公表されたIsland Arc

pictor ia lの一部と酷似していることで

Island Arc編集委員会からニュース編集委

員長に訂正と謝罪を求める連絡をした．

（→議題へ）

Island arc連絡調整委員会（委員長-会田，

担当理事-Wallis）

・11/9 W-B社との懇談内容について報告

があった

・補助金申請報告と将来のIAR出版契約関

連

・理事会審議の結果に基づき，来年度の出

版費補助金の申請を取りやめた．

企画出版委員会（担当理事-藤本）

・地質環境長期安定性研究委員会（吉田英

一委員長）よりリーフレット２件「日本

列島地質環境の長期安定性」（20年度），

「地下地質環境とその安全性」（21年度）

の企画申請があった．（→議題へ）

・リーフレット，屋久島たんけんマップに

ついて

地質学会の出版物として企画を進めると

報告された．

４．普及教育事業部会（部会長-矢島，藤本）

地学教育委員会（委員長-阿部国広）

・地球惑星科学連合「教育問題検討委員会」

・連合地学オリンピック小委員会（久田委

員）

国際地学オリンピック概要：連合では

NPOを立ち上げて国際地学オリンピッ

クへ対応をするとの報告があり，経緯を

見ていくこととした．

生涯教育委員会（委員長-柴　正博）

地質基準委員会（委員長-新妻信明）

地層名委員会（委員長-天野）

・アルゼンチン地層名委員会では，

Tertiary, Quaternaryをそのまま使うと

の報告あり．日本としても，学会として

の対応方針を本委員会で検討し，国内各

機関との調整に当たることとした．

５．その他

支部長連絡会議（担当理事-伊藤）

・12月の支部長連絡会議開催を検討した

が，開催しないこととした．

地質災害委員会（担当理事-天野）

JABEE委員会（委員長-天野）

・特別会計収支予算（大学評価研究委託事

業）の承認について承諾の返事をした．

その結果，賛成多数で予算が承認された

ことが報告された．

技術者継続教育委員会（PDE）（委員長-公

札幌大会での緊急パネルディスカッショ

ンの報告（HP掲載済み）を受け，11月

に新潟で企画されている第２弾の準備状

況の報告があった．一方，国の防災・立

地に如何にそれを反映させていけるかに

ついては，佃副会長が現状の安全審査等

での地質学的情報や評価の反映方法等に

ついて，学会役員を対象とした勉強会

セッションを12月評議員会の場で設定

し，今後の活動等についての意見を頂く

こととした．

○審議事項

１．08年以降のアイランドアーク科研費申請，

W-B社からの提案・IAR出版契約関連につ

いて

・来年度のアイランドアークの科研費申請

を中止する．

・その場合の影響として，2009年以降の無

料オンラインアクセス不可（2008年は保

証する）．会員にとって最大可能なサー

ビスを保証するために，2008年のアクセ

ス数を参考にして，W-B社と一緒に案を

検討する．

・事務費補助として，08年よりW-B社から

100万円（これまで30万円）が支給され

る予定，その他ロイヤリティー（８％，

おおよそ100万円前後）収入が見込まれ

る．

・2008年から３年間発行可能なページ数は

毎年10％増加する予定である．

２．リーフレット企画について

１）下記の２件の企画が提案された．現時

点では，内容についての再検討が必要と

いうことになった．

①日本列島地質環境の長期安定性（20年

度），執筆予定者：高橋，金折，梅田，

藤原

②地下地質環境とその安定性（21年度），

執筆予定者：吉田，田中，山本，天野

・趣旨を明瞭にする必要がある．当面はシ

ンポジウムや地質学雑誌での出版などが

必要であろう．

・地質学会として総合的に検討する必要が

ある．

・まずは地質学会としてのコンセンサスが

必要である．

２）屋久島リーフレットについて

・屋久島地学同好会と地学教育委員会との

共同編集とする．

・12月に地学教育委員が現地調査に入る．

３．秋田大会の企画承認

・秋田大会の柱について議論した．

１）学会事業は基本的に札幌大会で実施さ

れたものを引き継ぐ．

２）当面，東北支部の担当者との打ち合わ

せの計画する（評議員会前）．

３）評議員会後に秋田大関係者との打ち合

わせ．

４．来年度事業方針の策定について

・基本的に重要な事業計画については，来
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２）規約の改正

