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ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140－8－28067
40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方

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

地　質　学　論　集
第 40 号　中央構造線のネオテクトニクス―その意義と問題点―．岡田篤正ほか編，250pp., 1992年12月刊，会員頒価3,200円，

〒340円
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒340円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒340円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒340円
第 45 号　シーケンス層序学―新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，249pp., 1995年８月刊，会員頒価2,500円，〒340

円（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒290円
第 47 号　日高地殻―マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒340円
第 48 号　Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan―　岡田博有

ほか編，188pp.，1997年６月刊，会員頒価 2,100円，〒340円
第 49 号　21世紀を担う地質学．新妻信明ほか編，232pp.，1998年３月刊，会員頒価 2,500円，〒340円
第 50 号　構造地質　特別号―21世紀の構造地質学にむけて―．狩野謙一ほか編， 263pp.，1998年７月刊，会員頒価2,500円，

〒340円
第 51 号　地震と地盤災害―1995年兵庫県南部地震の教訓―．岡田博有ほか編， 162pp.，1998年３月刊，会員頒価3,000円，

〒340円
第 52 号　オフィオライトと付加体テクトニクス．宮下純夫ほか編，316pp.，カラー 10pp.，1999年９月刊，会員頒価3,000円，

〒340円
第 53 号　本州弧下部地殻と珪長質マグマの生成・活動システム．加々美寛雄ほか編，401pp.，1999年11月刊，会員頒価3,900

円，〒450円．
第 54 号　タフォノミーと堆積過程―化石層からの情報解読―小笠原憲四郎ほか編，197pp.，1999年12月刊，会員頒価2,900

円，〒340円．
第 55 号　ジュラ紀付加体の起源と形成過程．木村克己ほか編，221pp.，2000年１月刊，会員頒価2,800円，〒340円．

（売り切れました）
第 56 号　古領家帯と黒瀬川帯の構成要素と改変過程．高木秀雄ほか編，253pp., 2000年３月刊，会員頒価2,900円，〒340円．
第 57 号　砕屑岩組成と堆積・造構環境．公文富士夫ほか編，240pp., 2000年９月刊，会員頒価2,800円，〒340円．
第 58 号　地震イベント堆積物―深海底から陸上までのコネクション―藤原　治ほか編，169pp., 2004年12月刊，会員頒価

2,900円，〒340円．
第 59 号　沖積層研究の新展開　井内美郎ほか編，212pp.，2006年５月刊，会員頒価2,400円，〒340円．

リーフレットシリーズ
大地の動きを知ろう―地震・活断層・地震災害―　1995年４月発行　会員価格200円（非会員300円）
大地のいたみを感じよう―地質汚染Geo－Pollutions 1997年２月発行　会員価格 200円（非会員300円）
大地をめぐる水―水環境と地質環境―　2001年５月発行　会員価格300円（非会員400円）
国立公園地質リーフレットたんけんシリーズ
箱根火山たんけんマップ―今、生きている火山　2007年５月発行　会員価格300円（20部以上購入の場合割引あり）

国立公園地質リーフレットシリーズ
１．箱根火山　2007年７月発行　会員価格1,000円（20部以上購入の場合割引あり）

下敷き : 「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」（英語版）１枚200円（非会員300円）

講演要旨集ほか
第114年学術大会講演要旨（2007年札幌） 会員頒価4,000円，〒500円
第114年見学旅行案内書（2007年札幌） 会員頒価2,400円，〒500円
※このほか，大会講演要旨は，2002年新潟，2003年静岡，2004年千葉，2006年高知．見学旅行案内書は，2003年静岡，
2004年千葉，2005年京都に残部があります．

フィールドノート：学会オリジナル．12×19cm．ハードカバー．レインガード使用　会員頒価１冊500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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五島列島，福江島玉之浦断崖

清川昌一（九州大学）

15Ma五島層群は日本列島が中国と最後までつながっていた
ことを示す地層である．北西方向の古流向を持つ河川堆積物と
湖堆積物で構成されている．左下に釣り人．



①　加藤選挙管理委員長から2008年度会

長，副会長，監事，代議員，理事選挙

および評議員の選出結果報告が資料を

基に行われた．

②　３号議案の承認（拍手）

質問，意見はなかった．

採決結果

議決権行使書　21，賛成21，反対０，保

留０

議場評決総数　97，賛成97，反対０，保

留０

委任状　32，賛成32，反対０，保留０

賛否　合計　賛成150

（4）新旧役員，代議員の交代

議長より，この時点での2007年度と2008年

度の役員，代議員の交代が告げられ，４号議

案からの議決権は2008年度の役員ならびに代

議員に移ることの確認が行われた．

①　出席者数の報告

成立定数101名

現在の出席者104名，特定委任２名，議

決権行使書20名，委任状30名，合計156名

で成立している．

（5）４号議案　2008年度事業計画について

（本誌別掲参照）

①　渡部常務理事から2008年度事業計画案

について資料を基に説明があった．

②　４号議案に対する質疑

１．団塊世代の退職で，会員減少の顕著

化が懸念される．会員，会費システム

の最適化を中長期の視野ではなく早い

時期に検討すべきであるとの意見が

あった．

２．会員，会費の動向シミュレーション

は行っており，減少傾向が認められる。

ただし，会費や会員の位置付けについ

て現在のシステムを変更するような具

体的検討には至っていない．団塊世代

の退職者が，経験やこれまでのコネク

ションを使って学会へ積極的に貢献し

ていただけるように検討していく．

HPなどに検討結果を報告する（渡部

常務理事）．

③　４号議案の承認（拍手）．

採決結果

議決権行使書　20，賛成20，反対０，

保留０

議場評決総数　106，賛成106，反対０，

保留０

委任状　30，賛成30，反対０，保留０

賛否　合計　賛成156

（6）５号議案　2008年度予算案について

①　向山理事から2008年度予算案について

資料を基に説明があった．

議　事　録
議　長　木村克己

副議長　長谷部徳子

日時　2008年５月25日　17：30－18：50

会場　幕張メッセ　国際会議場　303会議室

１．開会

（1）斎藤行事委員長より開会の宣言

２．議長および書記選出

（1）議長：木村克己，副議長：長谷部徳子

書記：山本高司，笠間友博の各代議員が

選出された．

３．議案

（1）１号議案　2007年度事業経過報告（本誌

別掲参照）

①　渡部常務理事から2007年度の事業経過

報告が資料を基に行われた．

②　逝去者10名に対して黙祷

③　出席者数の報告

成立定数102名

現在の出席者94名，特定委任２名，委

任状32名，議決権行使書21名，合計

149名で成立している．

④　議長より，時間節約のため反対・保留

意見がなければ，本総会における議決

をカードではなく拍手で行うことが提

案され，拍手で承認された．

⑤　１号議案の承認（拍手）．

質問，意見はなかった．

採決結果

議決権行使書　21，賛成21，反対０，保

留０

議場評決総数　96 賛成96，反対０，保

留０

委任状　32，賛成32，反対０，保留０

賛否　合計　賛成149

⑥　理事会議決・承認事項および評議員会

評議，承認事項の40），橋辺事務局長

勤続40年表彰の紹介があった。

（2）２号議案　2007年度決算報告

①　向山理事から2007年度の決算報告が資

料を基に行われた．

②　山本正司監事から適正な会計処理がな

された旨，会計監査報告がなされた．

③　２号議案の承認（拍手）．

質問，意見はなかった．

採決結果

議決権行使書　21，賛成21，反対０，保

留０

議場評決総数　97 賛成97，反対０，保

留０

委任状　32，賛成32，反対０，保留０

賛否　合計　賛成150

（3）３号議案　2008年度選挙結果の報告

１．2008年のアイランドアークの出版契

約の変更を受け科研費の申請をとりや

めたので，学術振興会刊行補助金収入

はなくなる．

２．全体として単年度収支が赤字になる

予算を立てているが，単年度だけの決

算という観点ではなく，今までの黒字

分をやっていなかった事業にあてると

いう考えで予算を立てた．

②　５号議案に対する質疑

１．法人化に向けて委員会をつくるのは

良いが，予算はどのようになっている

のかとの質問があった．

２．事業計画関連費が前年より50万円増

額されており，その中で対応する（向

山理事）．

３．Webの強化に関して，予算として

はどのようになっているのかとの質問

があった．

４．これについても事業計画関連費の中

で対応する（向山理事）．

③　５号議案の承認（拍手）．

採決結果

議決権行使書　20，賛成20，反対０，保

留０

議場評決総数　107 賛成107，反対０，

保留０

委任状　30，賛成30，反対０，保留０

賛否　合計　賛成157

（7）６号議案　名誉会員の推薦について

①　伊藤前副会長から名誉会員の推薦案に

ついて資料を基に説明があった．

②　議長より名誉会員の承認は一括で行い
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総会会場の様子．下は挨拶をする新理事．