３）それ以外の議題についてはオンライン

で確定することとした．

10．その他

（1）新カテゴリー「報告」への投稿に関し

て　

まだ新規投稿はないものの，これから投

稿が見込まれるとの報告があった．

（2）運営細則の文言について，以下の修正

を決定し，評議員会に報告することとし

た．

第14条（3），第37条２：The Island Arcの

Theを削除し，Island Arcとする．

第14条（4）学校教育委員会→地学教育委員

会とする．

第21条７項（2）：科研費委員会を削除．

第34条（4）：10年ごとに発行を削除

第34条（5）：不定期を削除

第37条１：（4），（5）削除する．以下（6）→

（4），（7）→（5）に繰上げ．

第37条２：日本岩石鉱物鉱床学会→日本鉱物

科学会に変更

（3）投稿規定の修正：以下の修正を評議員

会に報告することとした．

Ⅲ　外国語原稿　5．

修正前＞論説･総説ならびに短報の外国

語原稿には，外国語による要旨に加え，

日本語による著者名と要旨とをつけ

る．

修正後＞論説･総説・短報・報告の外国

語原稿には，外国語による要旨をつけ，

論説・総説には，さらに日本語による

要旨もつける．

Ⅳ　印刷原稿　１．ａ．

修正前＞論説・総説については，最大限

20ページまでを認める．ただし，16

ページを超過する分については，印刷

費の一部を著者負担とする．

修正後＞論説・総説については，委員会

が適当と認めた場合，原稿の長さを超

過することができる．ただし，16ペー

ジを超過する分については，印刷費の

一部を著者負担とする．

2007年度　第３回

定例評議員会議事録

2008年１月８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12月15日（土）

13：00－17：10

場　所：北とぴあ　901会議室（東京都北区

王子）

月の評議員会に提示する．２名の会長候

補者のマニフェストに共通する内容につ

いては盛り込むこととする．

５．来年度事業計画，予算計画　

・次年度予算編成について以下のような希

望が提案され，予算編成全体の中で検討

することとした．

１）学生評議員の評議員会参加旅費の援助

２）支部活動経費を70万円から100万円に

増額する．プロジェクトごとに援助する

ことを目的として検討する．プロジェク

ト計画については，各支部から提出して

もらう．

３）教育委員会：活動費10万円．地学読本

講演会10万円．

４）広報委員会：広報委員会立ち上げ＝50

万円，広報誌・勧誘パンフレット制作＝

30万円，HP強化＝英訳（145万円）アン

ケート機能強化（３万５千円），地質学

雑誌表紙変更＝25万円

５）地質学雑誌の表紙を変える方向で来年

度検討する．

・IYPEの活動の予算化が必要である．広

報委員会，行事委員会，会計委員会で具

体的な検討を行う．

６．役員補充に係る選挙細則の補強について

・現職非改選理事が会長・副会長に当選し

た場合は，当落にかかわらず当該選挙結

果の総会承認時に現職を辞すこととし

た．

・理事の欠員補充にあたって，補欠が無い

場合は選挙を行う．

・会長・副会長選挙落選者は，補欠選挙に

際して，代議員として立候補が可能であ

る．

以上の内容による細則修正案を12月評議

員会で評議し，本年度選挙での適用を目指

すこととした．

７．選挙管理委員会規約の改正について

・選管委員長による事務職員の選管補助要

員への任命について選管規約に追加す

る．

・選挙管理委員と選管補助要員の役員立候

補および推薦，選挙活動の禁止について

選管規約に追加する．

８．ニュース誌10月号の表紙がIsland Arc

pictorialの一部と酷似していることについ

て

問題の事実確認，今回の対応の決定，今

後の対策

・ニュース誌編集委員会よりW-B社および

アイランドアーク編集委員会に対して，

事前の連絡の不備と，ピクトリアルの趣

旨に照らして先行掲載したことに遺憾を

表明した謝罪文を出すこととした．

・一般会員に対しては，ニュース誌に，今

回の事情の説明と今後の一般的な引用法

についての注意を印刷する．

９．12月評議員会議題について

１）来年度事業方針案，来年度事業計画案，

予算計画案の提示

出席者：

（評議員18名）＜留任＞　会田信行　安藤寿