郎（9/14）佐々木清隆（9/13）村井貞允

（10/1）西野英之（10/3）福田正光

（2007/12/8）長田幸久（2007/12/7）日

下部吉彦（1/23 退会手続き後の連絡）

２）学会運営に関する諸集会及び委員会等の

活動

＜第114年総会＞

日時：2007年５月20日　17：00～19：00

会場：幕張メッセ　国際会議場

出席者：前半＝理事・代議員：出席　87

名，委任状提出者　35名，議決権行使　35，

合計　157，定足数　102名，

後半＝理事・代議員：出席　93名，委任状

提出者　35名，議決権行使　38，合計

166，定足数　102名

審議事項：１）2006年度事業経過報告，２）

2006年度決算報告，３）選挙結果報告，４）

2007年度事業計画案，５）2007年度予算案

について，６）名誉会員の推薦

＜委員会等の開催＞

・理事会（12回）議事内容，報告等につい

ては，随時HP，ニュース誌に掲載

・定例評議員会（４回）議事内容，報告等

については，随時HP，ニュース誌に掲

載

・その他委員会：総務委員会（会計委員

会），広報委員会（インターネット委員

会），行事委員会，地質学雑誌ならびに

アイランドアーク編集委員会，各賞選考

委員会（選考検討委員会，アイランド

アーク賞選考委員会を設置し，該当賞の

選考を諮問），地質基準委員会，名誉会

員推薦委員会，女性地球科学者の未来を

考える委員会，オンライン化委員会，法

務委員会学会，就業規則整備委員会，選

挙委員会など，メールによる会議を含め，

随時開催．

３）行事の開催

＜第114年年会＞

会期：2007年９月９日-11日

会場：北海道大学

参加者：920名（会員808名，非会員112名）

・一般発表：537件（申込み542件）：口頭

301件（申込み304件），ポスター236件

（申込み238件）

・シンポジウム：13件（115講演），緊急展

示：2007年新潟県中越地震関連　７件

・緊急パネルディスカッション「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」

理事会および構造地質部会の共催

・優秀講演賞の授与：12件（ポスター発表

のみ）

・見学旅行：実施14コース

・ランチョン：専門部会を中心に９件

・夜間小集会：10件

・就職支援プログラム（全国地質調査業協

会共催，北大キャリアセンター後援）：

2007年９月８日　参加企業７社

たいとの提案があり，拍手で承認された．

③　６号議案の承認（拍手）

採決結果

議決権行使書　20，賛成20，反対０，

保留０

議場評決総数　106，賛成106，反対０，

保留０

委任状　30，賛成30，反対０，保留０

賛否　合計　賛成156

（8）アジアで発生した大規模自然災害に関す

る緊急声明の提案

①　藤本理事から緊急声明の提案趣旨およ

び決議文案について資料を基に説明が

あった．

１．内容について承認して頂き，語句等

は新理事会で確認し提出する．

②　緊急声明に対する質疑

１．趣旨に賛成するが，声明を出す以上

は組織的な取り組みが必要でないか．

国内での体制はあるが，海外へは具体

的にどのように取り組むのかという質

問があった．

２．四川に関して見舞い文を出しており

窓口は出来ているので，連合や学術会

議との連携の中で進めていきたい．

③　緊急声明の承認（拍手）

採決結果

議決権行使書　22，賛成22，反対０，保

留０

議場評決総数　114，賛成114，反対０，

保留０

委任状　37，賛成37，反対０，保留０

賛否　合計　賛成　173

４．新会長挨拶

新理事の自己紹介とともに宮下純夫新会長

より就任の挨拶があった。

５．閉会

閉会宣言（木村議長）

2007年度事業経過報告
１．報告事項

１）会員の動静

2008年４月末現在の会員は，賛助会員32社，

名誉会員74名，正会員4243名（うち院生割引

162名），

準会員21名，会員総数4370名，2007年４月末

と比べて83名の減少であり，その内訳は次の

とおりである．

入会者　165名（正会員147名（うち院生割

引113名），準会員18名）

退会者　115名（賛助２社　正会員111名

（うち院生割引８名）準２）

除籍者　124名（正会員124名）

逝去者　９名（名誉会員２名，正会員７名）

名誉会員：杉山隆二（05/3）大久保雅弘

（06/10）

正会員：立花　卓（2006/12/11）加藤又二

＜日本地質学会各賞の授与式＞

日時：2007年９月９日

会場：北海道大学高等教育機能開発総合セ

ンター大講堂

・日本地質学会賞受賞記念講演：磯闢行雄

会員「地質学者はいつから愛を失ったの

か」

・日本地質学会柵山雅則賞受賞記念スピー

チ：青矢睦月会員「予定通り予定外な私

の研究史」

・日本地質学会国際賞記念講演: Dr. David

H. Green「Melting in the Earth's

Mantle : Complexity and Subtlety

Linking Petrology and Geodynamics」

＜年会関連行事＞

・第11回地質情報展2007北海道―熱くゆた

かなぼくらの大地―」2007年９月７日～

９日　共催：（独）産業技術総合研究所

北海道大学クラーク会館および札幌駅西

口コンコースにサテライト展示，

参加者：1197名

・市民講演会「発掘！眠れる地質遺産マチ

おこしの目覚まし－ジオパークの試

み－」2007年９月９日，参加者：約100

名

講師：佃　栄吉副会長，岡田　弘氏，

亀和田俊一氏，古沢　仁会員，水野洋

一氏　石井正之会員

・夕張市民講演会「ゆれ動くゆうばりの大

地と地球」2007年９月12日，参加者：約

90名

講師：木村　学会長

・地学教育委員会

小さなEarthe Scientist のつどい～第５

回小・中・高校生徒地学研究発表会：

2007年９月９日，参加校10校，23件，

うち６件に優秀賞を授与．

第６回理科教員対象見学旅行：2007年９

月８日，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

４）出版物の刊行

＜地質学雑誌＞

・113巻４号（2007年４月）～114巻３号

（2008年３月）を刊行した．総ページ数

は650ページ．

・地質学雑誌補遺：札幌大会見学旅行案内

書　冊子版およびCD-ROM版

＜日本地質学会ニュース＞

10巻４号（2007年４月）～11巻３号（2008

年３月）を発行した．総ページ数は350ページ．

＜Island Arc＞

・Island Arc 編集委員会の編集により，

Wiley-Blackwell社よりVol.16,Issue 2～

Issue 4 Vol.17, Issue 1 を刊行した．総

ページ数は578ページ．

・日本学術振興会から2007年度科学研究費

補助金（定期刊行物）の交付を受けた．

＜リーフレット＞

・国立公園地質リーフレットたんけんシ

リーズ１　「箱根火山たんけんマップ」
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・「OCEANS'08 MTS/IEEE/KOBE-

TECHNO-OCEAN'08」（08/4/8-11，隔

年に日本で開催）の協賛

・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．

・日本アイソトープ協会：第45回アイソ

トープ・放射線研究会の共催．運営委

員：小笠原正継．

・原子力総合シンポジウム2008（2008/5開

催）の共催，運営委員として高橋正樹．

・第12回岩の力学国内シンポジウム

（2008/9/2-4）の協賛．

・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」への参加承

諾．専門委員：高橋正樹．

・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」（11/8-9）の協賛．

・産総研「第８回地質調査情報センターシ

ンポジウム」（7/25）の後援．

・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」（8/4-5）の協賛．

・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．

・海洋調査技術学会より第19回研究成果発

表会（11/15-16）協賛．

・科学教育研究協議会，第55回全国研究大

会（石川県加賀市，8/2-4）の後援．

・日本粘土学会，第52回粘土科学討論会

（沖縄県那覇市，9/3-5）の共催．

・日本活断層学会，「能登半島地震１周年

シンポジウム」（5/18，七尾市）の後援．

・産総研（申請者：小笠原正継氏ほか），

屋久島のポスター（地質標本館グラ

フィックスシリーズ９）に対し，日本地

質学会推薦名義使用を承諾．

・産業技術総合研究所と2007年度の共同研

究契約を締結：研究題目：「地質科学分

野におけるオンライン化の将来動向に関

する研究」

７）支部の活動

＜北海道支部＞

１．北海道支部総会・個人講演会（６件）・

特別講演会・懇親会（2007年５月13日）

・議案の承認を得，次期総会にあわせて世

界自然遺産に登録された知床をテーマに

講演会を企画することとした．

・2007年度の支部体制

支部長：宮坂省吾，幹事：川上源太郎

（庶務），渡邊　剛（会計），中川　充，

岡村　聡，前田仁一郎，重野聖之，高

清水康博，今山武志，会計監査：嵯峨

山　積，支部災害専門員：川村信人，

ジオパーク支援委員：田近 淳，北海道

地質百選検討グループリーダー：石井

正之

・特別講演会：木村　学日本地質学会会長

による「地質学と地質学界の将来」を開

催

・国立公園地質リーフレット１　「箱根火

山」

５）関連外部委員会への協力

下記の関連外部委員会等に対して本学会か

ら選出された委員を通じて，これまでに引き

続きそれぞれの活動，関連学会の発展と連携

に協力した．

日本地球惑星科学連合：運営会議議長（木

村学），評議員（伊藤谷生），連絡委員・国際

地学オリンピック小委員会→（独立機関）国

際地学オリンピック日本委員会（運営委員

長：久田健一郎，（香束卓郎）交代→小泉治

彦），プログラム委員会（委員長　渡辺真人）

財務委員会（七山太），教育問題検討委員会

（阿部国広，矢島道子，芝川明義，中井睦美），

国際委員会（副委員長　公文富士夫），地質

科学関連学協会連合（天野一男），自然史学

会連合（斎木健一），地理関連学会連合，地

質技術関連学協会継続教育協議会（CPD，

公文富士夫），日本技術者教育認定機構

（JABEE，天野一男），国際惑星地球年

（IYPE）日本委員会（佃　栄吉），地質の日

実行委員会（委員　藤本光一郎）原子力総合

シンポジウム（運営委員，高橋正樹），アイ

ソトープ・放射線研究発表会運営委員会（運

営委員，小笠原正継），JIS A 0204と新規JIS

の原案作成委員会委員（委員長：坂　幸恭），

地質情報活用機構（GUPI）技術者の認定制

度創設のための委員会委員（山本高司） 富

士山学会：富士山科学看板設置調整委員会

（専門委員　高橋正樹），日本ジオパーク委員

会（委員　高木秀雄）

６）その他報告事項（主なもの，そのほかは

News誌，HPに掲載の理事会議事録，評議

員会議事録参照）

＜特に他学協会との共催・後援，協賛行事，

開催年月日に関りなくこの期間に依頼のあっ

たもの＞

・第４回ゴンドワナからアジア国際シンポ

ジウム（小山内康人，11月８－10日，九

州大学）を後援．

・日本地すべり学会「海底地すべりシンポ

ジウム」（9/9-11）共催．

・筑波大学より朝永振一郎記念第２回「科

学の芽」賞を後援

・群馬県立自然史博物館より，第27回企画

展「アイスエイジ氷河時代を生きた動物

たち」の後援．

・触媒学会より，触媒道場（8/6-8，倉敷

市）の協賛．

・ゼオライト学会より，「第15回ゼオライ

ト夏の学校」（9/6-8，東北大学川渡共同

セミナーセンター）の協賛，ならびに

「第23回ゼオライト研究発表会」（11/7-8）

の共催．

・日本工業新聞社より，2007年地球環境保

護土壌・地下水浄化技術展の協賛．

・日本科学技術振興財団より，「青少年の

ための科学の祭典2007」の後援．

２．日本地質学会第114年学術大会（2007）

準備・実行支援事業

・大会準備委員会（準備委員長　岡田尚武，

事務局長　竹下　徹）のもと，北海道大

学高等教育機能開発総合センターをメイ

ン会場に開催された札幌大会の準備・運

営を支援．

・9/2-12の期間には北海道Geo-Week2007

を設定し，他学会・団体主催で開かれる

各種イベントと合わせて，共同で宣伝・

広報活動にとりくんだ．

・9/12には木村　学日本地質学会会長によ

る夕張市民講演会「ゆれ動く夕張の大地

と地球」を開催．

３．北海道地質百選の取り組み

・webサイトを立ち上げ，募集を開始．

＜東北支部＞

１．2007年度は支部としての活動は特に行わ

なかった．

２．第115年学術大会（秋田）の準備は順調

に進んでいる．開催校である秋田大学の

実行委員会より東北支部に巡検の催行

（巡検案内書の編集を含む）およびシン

ポジウムの企画・実施が要請され，適切

な対応をとった．

＜関東支部＞

１．2007年６月２（土）～３日（日） 銚子

半島の地質見学会

案内；安藤寿男（茨城大学理学部）参加者15

名

２．2007年６月10日　支部総会，第１回研究

発表会「関東地方の地質」，発表数34件

＜中部支部＞

１．中部支部総会・シンポジウム「 伊豆弧

の衝突と中部日本のテクトニクス」，静岡

大学にて，参加者59名（2007年６月９日）

２．個人講演（ポスターセッション），７件

（2007年６月９日）

３．巡検「伊豆半島の地質」，案内者：新妻

信明（静岡大学），参加者31名（2007年６

月10日）

４．2010年地質学会年会開催地の検討

＜近畿支部＞

１．近畿支部総会・シンポジウム（2007年４

月28日，大阪市立大学学術情報センター）

「近畿地方の地質構造発達史-先白亜紀テ

クトニクスからネオテクトニクスまで-」

世話人：八尾　昭ほか９名，講演・コメ

ント　８件，参加者：60名

２．後援

・地盤情報データベース作成委員会報告会

「4000本のボーリングデータとAT火山

灰層データからひもとく近江盆地の地下

構造」（2007年６月１日，関西地質調査

業協会・（独）産業技術総合研究所主催）

・断層研究資料センター20周年記念講演会

大阪直下の上町断層をさぐる（2007年11

月30日，断層研究資料センター主催）

・「地盤情報から学ぶ堆積盆地の地盤特性

と防災・環境」講習会 （2007年12月４

日，KG-NET・関西圏地盤研究会主催）
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康文，前川寛和

３）2008年年会開催地：東北支部，秋田地区，

会場：秋田大学　会期：2008年９月20日～

９月22日

鉱物科学会と同時開催，共同セッショ

ン・シンポジウムを企画．

秋田大会のテーマ「地球の鼓動とその恵

み―地質学から迫る人と地球の未来」

４）2007年度選挙管理委員会委員：加藤　潔

（委員長）有井聡美，駒井希充，佐脇貴幸，

西村瑞恵

５）2007年度50年顕彰会員として秋山雅彦名

誉会員（55年）と山形　理会員（50年）を

追加承認．

６）アイランドアークの編集長の交代（2008

年１月から）を承認，新委員長：井龍康

文・前川寛和

７）メールマガジン「geo-Flash」創刊，７

月３日第１号配信．原則として毎月第一，

第三週の火曜日に配信．

８）HPをリニューアルし，2007年９月９日

から公開．

９）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

10）理事会の下に学会事務局就業規則整備委

員会を設置：立石雅昭委員長，佐々木和彦

委員，湯浅真人委員

2008年３月末，就業規則改正案の答申を

出した．

11）東レ科学技術研究助成に２件の応募を承

認．そのうち加藤泰浩会員の「同位体を指

標とする固体地球の応答の解明」が採択．

12）文部科学省の若手科学者賞に１件応募を

承認したが不採択．

13）沖縄研究奨励賞に１件の応募を承認した

が不採択．

14）構造地質部会規約の改定を承認．

15）各賞選考に関し，運営細則ならびに各賞

選考に関する規約を改正した．

・主な改正点：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」に名称変更．学

会賞，国際賞，小澤・柵山賞について理

事会の下に推薦委員会を設置する．

・運営細則第11章第39条２項，（2），（6）

項の改正および関連規約の文言の統一．

・各賞選考に関する規約の改正および関連

規約の文言の統一．

３項１），２）；７項２）；項１），２）；

10項３）；11項４）；13項；14項

16）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，柵山雅則賞の選

考に関して，

選考検討委員会（各賞選考規約第２項）

ならびに推薦委員会（各賞選考規約第12項）

の申し合わせを設定した．

（＊上記，14）および15）の詳細はNews

誌2007年10号2-3ページ，2007年版会員名

＜四国支部＞

１．技術講習会の開催　2007年４月28日（土）

愛媛大学理学部

火山灰処理に関する技術講習会：テフラ

の野外調査法と，テフラの解析方法

講師：古澤明氏（古澤地質調査事務所），

受講者25名

２．第７回四国支部総会・講演会　2007年12

月15日（土）愛媛大学総合情報メディアセ

ンター・メディアホール．

特別講演：愛媛大学小松正幸学長「イン

ドネシアの大学の現状」，インドネシア

の大学の現状と今後の日本の大学との環

境地質分野における交流の可能性につい

て話された．

午後から総会議事，個人講演，口頭発

表：７件，ポスター発表：13件．

３．四国支部巡検「松山平野の活断層－重信

断層と北方断層－」 2007年12月16日（日）

案内者：高橋治郎会員（愛媛大学教育学

部），参加者：16名

見学地・見学内容：松山市～東温市にお

いて，松山平野を横切る活断層の野外巡

検．松山市高井町西林寺近くのトレンチ

調査地点，東温市西岡の重信断層，東温

市北方の北方断層，東温市宝泉の医王寺

断層崖．

＜西日本支部＞

１．2007年度の支部体制

・支部長：西田民雄，幹事：大木公彦，庶

務：井村隆介，会計：尾上哲治

２．2007年度総会および支部例会（熊本大学，

2008年２月16日）．

・参加者86名

・学術講演会：口頭発表25件，ポスター発

表22件，支部長講演

・次期幹事校：熊本大学

３．見学会「御所浦島の地質見学，白亜紀資

料館見学」（2008年２月17日）

・参加者：一般11名，学生１名

・案内者：長谷義隆御所浦白亜紀資料館

長・廣瀬浩司学芸員・鵜飼宏明学芸員

４．西日本支部会報の配布

・旧西日本支部会員を対象

・過去10年分の会報をPDF化しCDとして

配布

２．理事会議決・承認事項および評議員会評

議，承認事項

１）2007年度評議員会議長及び副議長の選出，

任期１年

議長：新井田清信，副議長：保柳康一

２）各賞選考委員会委員の選出（任期２年，

2009年度まで）

新任（2008年度まで）：堀　利栄，高木秀

雄，中川光弘，卜部厚志，北里　洋

留任（2007年度まで）：酒井治孝，井内美

郎，安藤寿男（委員長），足立勝治，井

龍康文

職責委員：狩野謙一・宮下純夫・久田健一

郎・石渡　明・Simon WALLIS・井龍

簿の規約参照）

17）８月９日付けにて，タイ地質学会との間

で学術交流協定を締結した．

18）10月25日に韓国地質学会との間で学術交

流協定を締結した．

19）日韓，日タイ，日蒙，日比小委員会の設

置を承認した

・日－韓小委員会（委員：高木秀雄・大藤

茂・高橋浩・久田健一郎・江川浩輔）

・日－タイ小委員会（委員：上野勝美・久

田健一郎・仲谷英夫・曽根正敏・脇田浩

二）

・日－モンゴル小委員会（委員：束田和

弘・坂巻幸雄・大藤　茂・高橋裕平）

・日－フィリピン小委員会（委員：松岡

篤・尾上哲治・渡部直喜）

・タイ地質学会からAnnual Meeting

（2008年３月21-22日）の招待があり，久

田委員が会長の代理で出席，記念の楯を

贈呈．

・タイ，チュラロンコン大学理学部地質学

教室創立50周年記念国際会議（アジア地

域の地球科学資源と環境に関する国際会

議，2008年11月24日から26日）の後援を

承諾．

20）W-B社からの提案を検討し，2008年度の

アイランドアークの科研費申請を取りやめ

た．

21）選挙細則第4条11項の改正ならびに選挙

管理委員会規約を一部改正した．

（詳細はNews誌2008年１号５ページ参照）

22）運営細則以下の条項の文言について統一

と修正をおこなった（2007年版名簿の規約

では修正済み）．

第14条（3），（4）；第21条7項（2）；第34条

（4），（5）；第37条１，２

23）投稿規定｣-5および，-1の修正を承認し

た．

24）2009年年会開催地：西日本支部岡山地区

会場：岡山理科大学　会期：2009年９月４

日～６日

25）地質学雑誌の表紙を2009年発行よりリ

ニューアルすることとし，表紙デザインを

一般公募，デザイン選考委員会を設置し選

考，採用作品には賞金50,000円授与．

26）名誉会員推薦委員会の設置：委員長；伊

藤谷生副会長

各支部長（５名）：宮坂省吾，大槻憲四郎，

中山俊雄（関東支部長代理），新妻信明，

八尾　昭，高橋治郎，西田民雄，階層別委

員（４名）：大学：足立　守，小中高：会

田信行，官公所：植村和彦，会社：加藤

進，理事会（１名）：上砂正一

27）理事会の下にジオパーク支援委員会の設

置：天野一男（委員長），田近　淳，竹谷

陽二郎，立石雅昭，三田村宗樹，高橋治郎，

大木公彦，高木秀雄（日本ジオパーク委員

会委員），矢島道子，渡辺真人

28）理事会の下に就職支援ワーキンググルー

プの設置：伊藤谷生（委員長），向山　栄，

矢島道子（以上理事）成瀬　元（千葉大），
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田　賢会員

38）各賞選考委員会より提案された下記の各

賞受賞者を承認した．

・日本地質学会賞（１件）

榎並正樹（名古屋大学大学院環境学研究

科）

対象研究テーマ：高圧・超高圧変成岩

の研究

・日本地質学会柵山雅則賞（１件）

片山郁夫（広島大学地球惑星システム学

専攻）

対象研究テーマ：沈み込み帯のダイナミ

クスと水の役割

・日本地質学会論文賞（３件）

竹内　誠・河合政岐・野田　篤・杉本憲

彦・横田秀晴・小嶋　智・大野研也・丹羽

正和・大場穂高，2004，飛騨外縁帯白馬岳

地域のペルム系白馬岳層の層序および蛇紋

岩との関係．地質学雑誌，第110巻，第11

号，p.715-730.

清川昌一，2006，ベリース国に分布する

白亜紀・第三紀境界周辺層，アルビオン

層：チチュルブクレータに近接したイジェ

クタとその堆積層．地質学雑誌，第112巻，

第12号，p.730-748.

Aoki, K., Iizuka, T., Hirata, T.,

Maruyama, S. and Terabayashi, M., 2007,

Tectonic boundary between the

Sanbagawa belt and the Shimanto belt in

central Shikoku, Japan．地質学雑誌，第

113巻，第５号，p.171-183.

・日本地質学会小藤賞（１件）

斎藤　眞・川上俊介・小笠原正継，2007，

始新世放散虫化石の発見に基づく屋久島の

四万十帯付加体の帰属．地質学雑誌，第

113巻，第６号，p.266-269.