男　石垣　忍　石渡　明　井龍康文　新井

田清信　渡辺真人

＜新任＞　阿部国広　永広昌之　大友幸子

川端清司　北里　洋　沢田順弘　柴　正博

高木秀雄　新妻信明　保柳康一　三宅康幸

（理事14名） 伊藤谷生副会長　佃　栄吉副

会長　渡部芳夫　天野一男　上砂正一　狩

野謙一　公文富士夫　斎藤　眞　Simon

Wallis 中山俊雄　久田健一郎　向山　栄

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20名）：浅野俊雄

足立勝治　荒戸裕之　磯闢行雄　卜部厚志

岡　孝雄　小山内康人　加藤　進　紺谷吉

弘　酒井治孝　徐　垣　中川光弘　針金由

美子　堀　利栄　松岡　篤　松本俊幸　丸

山茂徳　山路　敦　山根　誠　脇田浩二

欠席者　評議員（委任状なし２名）：井内美

郎　松田博貴

理事（３名）：木村　学会長　倉本真一　矢

島道子

＊成立員数（21/40）に対し，出席18名，委

任状20名で，評議員会は成立．

＊はじめに，北里　洋，井龍康文両評議員を

書記に選出．

＊会長を代理して，伊藤副会長が開会の挨拶

を行った．

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）

・鉱物学会と岩鉱学会の合併により日本鉱

物科学会が９月22日に設立された．

・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．

・第45回アイソトープ・放射線研究会の共

催を承諾．運営委員として小笠原正継会

員を推薦．

・原子力総合シンポジウム2008（2008年５

月開催）の共催を承諾，共催分担金5000

円．運営委員として高橋正樹会員を推薦．

・第12回岩の力学国内シンポジウム（2008

年９月2-4日）の協賛依頼を前回同様に

承諾．

・富士山学会より「富士山に科学（学術）

的説明看板を設置する運動」への参加依

頼を承諾した．専門委員として高橋正樹

会員を推薦した．

JABEE委員会（委員長-天野）

報告事項なし

技術者継続教育（CPD）委員会（委員長-

担当理事-公文）

・土質･地質技術者生涯教育協議会の活動

について
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究委員会費の執行状況が悪い．

・札幌大会の会計報告がなされた．予定よ

りも，展示収入が少なく，機器賃借料が

多かったため，若干の赤字であった．

２）広報委員会（担当理事-倉本）

News誌編集小委員会（担当理事，委員長-

倉本）

報告事項なし

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）

報告事項なし

２　学術研究部会

１）行事委員会（担当理事-齋藤）

・2009年開催地：西日本支部岡山地区　会

場：岡山理科大学　会期：９月11日-13

日

・2010年以降の大会開催地：５ブロックの

ローテーションの確認

中部支部2010年⇒関東支部2011年⇒近畿

支部＋四国支部2012年⇒東北支部＋北海

道支部2013年⇒西日本支部2014年

各支部に対しローテーションの説明と開

催地候補の早期決定について協力を依頼

した．

・札幌大会で多くの新たな試みがなされた

（就職支援プログラム，同窓会，講演要

旨の投稿方法の変更等）．それぞれの目

的は着実に達成されており，今後これら

の試みを継承していく．

・開催校の負担を軽減するために，大会準

備運営マニュアルを作成し，本部で活動

を支援していることが報告された．

・秋田大会における市民講演会「大地の成

り立ちと人びとの生活・歴史―男鹿半

島・大潟村・豊川油田をジオパークに

―」を企画し，科研費を申請した．

・秋田大会の巡検について検討された．同

時開催の鉱物科学会は巡検を行わない方

針であるが，同学会の会員が本学会の巡

検に参加することを希望することが想定

されるので，鉱物科学会と負担等に関し

て協議する．

・秋田大会ニュースNo.１に関して

・招待講演者は非会員に限られていたが，

会員でも招待講演ができるようにする．

・トピックセッションの会員の招待講演に

はセッション発表１人１件のルールを適

用しない方向で検討することとした．

・シンポジウムの時間は必ずしも3時間に

限定しないこととした．

・トピックセッションおよびシンポジウム

の成果を地質学雑誌あるいはIsland Arc