・日本地質学会研究奨励賞（３件）

丹羽正和（日本原子力研究開発機構地層

処分研究開発部門）

対象論文：丹羽正和，2006，海洋性岩石

のスラブで特徴付けられる付加体の岩相と

変形構造～岐阜県高山地域の美濃帯小八賀

川コンプレックスを例として～．地質学雑

小松原純子（産総研）

29）理事会の下に法人化作業委員会の設置：

正・副常務理事・総務担当理事・会計担当

理事，他理事１名，オブザーバー：篠原顧

問会計士　高木顧問弁護士　山本司法書士

（監事）

30）国際地学オリンピックについては普及事

業の一環と位置づけし，支援する，07年度

予算で寄付を，08年度以降は協賛すること

とした.

31）日本記念日協会に「地質の日」５月10日

の登録申請を行い受理された．

32）地質環境の長期安定性研究委員会提案の

地層処分に関するリーフレット２種（2008

年度および2009年度ｂ各１件）の企画を承

認．

33）日本地質学会賞および柵山賞の選考につ

いて選考検討委員会を設置し選考を諮問し

た．

委員氏名：狩野謙一（委員長），木村

学・齊藤靖二・嶋本利彦・平　朝彦，磯闢

行雄，渡部芳夫，石渡　明，S im o n

WALLIS，小川勇二郎，巽　好幸，伊藤谷

生，宮下純夫

・アイランドアーク賞については，アイラ

ンドアーク編集委員会に選考を諮問し

た．

34）次の12名の会員を50年会員として顕彰す

ることとした．

岡野武雄　笠井勝美　梶間和彦　菊地隆

男　口野道男　佐田公好　高野武男　中島

秀雄　根本　守　長谷川美行　府川宗雄

和田温之（敬称略）

35）2007年度（2007年４月～2008年３月）決

算案を承認した．【２号議案】

36）2008年度（2008年４月～2009年３月）の

事業計画ならびに予算案を承認した．【４

号・５号議案】

37）名誉会員推薦委員会から提案された下記

の６名の会員を総会に推挙することとし

た．【６号議案】

増田孝一郎会員　石田志朗会員　杉崎隆

一会員　加藤　誠会員　沖村雄二会員　柴

誌，第112巻，第６号，p.371-389．

長谷川　健（北海道大学大学院理学研究

科地球惑星科学専攻）

対象論文：長谷川　健・中川光弘，2007，

北海道東部，阿寒カルデラ周辺の前-中期

更新世火砕堆積物の層序．地質学雑誌，第

113巻，第２号，p.53-72．

福成徹三（名古屋大学）

対象論文：Fukunari, T. and Wallis, S,

2007, Structural evidence for large-scale

top-to-the-north normal shear

displacement along the MTL in

Southwest Japan. Island Arc, vol.16, no.2,

p.243-261.

・日本地質学会 Island Arc賞（１件）

Chang Whan Oh, Sung Won Kim, In-

Chang Ryu, Toshinori Okada, Hironobu

Hyodo and Tetsumaru Itaya, 2004,

Tectono-metamorphic evolution of the

Okcheon Metamorphic Belt, South Korea:

Tectonic implications in East Asia．

Island Arc, 13, 387-402.

39）「女性地球科学者の未来を考える委員会」

の名称を「男女共同参画委員会」に変更な

らびに規約の一部改正を承認．

40）事務局職員の勤続表彰規定に基づき，橋

辺事務局長の勤続40年を表彰した．

41）「地質学雑誌特集号刊行までの手順」に

ゲストエディターを迎えることの項目を追

加修正した．

42）中国四川省の地震に対し，中国地質学会

（孫文盛会長）に地質学会として見舞い状

を送付．

43）ミャンマーのサイクロン，中国四川省の

地震について総会に緊急声明案の提案する

ことを決めた．

３．役員選挙の実施

１）会則,選挙細則に基づき，2008年度，会

長，副会長，監事，代議員，理事の選挙お

よび評議員の選出を行った．
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2008年度
名誉会員候補者推薦理由