に特集号を組むことを要請する文を入れ

ることにした．

２）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

建設系CPD協議会に加入して，共通の

認定範囲を広げることができた．

参加経費は協議会で集めている会費の範

囲でなんとか処理できる．

初年度は年間20万円程度，次年度以降は

年間６万円～10万円．

・ジオ・スクーリングネットの改修・強化

を進めている．12月20日頃に公開．

関連学会連合（担当理事-天野）

報告事項なし

自然史学会連合（運営委員-斎木健一）

・11月25日に滋賀県立琵琶湖博物館で普及

講演会「いきもの・ひと・みずの自然史」

を開催．

ロレックス・インスティテュート協賛，

聴講者100名以上．演者９名．

地質関係では「恐竜とその時代を考える」

（国立科学博物館：真鍋真氏）の演題で

講演．

来年度は千葉県立中央博物館で開催の予

定．

・12月16日：総会開催．新たな会長，役員，

運営委員等がきまる予定．

地質科学関連学協会連合　報告事項なし

地理学関連学会連合　　　報告事項なし

会員関係（担当理事-中山）

・2007年度名簿を配布した．

・前回から今回までの入退会ほか，以下の

報告があった．なお，４名の逝去した正

会員に黙祷をおこなった．

（1）入会

正会員（４名）：坂口　秀　奥池司郎　影

山高史　望月伸竜

院生割引（３名）：長谷川裕樹　椎野勇太

岡庭信幸

（2）退会者（正４名）：白鳥達也　池上一誠

大庭正八　吉谷昭彦

（3）逝去（正４名）：佐々木清隆（9/13）

加藤又二郎（9/14） 村井貞充（10/1）

西野英之（10/3）

（4）会員の動静（2007年11月30日現在）

会計関係（会計委員長-佐々木和彦，担当

理事-向山）

・11月までの一般会計収支計算書が示され

た．今年度の会費収入はほぼ例年通りだ

が，事業収入は，雑誌収入が少ないため

例年に比べ多少少なくなる見込みであ

る．支出に関して大きな問題はない．地

質学雑誌ニュース誌印刷費は，印刷ペー

ジ数が少ないため，支出が少なくなりそ

うである．補助費のうち，専門部会・研

誰がどの専門部会に所属（登録）してい

るのかを，学会で把握していなかった．

今後，News誌，HP，geo-flash等に部会

紹介記事（各部会長が作成する）および

登録（再登録）案内を掲載し，さらなる

登録を促すこととした．また，ウェブ上

で部会の登録や所属（登録）を含む個人

情報を確認・訂正ができるようにする．

・構造地質部会規約の改定が提出され，理

事会でこれを承認．

３）国際交流委員会（担当理事-公文）

・韓国地質学会と交流協定の締結：10月25

日に会長，高木日韓小委員会委員長が訪

韓し，

韓地質学会の学術交流協定の調印をし

た．

・各国との間の小委員会の設立・設立準備

が進行中（委員名が括弧でくくられた小

委員会はさらに委員を募集中）

タイ，モンゴル，フィリピンの小委員会

委員は12月28日まで募集中

日韓小委員会：高木秀雄（委員長），

江川浩輔，大藤　茂，高橋　浩，久田

健一郎

日タイ小委員会：（久田健一郎，上野

勝美）

日－モンゴル小委員会：（束田和弘，

坂巻幸雄，高橋祐平）

日－フィリピン小委員会：（松岡　篤）

４）研究委員会

（1）南極地質研究委員会（委員長-廣井美

邦）

①次隊の現況について

11月18日に出発した第49次隊セールロ

ンダーネ山地地質調査隊（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），足

立達朗（総研大大学院生；同行者））は，

ケープタウンを経由して11月24日にセー

ルロンダーネ山地に空路到着し，調査活

動を開始した．2008年２月上旬まで調査

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

募結果に基づいて隊員候補者を選考し

た．

③将来計画について

2009年に出発する第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．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
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賛助会員 名誉会員 正会員（内 院生割引） 学生会員 合計

2007.11.30 34 74 4428（270） 39 4575

2007. 8.31 34 74 4426（296） 39 4573

前回比 0 0 ＋2 0 ＋2

昨年比 0 －3 －184（－11）－9 －196



（電力中央研究所），岩森　光（東京大）

・投稿原稿中における電子投稿の割合は，

来年には80％を超えると予想される．

・企画部会（宮下）

特集号予定

21世紀の地学教育の深化に向けて：地

学教育委員会（近々掲載予定）

地震探査から見た日本列島の地殻構

造：佐藤比呂志

カルデラシンポ・トピックセッショ

ン：三浦大助（２分冊，２月投稿予定）

構造地質部会通常特集号：構造地質部

会

中越沖地震関連特集号：構造部会

モデル実験で探る地形・地層形成過程

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）

その他に３編の特集号の予定があり，

原稿不足の危機的な状況は回避され

た．

２）企画出版委員会（担当理事-藤本）

１．リーフレット関係

①国立公園地質リーフレット　たんけんシ

リーズ２として，屋久島の企画が進行中．

編集執筆は，地学教育委員会＋屋久島地

学同好会＋安間了会員．

12月27-29日に地学教育委員会で屋久島

巡検．

屋久島の教育委員会や役場の関係者とも

コンタクトを取り，マップで掲載する地

点について，道路や案内板などの整備の

方向．

②地質環境長期安定性研究委員会より企画

提案

・日本列島地質環境の長期安定性（20年

度），執筆予定者：高橋，金折，梅田，

藤原

・地下地質環境とその安定性（21年度），

執筆予定者：吉田，田中，山本，天野

執筆者としては地質リテラシーをつくり

たいようだが，理事会では慎重な意見が

多く，委員会に再検討を要請．

２．地学読本（原田憲一会員監修）

完成原稿やイラストは年内に出揃う見込

み，１月に出版社（愛智出版予定）と打ち合

わせ，来年度に普及講演会など，普及する機

会を設ける予定（６月７日の地球温暖化防止

シンポジウムなども活用予定）．

３）Island Arc連絡調整委員会（委員長-会

田信行）

来年度の科研費の申請の準備をすすめてい

たところ，Wiley-Blackwell社から10/31に次

の提案が出された．無料閲覧は2008年まで

（学会負担なし），編集費の増額，年間総頁数

の増加というものである．この提案を受けて，

科研費の申請を見送った（理事会決定）．

2009年以後の無料閲覧の学会負担経費額が

における高圧-超高圧変成作用の研究な

どが提案されている．

④Geological 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

が進められている標記特集号は，2008年

３月に印刷の予定．

（2）地質環境の長期安定性に関する研究委

員会（委員長-吉田英一）

委員長：吉田英一（名大），副委員長-高

橋正樹（日本大）

事務局：梅田浩司（日本原子力研究開発

機構）

委員会委員（順不同）：金折裕二（山口

大），田中和広（山口大），土　宏之（原

子力環境整備機構）増田俊明（静岡大学），

難波謙二（福島大），吉田鎮男（東電設

計），鹿園直建（慶応大）他

・来年度における主な方針は，日本列島の

地質環境の長期安定性について学会のみ

ならず，広く国民的コンセンサスを得る

ことをも目途に以下の活動を行っていき

たいと考えている．

①惑星関連合同大会でのレギュラーセッ

ションの開催

②日本地質学会でのセッションの立ち上

げ（合同大会での参加者層と地質学会

への参加者層は必ずしも一致しないこ

とから，今年度からセッションを設け

て議論／意見交換を行っていきたい）

③地質学会からの「地質環境長期安定性」

に関するリーフレットの出版（現在，

地質学会理事会で検討中）

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）

・雑誌編集状況

113-12月号：論説３・口絵１（約45ペー

ジ．校正中：12/19校了予定）

114-1月号：論説２・短報２・口絵１

（約50ページ＋・入稿準備中）

2007年度投稿論文総数78編［論説53（和

文52＋欧文１），総説７（和文７），短報

12（和文

11欧文１），ノート４（和文４），報告２

（和文２）］口絵９（和文６　欧文３）

※うち58件が電子投稿

投稿数昨年比　－21 査読中46編

受理済み８編（うち教育特集４　口絵１）

・編集委員の交代

退任：三田村宗樹，山本正伸，保柳康一，

近藤康生，前川寛和，利光誠一，坂井

卓

新任：中里裕臣（農業工学研究所），入

野智久（北大大学院地球環境科学），高

野　修（石油資源・技術研究所），奈良

正和（愛媛大），森下知晃（金沢大），重

田康成（国立科学博物館），三浦大助

11/30にW-B社から提示された．

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）

①地質学会ニュース10月号表紙にIsland

Arcの印刷前の論文の図が使われた件

は，ニュース誌の倉本委員長の謝罪文を

同誌12月号に掲載して決着させることと

した．また，同号に，Online Earlyの引

用に関するWiley-Blackwell社からの注

意書きを掲載することにした．

②Island Arc賞は巽好幸氏を選考委員長に

選出して，昨年と同様の手続きを踏んで

既に選考を開始した．海外の人に賞を出

す場合，渡航手続きなどの関係で少なく

とも半年前には内定を伝える必要があ

り，1月中には候補者を絞り込みたい．

③2009年からのIsland Arcのオンラインア

クセスについて

会員のためのオンラインアクセスを維持す

るための予算については，Wi l e y -

Blackwellと交渉中である．

④新編集委員長体制への移行は順調に進行

している．

⑤地質学会名簿の表紙裏に掲載された

Island Arcの広告に，岩鉱学会（現鉱物

科学会）が旧名で掲載されていた．同様

の事態が再発しないように注意する．

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）

・12月７日に中教審の「教育課程部会にお

けるこれまでの審議のまとめ」へ8項目

からなる意見を送ったことが報告され

た．

・日本学術会議社会貢献分科会に出席し，

センター入試，教員養成に関する提言骨

子作りを行った．

・2008年合同大会において地学教育の特別

セッション「教育の現場で地球温暖化を

如何に教えるか？」を予定している．

②その他

・地学教育委員会の９月以降の活動が報告

された，

・地質学雑誌「地学教育特集号」を編集中

である．

・地学教育MLを作成した．多くの会員に

参加してもらいたい．

２）生涯教育委員会（委員長-柴　正博，担

当理事-藤本）

・日本地質学会会員名簿用の主な科学博物

館リストの作成協力．

・「日本列島ジオサイト」の博物館リスト

について協力．

・「地質の日」行事に関する博物館での対

応や具体的な実施について検討．

・蒲郡市「生命の海科学館」閉館の危機に
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・各賞の目的と推薦資格を再確認した．