増田孝一郎会員（1927

年12月３日生，80歳）

増田会員は，1951年東

北大学理学部地質学古生

物学教室を卒業された．

卒業直後に東北大学教育

教養部に助手として採用

され，同大学教育学部助教授を経たのち，宮

城教育大学助教授，教授を歴任され，1992年

に宮城教育大学名誉教授になられた．

増田会員は学生時代から地質学や貝類化石

に関心を寄せられ，東北大学理学部の卒業論

文として能登半島北部東院内層の調査をされ

て以来，地質学的古生物学的研究に邁進され

た．研究初期の成果は，仙台市付近の地質調

査，特に七北田層の地質学的古生物学的研究

としてまとめられ，M i y a g i p e c t e n

matsumoriensisの新属新種の発見提唱とし

て知られている．その後の研究は，第三紀貝

類，特に二枚貝類Pectinidsの時空分布に関

する生層序学的研究に発展し，日本各地の貝

類化石群の記載報告，動物地理学的検討を重

ねた研究成果は1961年に博士論文「Tertiary

Pectinidae of Japan」としてまとめられ，地

質学雑誌や日本古生物学会の学会誌等に多数

発表された．

これらの成果は，1968年の日本古生物学会

研究奨励賞（学術賞）あるいは1972年の日本

古生物学会論文賞を受賞し，高く評価されて

いる．増田会員の研究は日本周辺にとどまら

ず，1969～1970年に文部省海外研究員として

アメリカ・スタンフォード大学およびスミソ

ニアン国立自然史博物館での日米貝類化石群

の比較研究に発展し，地質学的生層序学的視

点から環太平洋域の新生代貝類化石群の起源

と移動に関して膨大な情報が整理され，今日

の日本の新生代地質学古生物学研究の発展に

大いなる貢献を重ねて来られた．

増田会員の研究で培われた多くの経験と成

果は，地質学古生物学の教育と普及において

も大いに生かされてきた．東北大学・宮城教

育大学はもとより非常勤講師を勤められた筑

波大学，静岡大学，千葉大学，秋田大学等に

おいて同僚や後進に研究・教育活動としてさ

まざまな指針を与え続け，多数の教科書や普

及書の執筆，出版を通じて地質学古生物学の

普及に大いに尽力された．これまでに指導さ

れた多数の学生は，大学・研究所や企業の第

一線で活躍しており，増田会員の地質学古生

物学への深い理解と情熱は世代を越えて揺ら

ぐことなく存分に引継がれている．また，増

田会員は，1975年から齋藤報恩会自然史博物

館の学芸員を，1986年には宮城教育大学付属

養護学校校長を併任され，1989年には宮城県

特殊教育研究会長，東北特殊教育研究会長，

1997年～2001年には仙台市科学館友の会会長

として，学校および博物館においても，教育

や運営・発展に大いに寄与され，大きな功績

日本地質学会2008年度事業計画

事業基本方針：法人化を完成させ，地質学

会の発展の礎を構築する．

１．学術推進活動

１）春季連合大会への参加促進．

地質学会が主催，共催するセッションを

成功させる．

２）秋季秋田大会の目標

・支部ベース大会の定着を図る．

・学協会連携推進の場とする（日本鉱物

科学会との同時開催の相乗効果を目指

す）．

・日韓連携の推進の場とする．

３）学術雑誌の充実

・地質学雑誌特集号の充実を進める（新

企画，表紙の刷新，一般販売の検討）．

・地質学雑誌の地位を確保する（インパ

クトファクター登録雑誌への作業開

始）．

・Island Arcの充実と隔月化の早期実

現．

２．普及教育活動

以下の事業の積極的な展開と連携協力を進

める．

１）IYPE活動展開（シンポジウムほか）．

２）「地質の日」事業　冠事業，イベント．

３）ジオパーク運動展開　自治体との連携

強化．

４）地学オリンピック本格参加．

５）出版活動展開．

６）Web の充実．

７）連合教育問題検討委員会と連携し，提

言活動の展開．

３．社会貢献事業

以下の事業を主導的に進める．

１）自然災害対応の充実・強化（他学会と

の連携体制の確立）．

２）地質関連人材の養成・派遣・斡旋事業

の新展開．

３）地質技術者支援事業の展開．

４）Web上での業界などとの連携．

４．組織整備強化

学会の法人登録と法人事業計画の策定を着

実に実施する．

１）社団法人申請（法人化委員会の強化）

の実施．

２）情報高度化の継続（Webの充実，英

語化，システムの高度化）．

３）中長期ビジョンの策定（中期ビジョン

委員会の再開）．

を残された．これらの功績の一部は，「地学

教育の現状と問題点，教育学部における地学

教育のありかた」（地質学雑誌，1982），「教

育学部における地学教育の問題点」（地質学

論集，1985）として公表されている．さらに，

増田会員は，1992～93年には国立台湾大学客

員教授として国を越えて地学教育の普及に尽

力されている．

以上のように，地質学古生物の普及発展に，

長年にわたり大きな貢献をされた増田孝一郎

会員を，名誉会員として推薦する．

石田志朗会員（1930年

５月３日生，78歳）

石田会員は1953年に京

都大学理学部を卒業し，

同大学大学院に進み，京

都大学理学博士の学位を

取得された．1959年京都大学理学部助手に採

用され，同大学理学部助教授を経て，1989年

山口大学理学部教授に昇任され，1994年定年

退官された．

石田会員の研究は，初期の新生界新第三系

の層序・地質学的研究，古植物学的研究，そ

の後の大阪層群相当層を主とした第四系地質

学的研究，そして考古学における地質学的研

究で大きな業績を残されている．

新生界第三系層序・地質学的研究は，特に

北陸地域・能登半島の調査にはじまり，古地

理構造発達史の研究のまとめとともに，古植

物学的研究でも大きな成果をあげ，これらの

研究で，京都大学理学博士の学位を授与され

た．大阪層群相当層の第四系地質学研究は，

1960年代から開始され，従来からの詳細な火

山灰・内湾海成粘土層を鍵とした層序学的研

究のフィールドをひろげるとともに，当時最

新の年代測定手法や古地磁気層序学的手法を

導入し，日本列島の第四系層序の詳細対比に

大きな貢献をされ，西南日本の古地理・地質

構造発達史の研究に大きな進展をもたらし

た．これらの研究とともに，考古学への自然

科学的（地質学的）手法の導入に積極的に取

り組み，考古学における堆積学的・古環境学

的見地からの研究へのさきがけとなった．こ

のように考古学・地質学の学際融合型の研究

を進展させ，他分野への地質学的手法の活用

を具体的に提示されたことは特筆に価する．

石田会員は長年にわたって多くの学生や研

究者を育てた．また，応用地質学や農林地質

学の方面を含めて，幅広い地質学の発展につ

くされた．それらの成果は各種の地質図幅や

国土利用基本調査報告等にまとめられてい

る．最近では重要な地質露頭や地形などの現

状をまとめる調査を継続されるなど，長年に

わたり日本の地質学の発展に尽くされた．石

田会員のこのような研究業績と地質学や第四

紀地質学への多大な貢献に鑑み，日本地質学

会の名誉会員に推薦する．
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沖村雄二会員（1932年

６月24日生，76歳）

沖村会員は，1955年広

島大学理学部地学科を卒

業後，同大学大学院修

士・博士課程を経て，広

島大学助手，助教授，教授を歴任されるとと

もに，11国立大学において非常勤講師を務め

られ，平成８年の定年退職時に名誉教授と

なった．この間，地質学関連の学会活動に寄

与され，日本地質学会西日本支部企画委員

（1971～72年），同幹事（1992～95年），日本

地質学会広島大会運営委員（1980年および

1995年），日本地質学会評議員（1994～95年

度）等を務めている．また，国，地方公共機

関・団体から委託された，成羽川流域および

益田地域の広域調査委員，中国地域非金属資

源対策委員長，中国山地国定公園の学術調査

等にも従事された．

沖村会員は堆積学と古生物学の分野で多く

の業績を残された．特に，日本における最初

の石灰岩に関する本格的な教科書として，

1982年に出版された著書「石灰岩」は，国内

外での広範な研究成果を，多数の引用ととも

に平易に解説したものであり，日本の炭酸塩

岩堆積学の目覚ましい発展の礎となってい

る．また，広島大学在職時を通して関わって

きた中国地方の石炭～ペルム系石灰岩の研究

では，堆積学と化石（小型有孔虫・紡錘虫）

についての深い見識を駆使した地道な研究成

果を，多数の論文として執筆されている．

さらに，これらの経験を生かして，多数の

海外学術調査（インド・パキスタン・イラ

ン・トルコ・ギリシャ・スバールバール諸島

など）に参加し，石炭～ペルム紀における微

化石の進化と絶滅，ペルム紀～トリアス紀の

堆積相と環境変動に関する研究を行い，その

成果は著書「Tethys - Her Paleogeography

and Paleobiogeography from Paleozoic to

Mesozoic」および国際誌を含む論文として

公表されている．これらの研究成果は東南ア

ジア・中近東・ヒマラヤ前縁地帯の地質学・

古生物学に大きく貢献したものであり，国際

的にも広く引用されている．

沖村会員は良き師でもあり，広島大学では

多数の学生・留学生に広範な知識と地道な研

究姿勢を伝授し，今日の地質学を担う後進を

育成している．また，現在でも東広島市自然

研究会（会員160名，会報１～38号）の会長

として，地域地質学・環境学の啓蒙と進展を

目指した教育・普及活動に活躍されている．

以上，沖村会員の，その真摯な研究活動に

よる学術的貢献，および熱心な育成・普及活

動による教育的貢献から，日本地質学会の名

誉会員にふさわしいものと考え推薦する．

杉崎隆一会員（1931年

６月30日生，77歳）

杉崎会員は，1954年に

名古屋大学理学部地球科

学科を卒業し，同大学助

手・助教授を経て，1989

年に名古屋大学理学部教授となり，1995年に

定年退職となった．この間，杉崎会員は，鋭

い直感力に基づき研究テーマを設定し，地球

化学的手法を駆使して，地球化学・構造地質

学・堆積学・地震学・応用地質学など地球科

学全般にわたって多くの未解決問題にチャレ

ンジし，新しい地球科学観を提案してきた．

その主要なものは地下水の研究から始ま

る．まず，地下水中の溶存ガス存在度から地

下水の流動方向と流速の定量化を行った．次

に，シャールスタイン（輝緑凝灰岩）と呼ば

れていた我が国の中・古生代緑色岩の研究に

取り組んだ．緑色岩の化学組成に基づき，緑

色岩の形成場とテクトニクスの解明を行い，

1970年代初頭の地質学・構造地質学に大きな

インパクトを与えた．勇躍，珪質堆積岩の堆

積環境の研究に着手し，層状チャート・頁

岩・マンガンノジュールの化学組成の特徴か

ら，本邦中・古生代層状チャート，ジュラ紀

マンガンノジュール，オーストラリアの始生

代チャートの堆積環境を明らかにし，次々と

Nature等の国際誌に発表した．これらの研

究結果は，チャート=深海性堆積物という当

時一般的になりつつあった考えとは大きく異

なるもので，学界に大きなインパクトを与え

るとともに国際的にも注目されたことは記憶

に新しい．さらに，堆積岩の研究と並行して，

地震予知を目的とした地下ガス組成の観測と

それに関連する実験的研究を行い，最近では，

火成岩中に存在する有機物の発見とその起源

に関する研究へと発展させたのである．

杉崎会員は，これらの研究によって得られ

た地質学・地球化学・地球物理学に関する新

たな知見に基づいて，これらの分野の“常識”

を打ち破る柔軟な考え方を提示し，国内外の

地球科学者に大きな影響を与えた．杉崎会員

の論文は特に外国で高く評価され，日本の地

質学のレベルの高さを世界に知らしめた上で

重要である．

また，杉崎会員は研究と同時に後継者の育

成にも全力で取り組み，多くの優れた研究者

を養成した．さらに，長年，多くの大学にお

ける地球科学の集中講義で次世代の若者に地

球化学・地質学・フィールドワークの魅力を

伝えた功績も大きい．その意味で，日本地質

学会に対する貢献度も極めて高いと言える．

以上の理由により，杉崎隆一会員を日本地

質学会名誉会員候補者として推薦する．

加藤　誠会員（1932年

３月21日生，76歳）

加藤会員は，1954年に

金沢大学理学部を卒業

し，北海道大学大学院に

進んだ．1961年北海道大

学理学部助手になり，北海道大学より1962年

理学博士を取得された．1970年同大学理学部

助教授，1981年同大学理学部教授となり，

1995年定年退官後は北海道大学名誉教授とな

られている．

加藤会員は，中・古生代の地質，とくにサ

ンゴ化石の古生物学研究で多大な業績をあ

げ，国内的にも国際的にも高く評価されてい

る．論文などで公表されたサンゴ化石は多数

におよび，古くはシルル紀，デボン紀，主に

石炭紀～ペルム紀，さらには中生代三畳紀ま

で幅広い．これらの研究では，日本列島の

中・古生代の地質の理解を促し，日本古生物

学会学術賞（1970年）・日本地質学会小藤賞

（1980年）・日本地質学会論文賞（1988年）を

受賞している．加藤会員の研究業績は国内に

とどまらない．公表されたサンゴ化石の産出

地点も，本邦や朝鮮半島の各地から，広く

テーチス海の地質が分布するインド～トルコ

におよんでいる．とくに，デボン－石炭系の

境界や石炭－ペルム系境界の策定に関する議

論ではその中心的な役割を担い，IUGSペル

ム系層位委員会委員・国際古生物協会事務局

長・国際石炭系会議常任委員会委員などを歴

任した．

加藤会員は，長年にわたって多くの学生や

研究者を育て，国レベルでは文部省学術審議

会専門委員をはじめ，日本学術会議地質学研

究連絡委員会や古生物学研究連絡委員会の委

員を務めた．学会活動としては，日本地質学

会評議員や日本地質学会北海道支部長を歴任

し，日本地質学会地質学雑誌編集委員などを

通して日本地質学会の発展に尽くされたこと

はよく知られている．また，地質学の社会貢

献についても高い識見をもち，北海道防災会

議の専門委員として地盤問題や地質災害に関

する応用地質分野や防災行政に貢献した．さ

らに，北海道大学学内委員として長期間務め

た資料館専門委員や北海道地区自然災害資料

センター運営委員の活動は，大学総合博物館

の実現に道を開いたこととして特筆されよ

う．

加藤会員は，「日本の地質１『北海道地方』」

（共立出版）の代表編集委員を務め，最近で

は朝倉書店「日本地方地質誌『北海道地方』」

の編集に力を注ぎ，主に地質学の成果を後世

に残すための仕事を今もなお精力的に進めて

おられることも強調しておきたい．

以上，加藤　誠会員の古生物学分野の研究

業績と日本の地質学への多大な貢献に鑑み，

日本地質学会の名誉会員に推薦する．
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2008年度
50年会員顕彰者（1958年入会者）