・議長団より各賞の候補者について評議員

から積極的に推薦するよう依頼があっ

た．

２．名誉会員推薦委員会（担当理事-委員長-

伊藤副会長）

大学代表：足立　守（名大），官公庁代

表：植村和彦（科博），会社代表：加藤

進（地科研），小中高代表：会田信行

（佐倉高校），

北海道支部長　宮坂省吾，東北支部長　大

槻憲四髟，関東支部長代理　中山俊雄，

中部支部長　新妻信明，近畿支部長　八

尾　昭，四国支部長　村田明広，西日本

支部長西田民雄

理事会代表　上砂正一

委員長：副会長　伊藤谷生

３．女性地球科学者の未来を考える委員会

（委員長-堀　利栄）

・男女双方が能力を発揮できる環境を協働

して築き上げるというメッセージを込

め，本委員会の名称を「男女共同参画委

員会」と改称したいとの提案があった．

１）現委員会の総括を行った上で新委員

会に移行すべきである，２）設置目的，

委員の構成など曖昧な点が多い，などの

意見を踏まえ，充分に議論をした上で次

回再提案してもらうことにした．

４．法人化実行委員会（委員長-齊藤靖二）

・新しい法人制度に対応した新課税方式が

決定された．しかし，法人化についての

ガイドラインがまだ示されていないた

め，法人化までの道のりに関して不明な

事項も多い．そこで，現在分かっている

ことのみが報告された．これに対し，新

制度では総会が軽視されており学会員の

意志が反映されにくくなるのではという

危惧が出された．

・法人制度の動向は法人化実行委員会が見

守り，対応をする．

６．オンライン化委員会（委員長-斎藤　眞）

報告事項なし

７．地質学史アーカイブス委員会（委員　会

田信行）

故今井　功氏の資料整理を昨年12月26～28

日および本年８月25～27日に，保管先の下仁

田町自然史館で行った．パソコン入力はほぼ

終了した．整理の過程で貴重な書簡が見つ

かった．現在これらの資料の最終的な移管先

（学術資料は岩手県立博物館と宮崎県立博物

館，個人資料は下仁田町自然史館）と交渉中

である．

Ⅲ　選挙管理委員会（委員長-加藤　潔）

・立候補者：会長２名，副会長３名，監事

１名，代議員全国区51名，地方区50名．

ついての現状報告があった（文書配布）．

３）地質基準委員会（委員長-新妻信明）

「地質学調査の基本」については付録の地

質基準を2007年４月に策定した「第二次地質

基準」に差し換える計画であったが，「第一

次地質基準説明書」の在庫が殆ど動いておら

ず，「第一次地質基準説明書」の販売が進ま

ないと，現在執筆中の「第二次地質基準説明

書」の出版計画も進め難いことから，今回は

「第二次地質基準」に差し換えないことにし

た．500部増刷すると２年位もつそうなので，

２年後に差し換えを検討することとした．

現在編集作業中の「第二次地質基準説明書」

の出版が計画通り2008年秋として，その後１

年かけて「地質学調査の基本」の検討を行い，

第二次地質基準に合わせて大改訂を行う計画

である．今回は誤植など訂正と索引項目を追

加して重版した．

「地質学用語辞典」については掲載項目選

定の最終段階に入っている．

４）地層名委員会（委員長-天野一男）

・アルゼンチン地層名委員会では，

Tertiary, Quaternaryをそのまま使うと

の報告あった．

・７年前に出版された国際層序ガイドの在

庫が少ないので，現在，重版を依頼中で

ある．

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）