岡野武雄・笠井勝美・梶間和彦・菊地隆男・

口野道男・佐田公好・高野武男・中島秀雄・

根本　守・長谷川美行・府川宗雄・和田温之

（12名　敬称略）

2008年度
日本地質学会各賞受賞理由

日本地質学会賞（１件）

受賞者：榎並正樹（名古

屋大学大学院環境学研究

科）

対象研究テーマ：高圧・

超高圧変成岩の研究

榎並正樹氏は，造岩鉱

物の詳細な共生関係と化

学組成に立脚した高圧・超高圧変成岩の温

度－圧力（P-T）経路を解析する手法を用い

て，日本のみならず世界の重要な変成帯を研

究し変成帯のテクトニクス解析に多大な貢献

をした．

四国中央部の三波川変成帯においては，含

有する斜長石を大量にEPMA分析して，従

前の黒雲母帯の中に最高変成度の灰曹長石-

黒雲母帯が存在することを見出し，三波川変

成帯に代表される沈み込み型変成帯の形成を

理解するための重要な知見をもたらした．ま

た，ザクロ石の累帯構造から累進P-T経路を

詳細に推定し，曹長石-Na輝石-石英共生を持

つ岩石から高精度の変成圧力を決定して変成

場のテクトニクスを論じた．近年では，愛媛

県東部の東赤石における含ザクロ石超苦鉄質

岩から沈み込み時のP-T経路を解析した．同

氏はまたラマン分光分析法を駆使し，ザクロ

石に包有される石英のラマンスペクトルから

変成圧力条件を推定する方法を提唱した．こ

れにより，別子地域の三波川帯の高変成度部

は，従来考えられていたよりも広範囲にエク

ロジャイト相変成作用を経験したことが判明

しつつある．これは三波川変成帯のテクトニ

クスを理解する上で極めて重要な知見であ

る．

また，榎並氏は，四国の三波川変成帯に貫

入する玄武岩質火山岩に捕獲されているマン

トル物質中からの，日本で初めての天然ダイ

ヤモンドの産出報告にも共同研究者として参

加している．この研究でもラマン分光分析法

が最大限に生かされた．

榎並氏は高圧・超高圧変成岩の研究で緑れ

ん石に着目し続けた．その成果は国際的に認

められ，米国鉱物学会の Reviews in

Mineralogy & Geochemistry“Epidotes

volume”を共同執筆した．高圧・超高圧条

件下では，緑れん石族鉱物がSrやREEの貯

蔵相になってプレート収束域の地殻─上部マ

ントル間の元素移動を担う，とした研究は極

めて独創的なものである．同氏の論文は多数

の研究者に引用され，変成岩岩石学に大きく

柴田　賢会員（1932年

８月27日生，75歳）

柴田会員は1955年に名

古屋大学理学部地球科学

科を卒業，同大学大学院

に進学後の1956年11月に

工業技術院地質調査所に採用され，首席研究

官，地殻化学部長を経て，1993年に名古屋大

学理学部教授に就任された．1996年同大学定

年退官後，名古屋文理短期大学教授，1999年

から2003年まで名古屋文理大学情報文化学部

教授を歴任された．この間，名古屋大学年代

測定資料研究センター長，名古屋文理大学図

書館長を兼務され，学会をリードする地質年

代学の研究に邁進しながら後進の育成にも全

力投球された．また，日本学術会議地球化

学・宇宙化学研究連絡委員会委員，地質学研

究連絡委員会地質年代小委員会委員長，

Chemical Geology 編集委員，地質年代学・

宇宙年代学・同位体地学国際会議の組織委

員，学術審議会専門委員などを通じて，日本

の地質学に大きく貢献してこられた．さらに，

国際協力事業団専門家としてフィリピンやベ

ネズエラへの技術援助にも参画された．専門

の地質年代学の業績は高く評価され，1983年

に日本地質学会賞「放射年代の測定」を，

1988年には工業技術院長表彰を受けられた．

柴田会員は，1960年から１年間ケンブリッ

ジ大学に留学し，また1967年から２年間カナ

ダ地質調査所に出張してK-Ar系とRb-Sr系の

同位体年代学を研鑽され，日本における同位

体年代学分野の創設に先駆的かつ指導的役割

を果たされると共に，地質調査所で日本列島

を網羅する多数の試料を組織的に年代測定し

てこられた．1990年までに公表された日本の

同位体地質年代の過半は柴田会員が測定され

たものである．年代測定の対象は多岐にわ

たっており，それぞれの成果が日本列島の発

達史の解析研究を大きく前進させた．とりわ

け，美濃帯上麻生礫岩中の花崗片麻岩礫の年

代研究，飛騨山地や南部北上山地の基盤岩類

の年代研究，美濃帯堆積岩の微化石年代と同

位体年代の比較研究，断層の活動を評価する

ガウジの年代研究は顕著な研究業績として特

筆される．また，ペルム紀のSr同位体初生値

の低いＭ－タイプの花崗岩と白亜紀前期のSr

同位体初生値のやや高い花崗岩類や高温型変

成岩が関東山地から九州まで点在することを

明らかにし，領家帯と三波川帯の間に構造的

に挟まれた地質帯の存在を提唱された．この

古陸復元モデルは日本列島地帯構造の再検討

を促したものとして高い評価を得ている．

柴田会員の以上のような世界的研究業績と

地質学や地質年代学への多大な貢献に鑑み，

名誉会員として推薦する．

貢献している．

榎並氏は，地質学雑誌やIsland Arcに多数

の論文を発表し，地質学論集no.49の「21世

紀に向けての岩石学の展望－I. 高圧変成帯を

中心として－」や「日本地方地質誌　中部地

方」の執筆も手がけているばかりでなく，岩

石専門部会長や地質学雑誌編集委員などを歴

任し，本学会ホームページの執筆や更新に携

わり，日本地質学会の活動に大きく貢献して

いる．

以上のように，榎並正樹氏は地質学におい

て多大な功績・実績があり，日本地質学会賞

に値するものである．

日本地質学会論文賞（３件）

受賞論文：竹内　誠・河合政岐・野田　篤・

杉本憲彦・横田秀晴・小嶋　智・大野研也・

丹羽正和・大場穂高，2004，飛騨外縁帯白

馬岳地域のペルム系白馬岳層の層序および蛇

紋岩との関係．地質学雑誌，第110巻，第11

号，p.715-730.

本論文は，それまでメランジュ相付加体あ

るいはオリストストロームと考えられてきた

ペルム系白馬岳層が整然相（陸棚相）堆積物

であることを見いだし，また，蛇紋岩中のメ

ランジュ・ブロックとされていた白馬岳層が

蛇紋岩の構造的下位にあることを明らかにす

るなど，飛騨外縁帯の地質を考える上で重要

な新知見を提供し，飛騨ナップ説に疑問を投

げかける興味深い議論を展開している．白馬

岳地域という複雑な地質の急峻な山岳地帯を

綿密に地質調査した様子は，図示された５葉

のルートマップや地質図から読み取ることが

できる．露頭写真・顕微鏡写真を交えた岩相

記載がしっかりなされているほか，地質柱状

対比図も適切に組み立てられている．調査結

果からまとめられた総合柱状図による周辺地

域との層序比較も，先行研究の情報を網羅し

て堅実に考察されている．記述は要点を押さ

えて簡潔に書かれており，図表類も丁寧かつ

見やすく描かれている．本論文は，野外地質

調査の成果を丁寧にとりまとめて，そのデー

タを基本に忠実にして必要十分に提示・考察

できている点で，完成度が高くかつ学術的意

日本地質学会News 11（７） 13



あり，三縄層と川口層の境界が三波川帯と四

万十帯の境界であると結論した．これは従来

から予想されていた西南日本外帯北部のナッ

プ構造を実証する結果であり，日本の地体構

造論と構造発達史の研究を大きく進歩させる

ものとして高く評価される．世界で最も良く

研究された変成帯である三波川帯と，付加体

である四万十帯の地体構造区分が新たに明確

にされたことの意義は，日本列島の地質研究

のみならずプレート沈み込み帯の研究におい

ても大きい．よって本論文は日本地質学会論

文賞にふさわしいものである．

日本地質学会小藤賞（１件）

受賞論文：斎藤　眞・川上俊介・小笠原正

継，2007，始新世放散虫化石の発見に基づ

く屋久島の四万十帯付加体の帰属．地質学雑

誌，第113巻，第６号，p.266-269.

屋久島の付加体は中期中新世の屋久島花崗

岩による接触変成作用を被り，付加体の帰属

の解明に貢献する化石の情報が全く無かっ

た．著者らは，岩相から白亜紀付加体（四万

十帯）に対比されると考えられていた屋久島

の付加体から，初めて始新世の放散虫化石の

抽出に成功し，九州本土の日向層群に対比さ

れることを明らかにした．本論は，地質図幅

の作成に関わる地道な研究によって発見され

た化石とその産出の意義を速報したものであ

り，地道でオーソドックスな野外地質の研究

が実を結んだものと言える．屋久島は世界遺

産に登録されており，その地質学的な位置づ

けが明らかになったことは，屋久島の地質を

多くの人に知ってもらうために極めて重要な

役割を果たすことになろう．このように，本

論は，日本の地質構造論に重要なデータを提

供しており，社会的にもインパクトが大きい

ことから，日本地質学会小藤賞に値する．

日本地質学会研究奨励賞（３件）

受賞者：丹羽正和（日本

原子力研究開発機構地層

処分研究開発部門）

受賞対象論文：丹羽正

和，2006，海洋性岩石

のスラブで特徴付けられ

る付加体の岩相と変形構

造～岐阜県高山地域の美濃帯コンプレックス

を例として～．地質学雑誌，第112巻，第６

号，p.371-389．

この論文は，岐阜県高山地域の標高800m

を越える山地において地道な地質調査を行

い，露頭観察や岩石試料の定方位薄片の観察

により，美濃・丹波帯のジュラ紀後期～白亜

紀前期付加体の実態を明らかにしている．最

大の成果は，緑色岩に富むジュラ紀中期付加

義も大きいことから，日本地質学会論文賞に

ふさわしいものである．

受賞論文：清川昌一，

2006，ベリース国に分

布する白亜紀・第三紀境

界周辺層，アルビオン

層：チチュルブクレータ

に近接したイジェクタと

その堆積層．地質学雑誌，

第112巻，第12号，p.730-748.

本論文は，中米ユカタン半島南東部ベリー

ス北部のK/T境界層であるアルビオン層の陸

上露頭において，詳細な層序・堆積相および

その側方変化から隕石衝突現象の地質学的証

拠を具体的データで論証した論文である．地

質柱状に示された岩相，古流向データ，イ

ジェクタ堆積物のダイアミクタイトに含まれ

る礫の粒径・円磨度・礫/基質比など，堆積

学のオーソドックスな手法が中心であるが，

多数の図と写真でそれらのデータがバランス

よく表示されている．露頭観察と堆積物粒子

の分析に基づいた研究で，ここまで隕石衝突

放出堆積物の実態を明らかにできたことは注

目に値する．また，膨大な先行研究の問題点

を把握した上での丁寧な考察は，他分野の研

究者にも読み応えがある．K/T境界の隕石衝

突クレーター起源堆積物という注目度の高い

テーマについて，海外のフィールドを対象に

丁寧な地質調査に基づいて，現地研究者がな

しえなかったことを成功した点で評価でき

る．よって本論文は日本地質学会論文賞にふ

さわしいものである．

受賞論文：Aoki, K., Iizuka, T., Hirata, T.,

Maruyama, S. and Terabayashi, M., 2007,

Tectonic boundary between the

Sanbagawa belt and the Shimanto belt in

central Shikoku, Japan. 地質学雑誌，第113

巻，第５号，p.171-183.

この論文は，三波川変成帯大歩危地域の変

成岩から分離したジルコン粒子の各部分につ

いて，レーザー照射式誘導結合プラズマ質量

分析装置を用いてU-Pb年代を決定し，構造

的下位の小歩危層と川口層には白亜紀後期の

砕屑性ジルコンが含まれるのに対し，構造的

上位の三縄層には1,800 Maより若いジルコン

が含まれないことを見出し，小歩危層と川口

層の原岩は白亜紀付加体，つまり四万十帯で

体である小八賀川コンプレックスの変形が

top-to-the-eastであり，従来の研究がいずれ

もtop-to-the-westを示しているのとは逆であ

ることを見出した点にある．そして，ジュラ

紀前～中期とジュラ紀後期～白亜紀前期の付

加体における研究結果を比較して，付加年代

によって海洋プレートの運動方向が異なる可

能性を示唆した．色刷りの詳細な地質図や

ルートマップおよび多数の露頭・顕微鏡写真

によって説得力のあるデータ表示を行い，わ

かりやすいモデル図を用いて適切に議論して

おり，複雑な美濃丹波帯の構造を見事に描い

た力作として地質学の論文の模範となり，こ

の地帯の研究に一石を投じたものとして価値

がある．よって丹羽正和氏は日本地質学会研

究奨励賞を授与するにふさわしい．

受賞者：長谷川　健（北

海道大学大学院理学研究

科地球惑星科学専攻）

受賞対象論文：長谷川

健・中川光弘，2007，

北海道東部，阿寒カルデ

ラ周辺の前-中期更新世

火砕堆積物の層序．地質学雑誌，第113巻，

第２号，p.53-72．

本論文は，北海道の阿寒カルデラ周辺の前

中期更新世火砕性堆積物について，広域にお

よぶ岩相の追跡と詳細な対比で40ユニットに

およぶ噴火ユニットと17の噴火グループを識

別し，100万年以上にわたる層序と噴火史を

組み立てた力作である．個々の火砕堆積物に

ついては岩相と岩石学的な記載が丹念に詳述

されており，大量の化学分析データも見やす

く示されている．精緻に認定された層序ユ

ニットは，既存の層序を大幅に改訂しただけ

でなく，複数のユニットからなる噴火グルー

プの識別を可能にし，噴火史復元の解像度を

大きく向上させている．したがって，カルデ

ラの年代と形成過程の考察に基づく火山活動

の変遷史は，説得力あるものにまとまってい

る．また，本論には，地質図，地質断面図，

柱状対比図，露頭写真，岩石学的分析値表と

それらのグラフ，噴火史復元図がバランスよ

く配置され，印刷制限一杯の大論文に仕上

がっている．日本の火山地質研究の基礎とな

る重要な論文であり，筆頭著者の地道な調

査・研究姿勢がよく現れている．よって長谷

川　健氏は日本地質学会研究奨励賞を授与す

るにふさわしい．

受賞者：福成徹三（石油

天然ガス・金属鉱物資源

機構）

対象論文：Fukunari, T.

and Wallis, S, 2007,

Structural evidence for

large-scale top-to-the-

north normal shear displacement along the

MTL in Southwest Japan. Island Arc,

vol.16, no.2, p.243-261. 
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SHRIMPによる同位体年代測定の結果から，

同変成岩の初期温度圧力履歴を決定した．ジ

ルコン中の鉱物から決まった温度圧力条件は

母岩から得られた結果よりもより高い圧力値

を示しており，変形・化学反応を受けにくい

ジルコンが母岩よりもより超高圧下の履歴を

記憶していることが判明した．この成果は超

高圧変成岩の研究に大きなインパクトを与え

た．

片山氏は，赤外吸収分光・SIMS等を用い

て超高圧変成岩中の無水鉱物（ザクロ石や単

斜輝石など）を分析し，それらの鉱物には

300～1500ppmの水が含有されていることを

初めて見いだした．それまでは含水鉱物がマ

ントル中の水輸送の担い手であると考えられ

ていたが，既知の含水鉱物が３GPa, 800℃以

上の高温高圧条件では不安定であることか

ら，水をマントル深部まで運び込むことはで

きないと考えられていた．片山氏は無水鉱物

によっても水が輸送される可能性があること

を示し，マントル中の水の循環を考える上で

新しい視点を与えた．

片山氏はさらに，含水条件及び温度条件に

よって，上部マントルの主要構成鉱物である

カンラン石の結晶格子選択配向が大きく変わ

ることを詳細な変形実験によって明らかにし

た．そしてその結果を使って，東北日本で報

告されているマントルの横波偏向異方性をマ

ントルウェッジが低温・含水条件下で流動す

るモデルによって見事に説明した．この成果

は，近年のマントルダイナミクス研究におけ

る最も重要な研究結果の一つである．

片山氏はまだ32才であるが，すでに合計43

編の論文を執筆している．これらの論文が公

表されてから既に800回以上の引用回数があ

り，同氏の研究が大きなインパクトを与えて

きたことがわかる．同氏は地球惑星科学の幅

広い分野に強い関心をもち，フィールド・実

験・観測を融合して独自の研究分野と手法を

開拓しつつある．

以上のように片山郁夫氏の質・量ともに優

れた業績は，日本地質学会柵山雅則賞に値す

る．

西南日本を内帯と外帯に分かつ中央構造線

（MTL）は，白亜紀から現在までの長い活動

履歴を持つ大規模な横ずれ断層として世界的

に注目されている．本論文ではMTLの運動

像を明らかにするために，南側に分布する三

波川変成帯の地質構造に記録されている情報

に着目した．緻密な野外観察を行い，数多く

のデータを丁寧に整理した結果，三波川帯に

記録された多くの運動指標は，横ずれではな

く南北方向の正断層運動を示すことが明らか

になった．さらに，褶曲軸面の傾斜がMTL

に向かって低角となる変化に気付き，MTL

の正断層運動に関連づけて，正断層の深度と

変位量を制約する新しいモデルを提案した．

MTLに沿った正断層運動の報告はこれまで

にもあったが，本論文によって初めて，正断

層運動の規模とMTLとの関係が明示された．

新たなMTLの運動像を提示する本論文は，

MTLと西南日本のテクトニクスを見直す画

期的な内容を含む優秀な研究成果である．

よって福成徹三氏は日本地質学会研究奨励賞

を授与するにふさわしい．

日本地質学会柵山雅則賞（１件）

受賞者：片山郁夫（広島

大学地球惑星システム学

専攻）

対象研究テーマ：沈み込

み帯のダイナミクスと水

の役割

片山郁夫氏は，（1）超

高圧変成岩の温度圧力履歴の解析，（2）沈み

込み帯における水の循環，および（3）カン

ラン石の結晶格子選択配向とマントルダイナ

ミクスの研究において，顕著な業績をあげて

きた．一連の研究によって同氏は沈み込み帯

のダイナミクスの解明に大きな貢献をし，国

際的にも高い評価を得ている．

超高圧変成岩の研究では，片山氏は最も高

い温度圧力を経験したとされるコクチェタフ

（カザフスタン北部）変成帯を調査し，ジル

コンの中に保存されたダイヤモンド・コース

石を含む19種類もの鉱物の分析および

日本地質学会Island Arc賞（１件）

受賞論文：Chang Whan

Oh, Sung Won Kim, In-

Chang Ryu, Toshinori

Okada, Hironobu

Hyodo and Tetsumaru

Itaya, 2004, Tectono-

metamorphic evolution

of the Okcheon Metamorphic Belt, South

Korea: Tectonic implications in East Asia.

Island Arc, 13, 387-402.

本論文は日韓の研究チームによる沃川帯の

総合的な地球化学的研究の成果である．沃川

帯は韓国や東アジアの地質構造にとって不可

解ながらも重要な場所であり，本論文はこの

地域の理解に重要な貢献をしている．雲母の

K-Ar法や40Ar/39Ar法，ジルコンのU-Pb法に

よる新しい年代値が提示され，岩相層序，構

造，石墨結晶化度を組み合わせて，根拠に基

づいた理路整然とした沃川帯の地史を組み立

てている．加えて著書らは，この地域の既存

データによる徹底したレビューを提示し，後

期古生代の中P/T変成作用と，それに続く花

崗岩貫入に伴うジュラ紀の低P/T変成作用が

あったことを結論づけている．そして，中

国－韓国－日本のプレートテクトニクス進化

過程の枠組みの中でこれらのイベントが地質

学的にいかに重要であったかを論じている．

本論文は，2006年Thompson Science

IndexのIsland Arc全論文中における被引用

度数最高位を受けている．第一著者のOh氏

はすでにIsland Arcによく引用される別の論

文（Vol. 7, p. 36-51, 1998）を著しており，最

近は東アジアに関する重要な論文を国際学術

雑誌に数多く発表している．こうした一連の

研究は，Dabie-Sulu超高圧変成帯の東方延長

に関する世界規模の議論を促進させてきてい

る．また，Oh氏はこの数年Island Arcの共

同編集者としても貢献している．

本論文の科学的なインパクトとOh氏の国

際的な研究活動を総合して，2008年Island

Arc賞を授与するにふさわしい．
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る．また化学組成や同位体比の研究もいっそ