２）地質災害委員会（担当理事-天野）

３）法務委員会・倫理規定策定委員会（委員

長・担当理事-上砂）

・理事会より委託された利益相反行為に関

する原則の検討結果が報告された．３月

末までに原則を確立し，４月の理事会・

評議員会で決定したうえで，５月の総会

における承認を目指す．

・12月15日に開催された法務委員会の報告

があった（審議事項　除名細則第3条に

定める手続きの詳細）

４）ジオパーク設立推進委員会（委員長-佃

栄吉，委員　渡辺真人）

・ジオパーク設立推進委員会のこれまでの

活動と今後の方針について報告があっ

た．

・本委員会は当初の目的を達成して解散

し，ジオパーク支援委員会として活動を

継続する．

５）学会就業規則整備委員会（立石雅昭）

・第１回委員会を10月９日，第２回は11月

５日に開催し，中間答申を出した．

・事務局職員の業務内容，給与，定年退職

後の処遇，超過勤務の実態を把握し，適

切な措置を講ずる必要がある．

Ⅱ　各種委員会報告（評議員会関係）

１．各賞選考委員会（委員長-安藤寿男）

・監事，代議員地方区は定員どおりであっ

たので，無投票当選とした．

・理事会に対し，選挙管理委員会規約の改

正について要望書を提出した．

・投票は12月15日で締め切り，開票は12月

17日９時よりおこなう．

Ⅳ　その他

１．IYPE関係（佃副会長，渡辺委員）

・日本ではIYPEに関する活動は，アウト

リーチが主体となる．

・「国際惑星地球年日本」を立ち上げるこ

ととなった．本会は，IYPE活動に協賛，

あるいは活動を実施・支援する個人や学

会等へ情報交換の場を提供し，またメー

ルニュース配布などにより国内外の情報

を届ける．さらに，国際シンポジウムの

企画やIYPE科学テーマに関する普及読

本の企画・出版などを検討する．各学会

には会員となるよう参加を呼びかけてい

るが，地質学会はすでに会員である．

２．地質の日（藤本委員）

パンフレットの印刷と地質の日を日本記念

日協会に登録することを企画中である．登録

料が必要であり，参加各学会に応分の負担を

依頼中である．

３．地球惑星科学連合（木村）

・連合の将来構想委員会が中間答申，連合

の法人化とそれに伴う内部組織のセク

ション化構想が紹介された．

・連合地学オリンピック小委員会（久田）

参加報告と今後の計画が示された．日本

は2008年第２回大会から高校生を派遣予

定である．国内選抜は第１次（３月），

第２次（5月）を行い（将来的には普及

活動も同時開催），夏には合宿が実施さ

れる予定である．

４．学術会議関係（木村会長）

木村会長欠席により議場報告なし．後に北

里連携会員より以下のメモが提出された．

・地球惑星科学委員会傘下の分科会はそれ

ぞれが提言をまとめるべく，議論してい

る．

・地球惑星科学委員会の５名の会員のうち

３名の任期が20期で終了する．会員，連

携会員が第21期会員候補を推薦した．現

在，選考委員会において選考中である．

引き続いて2008年２月１日～３月31日の

間，今期で改選される連携会員の推薦を

行うことになっている．

５．IUGS関係（担当理事-佃副会長）

国際対応分科会の小委員会から，IUGS分

科会（斎藤靖二委員長）となった．

Ⅴ　理事会審議事項（主なもの）報告

１．理事会の下に学会就業規則整備委員会設

置し，法的に必要な雇用契約項目等を学会
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・2009年以降の無料オンラインアクセス不

可（2008年は保証する）については検討

する．

・事務費補助として，08年よりW-B社から

100万円（これまで30万円）＋ロイヤリ

ティー（８％，おおよそ100万円前後）

収入が見込まれる．

・2008年から３年間発行可能なページ数は

毎年10％増加する予定である．

12．秋田大会ついて，学会事業は基本的に札

幌大会で実施されたものを引き継ぐことを

確認．

13．来年度事業方針の策定について検討し，

基本的に重要な事業計画骨子を作った．

14．来年度事業計画，予算計画

・次年度予算編成は以下のような提案につ

いて，予算編成全体の中で検討すること

とした．

１）学生評議員の評議員会参加旅費の援

助，２）支部活動経費の増額については，

各支部から提出のプロジェクト計画ごと

に援助することを目的として検討する．

３）教育普及関係，４）広報委員会の設

置と機能強化，５）地質学雑誌の表紙変

更の検討，６）IYPEの活動の予算化

（広報委員会，行事委員会，会計委員会

で具体的な検討）．

15．次期役員体制について，非改選理事に欠

員が生じた場合の役員補充に係る選挙細則

の補強を検討した．細則修正案を12月評議

員会に提案し，本年度選挙での適用を目指

すこととした．

16．選挙管理委員会より提案された委員会規

約の改正について検討し，改正を承認した．

17．ニュース誌10月号の表紙がIsland Arc

pictorialの一部と酷似していることについ

て，事実関係を確認．今回の対応と今後の

対策を検討した．

・ニュース誌編集委員会よりW-B社および

アイランドアーク編集委員会に対して，

事前連絡の不備と，ピクトリアルの趣旨

に照らして，先行掲載したことに遺憾を

表明した謝罪文を出すこととした．

・一般会員に対しては，ニュース誌に，今

回の事情の説明と今後の一般的な引用法

についての注意を印刷する．

18．運営細則の文言について，以下の修正を

おこなうことを決定した．

第14条（3），第37条２：The Island Arc

のTheを削除し，Island Arcとする．

第14条（4）学校教育委員会→地学教育

委員会とする．

第21条7項（2）：科研費委員会を削除．

第34条（4）：10年ごとに発行を削除．

第34条（5）：不定期を削除．

第37条１：（4），（5）削除する．以下（6）

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

に構築することとした．

立石雅昭委員，佐々木和彦委員，湯浅真人

委員

２．各賞選考手続きに関し細則，選考規約を

変更．

評議員会にメール審議を依頼し，下記の点

についての改正をおこなった．

１）運営細則第39条（2）項，（6）項の改

正，および関連規約の文言の統一．

国際賞の意義の明確化，授与数は毎年度

１名以下とする．

優秀講演賞を「優秀ポスター賞」と名称

変更．

２）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．

３）応募書類の書式の簡素化．

３．東レ科学技術研究助成への応募推薦につ

いてメール審議をおこなった．

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．

４．国際交流関係

１）日韓，地質学会の交流協定書および日

韓小委員会委員の承認をした．

２）日タイ小委員会，日蒙小委員会，日比

小委員会の設置を承認した

５．構造地質部会規約の改定を承認した．

６．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

画を承認

・編著者：屋久島地学同好会＋日本地質学

会地学教育委員会の共同編集，監修：安

間　了

７．防災立地PDのとりまとめの段取りと第

２弾の確認

・新潟大における討論会・巡検の実施（主

催：構造地質部会，日程：11月24-25日）

・勉強会の実施を計画：12月15日評議員会

に予定（佃副会長）

８．利益相反行為に関する原則の検討を法務

委員会に依頼（2008年３月に答申）

９．2010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，本部で活動の一

部をフォローする

10．IYPE日本事務局より参加申し込み依頼

があり，地質学会として参加申込みをした．

11．18年以降のアイランドアーク科研費申請

についてW-B社からの提案とIAR出版契約

関連について検討した．

・来年度のアイランドアークの科研費申請

を中止する．

→（4），（7）→（5）に繰上げ．

第37条２：日本岩石鉱物鉱床学会→日本

鉱物科学会に変更．

19．投稿規定Ⅲ-5およびⅣ-1の修正を承認し

た．

Ⅵ　評議員会メール審議の確認

・各賞規定および細則の改正について，理

事会改定案をメールで審議した．評議員

40名中25名から回答があり，賛成25名を

得て改正案を了承した．２，３の指摘意

見とともに理事会に報告した．後に反対

意見が１名寄せられ，その意見も理事会

に報告した．理事会からは，それらの指

摘や意見に対して回答があった．

評議事項

１．来年度事業方針案，来年度事業計画案，

予算計画案の提示．

・上記３案が提示され，それらの編成の基

本方針を了承した．

２．規約の改正：運営細則，選挙細則

・理事会より役員，代議員及び評議員が任

期中に何らかの理由で欠員となった際の

補充方法に関する規定の改正案が提出さ

れ，これを審議し，原案通り承認した．

・理事会から提案された，日本地質学会選

挙管理員会規約（条文項目追加改正）の

追加，改正の説明を受け，これを原案通

り了承した．

３．地質学雑誌表紙デザインリニューアルの

件

・2009年１月号から，地質学雑誌の表紙を

新たなデザインにするために検討作業を

始めたいとの提案があり，これを了承し

た．

付記：評議員会終了後「特別セッション」

（理事会主催：30分程度）が行われた．

国の防災・立地における地質学的情報や評

価の反映方法（現状の安全審査等）の現状が

佃副会長より紹介された．本件に対して日本

地質学会の果たす役割が大きいことを認識

し，今後議論を深めたい．

――――――――――――――――――――――
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訂正
前号ニュース誌（2007年12月号）の訃

報欄掲載の氏名に誤りがありました．こ

こに訂正し，深くお詫び申し上げます．

ニュース誌編集委員会

誤）村井貞充＿
正）村井貞允＿



SMBCファイナンスサービス株式会社 
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（金融機関へのお願い） 
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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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