う進んできており次々と新しい成果が報告さ

れつつある．今回のシンポジウムでは，最近

の成果をふまえて，日本列島におけるこの時

期の大規模酸性岩類の形成年代やマグマ発生

過程，花崗岩・流紋岩体の形成過程などに焦

点をあてて討論するとともに今後の課題につ

いて方向性を探る予定である．

科学運動シンポ「地質学と社会」

地団研スローガンの「公害・環境・災害問

題に地域住民と共にとりくもう」を受け，つ

くば，大阪総会に引き続き「地質学と社会」

を科学運動シンポとして取り組みます．話題

提供として，産業廃棄物処分場の環境問題と

六ヶ所村原燃再処理工場の地盤問題，中越沖

地震での災害に関わる問題，豊洲の土壌汚染，

トンネル工事に伴う地盤沈下問題，教育現場

における災害教育などの報告をうけ，それぞ

れの実践に学び，論議したいと思います．ま

た，特別報告として，地球温暖化対策として

の「二酸化炭素地下貯留」についての報告を

いただきます．限られた時間ですが，環境問

題・災害問題に果たす地質学の役割と地団研

の科学運動について，みんなで考えたいと思

います．

朝日新聞文化財団は，朝日新聞社が文化活

動支援を公益的な立場から行うため，1992年

に設立され，朝日賞の受賞事業を継承してお

ります．この賞は，1929年（昭和４年）に朝

日新聞社が，創立50周年を記念して創設した

もので，人文や自然科学など，我が国のさま

ざまな分野において，傑出した業績をあげ，

文化・社会の発展，向上に多大な貢献をされ

た個人または団体に贈られています．

推薦書は８月29日（金）までに，所定様式

送付となりますので，推薦を希望される方は

８月13日（水）までに，理事会宛にご連絡下

さい．

推薦票は下記URLからダウンロードでき

ますが，パスワードが必要です．希望される

方は学会事務局までお問い合わせ下さい．

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

hi/suisen/

問い合わせ先：

朝日新聞社事業本部メセナ・スポーツ部

「朝日賞」事務局

日程：2008年8月22日（金）～24（日）

22日　午前　地学教育シンポジウム「地学教

育の新たな方向－現状と展開－」（仮題）

午後　シンポ：島弧の深部構造

23日　午前　シンポ：日本列島における期白

亜紀～古第三紀の酸性火成活動

午後　総会議事

24日　午前　日本海学習会

午後　科学運動シンポ「地質学と社会」

その他；ポスターセッション，分野別集会

会場：大東文化大学板橋キャンパス（〒175-

8571 東京都板橋区高島平1-9-1）

プログラム詳細など，地団研東京総会HP

をご覧下さい．

http://www.geocities.jp/obt_kk/2008soukai

/index.html

主なシンポジウムの概要

「島弧の深部構造－地質・地震・地震波トモ

グラフィによる解析」

日本列島は火山・地震の多発地帯であり，

世界的にみても，多くの地下深部の情報が得

られる重要な地域の一つである．今回のシン

ポジウムでは，島弧深部の構造がどのように

なっているかに焦点をあて，地表地質，地震，

地震波トモグラフィのデータなどから，マン

トルまでの地下深部の構造をさぐってみた

い．具体的には，地表の変動と地下深部の構

造運動とは関係があるのか，関係があるとす

ればどれくらいの深さまで関係するのか，深

発地震の震源分布は実際に板状の分布を示し

ているのか，地震活動には単元はあるのか，

単元があるとすれば地質や地形の単元とは関

係するのか，地震波トモグラフィで解析され

ている地下深部の構造とはどう関係するの

か，どのような深部構造モデルを構築できる

のか，などについて考え，東北日本を一つの

例としつつ，島弧の深部構造を追求し討論す

る予定である．

「日本列島における後期白亜紀～古第三紀の

酸性火成活動」

日本列島の地質構造発達史を考える上で，

後期白亜紀から古第三紀にかけて発生した大

規模な酸性火成活動の役割はきわめて重要で

あり現在まで数多くの研究がされてきてい

る．特に最近では，年代測定法の進歩による

各地の酸性岩類形成年代のより厳密な吟味が

可能となり年代対比の精度が増してきてい

〒104-8001 東京都中央区築地5-3-2

TEL（直通）03-5540-7453

FAX 03-3541-8999

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

asahi/

本奨励賞は，沖縄を対象とした将来性豊か

な優れた研究（自然科学，人文科学又は社会

科学）を行っている新進研究者（又はグルー

プ）の中から，受賞者３名以内を選考し，奨

励賞として本賞並びに副賞として研究助成金

50万円を贈り表彰するものです．

応募資格は，学協会，研究機関若しくは実

績のある研究者から推薦を受けた50歳以下

（平成20年７月15日現在）の方で，出身地及

び国籍は問いません．

応募方法：

（1）所定の「沖縄研究奨励賞推薦応募用紙」

に所要事項を記入し，（2）研究成果物（論文

３点以内，著書がある場合は１冊），（3）提

出する研究成果物の要旨（A４判横書き各

1,000字以内），（4）研究業績リスト（著書，

論文等30点以内．A４判横書き）を添えて郵

送により提出していただきます．

応募書類の提出先：

〒100-0013 東京都千代田区霞が関3-6-15

グローリアビル７F

財団法人沖縄協会　沖縄研究奨励賞係

応募締切：2008年９月30日（当日消印有効）

応募についての詳細は，http://homepage3.

nifty.com/okinawakyoukai/index.htm

１．東レ科学技術賞（概要）

１．候補者の対象　貴学協会が関与する分野

で，下記に該当するもの/学術上の業績が

顕著なもの/学術上重要な発見をしたもの/

重要な発明をして，その効果が大きいもの

/技術上重要な問題を解決して，技術の進

歩に大きく貢献したもの

２．科学技術賞　２件前後．１件につき，賞

状，金メダルおよび賞金500万円

３．候補者推薦件数　１学協会から２件以内

４．推薦締切期日　平成20年10月10日（金）

弊会必着（学会締切９月10日必着）

２．東レ科学技術研究助成（概要）

１．候補者の対象　学協会が関与する分野で

国内の研究機関において自らのアイディア

平成20年度東レ科学技術賞およ
び東レ科学技術研究助成の候補
者推薦

第30回（平成20年）沖縄研究
奨励賞推薦応募
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地学団体研究会2008年総会の
お知らせ

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．

各賞・
研究助成

日本地質学会に寄せられ

た候補者の推薦依頼をご

案内いたします．推薦ご

希望の方は締切日半月前

までに，理事会までお申

し込み下さい．

「朝日賞」候補者推薦依頼の
お知らせ



賞状，副賞として賞金30万円，１件（１名）

３）応募方法：

所定の用紙（当会のHPからダウンロード）

に，推薦者（個人・団体，自薦も可）・受賞

候補者の略歴，推薦対象となる研究題目・推

薦理由（800字程度），及び主な業績リスト

（指定は１頁です．やむを得ない場合でも追

加は１頁までです）を記入して，主な論文別

刷10編程度（２部ずつ，コピーも可）を添え，

５）の推薦書類送付先までお送り下さい．

４）締切日：2008年11月30日

５）推薦書類送付先・問い合わせ：

〒247-0022

横浜市栄区庄戸　5-14-3

女性科学者に明るい未来をの会

（封筒には，「猿橋賞推薦書類」と明記し

て下さい．書類は，猿橋賞選考のためにのみ

選考委員会などで用いられます．書類は返却

いたしませんのでご了承下さい）

詳しくは，http://www.saruhashi.net

第11回大学婦人協会守田科学研
究奨励賞受賞候補者募集要項

で萌芽的基礎研究に従事しており，今後の

研究の成果が科学技術の進歩，発展に貢献

するところが大きいと考えられる若手研究

者（原則として推薦時45才以下）

２．研究助成金　総額１億３千万円．１件３

千万円程度まで10件程．

３．候補者推薦件数　１学協会から２件以内

４．推薦締切期日　平成20年10月10日（金）

弊会必着（学会締切９月10日必着）

＊推薦用紙は，下記からダウンロード可．

http://www.toray.co.jp/tsf/info/inf_004.html

問い合わせ先

財団法人東レ科学振興会

〒279-8555 千葉県浦安市美浜1-8-1

TEL（047）350-6103 FAX（047）350-6082

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

１）対　　象：

推薦締切日に50才未満で，自然科学の分野

で，顕著な研究業績を収めている女性科学者

２）表彰内容：

猿橋賞候補者推薦依頼

趣旨：本賞は，化学教育者・故守田純子氏か

ら遺贈された資金をもとにして，自然科学を

専門とする女性科学者の研究を奨励し，科学

の発展に貢献する人材を育成することを目的

として，1998年に設けられたものです．

対象：自然科学分野において，優れた研究成

果をあげており，将来，科学の発展に貢献す

ることが期待される40歳未満（応募締切日現

在）の女性科学者を対象としています．

授賞件数：年２件以内

賞状及び副賞50万円を贈呈します．

提出書類：１．推薦状，２．履歴書（写真貼

付），３．研究業績リスト，４．主要な論文

別刷５編以内，それぞれ３部（コピーでも可），

５．研究題目とその概要及び今後の展望と抱

負を記したもの（A４版２頁以内）

応募締切日：2008年12月１日（月）

書類送付先及び連絡先：

社団法人　大学婦人協会

〒160-0017 東京都新宿区左門町11-６-101

TEL 03-3358-2882 FAX 03-3358-2889

http://www.jauw.org
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高校生　500円，小・中学生　300円

関連イベント

特別展講演会「恐竜絶滅後の哺乳類：アジア

で探す霊長類（サル・類人猿・ヒト）たちの

祖先」

講師：クリストファー・ベアード氏（アメリ

カ・カーネギー自然史博物館古脊椎動物部門

長）

日時：８月３日（日）14：00から

哺乳類の中でも古い化石記録がある霊長類

がアジアを舞台にどのように進化してきた

か，第一線で活躍する研究者が紹介する．

博物館セミナー「恐竜とともに生きた哺乳類

―日本からも見つかる小さなケモノたち」

講師：楠橋　直氏（中国科学院古脊椎動物古

人類研究所）

日時：８月10日（日）13：00から

中生代の哺乳類は恐竜の陰に隠れて目立っ

た存在ではありませんが，着実に進化・多様

化し続けていました．日本産の化石も紹介し

ながら，中生代哺乳類のおもしろさについて

お話します．

解説ツアー

日時：７月19日（土），８月17日（日），９月

約6 , 5 0 0万年前の白亜紀－第三紀境界

（K/T境界）に，陸上と海洋の両方で生態系

の大きな変化が起きたことが分かっている．

本特別展では，恐竜時代の最後である白亜紀

後期から，哺乳類が主役となる新時代（新生

代第三紀）にかけての絶滅と生物進化，その

原因などについて，恐竜や哺乳類などの化石

標本を中心に，世界各地で発見された白亜

紀－第三紀境界層の関連資料とともに展示す

る．アメリカ・カーネギー自然史博物館とミ

シガン大学古生物学博物館から提供された，

日本初公開となる風変わりで原始的な哺乳類

化石など，300点を超える貴重な資料をじっ

くりとご覧頂きたい．

会期：2008年７月11日（金）

～10月13日（月・祝）

ただし，９月10日（水），24日（水），

10月８日（水）は休館

時間：９：00～17：00（入館は16：30まで）

場所：福井県立恐竜博物館３階　特別展示室

観覧料：一般　800円，大学・高校生　600円，

小・中学生　400円，70歳以上の方　400円

（上記料金で常設展もご覧いただけます）

団体料金（30名以上）一般　600円，大学・

14日（日），10月13日（月）13：00から

詳しくは，http://www.dinosaur.pref.

fukui.jp/

博物館だより

福井県立恐竜博物館

平成20年度特別展
「K/T－絶滅期の恐竜と新時代の生き物たち－」

アーケオテリウム

復元模型



は大きな意義があり，著者たちの労を多とし

たい．この地域に産出する阿武隈変成岩の研

究に携わり，情報を提供した者の一人として，

この20万分の１地質図幅「白河」について若

干のコメントを記し，今後の参考に供したい．

この図幅を一見すると，地層凡例が100以

上もあり，配色のよい図幅に仕上がっている．

等重力線や活断層も記述されており，利用価

値の高いものといえよう．しかし図幅の大半

を占める先第三系の「基盤」岩類とそれを被

覆する新生界の区分には大きな違いがある．

これは当然のことかもしれないが，新生界に

対しては59もの区分がされているのに比べ

て，先第三系に対しては43の区分がされてい

るにすぎない．この点は，後述するように，

せっかくの情報を消すことにもなり，特に先

第三系に興味を持つ者にとって多少の不満を

覚えさせる．裏面には解説文とともに，新第

三系対比表と６の基本的な図も載せられてお

り，有用である．

まず指摘したいことは，図幅の中央部に位

置する御斎所・竹貫変成岩がそれぞれ一色で

表示されているため，構造が読めないことで

ある．御斎所変成岩と竹貫変成岩との境界や

関係についても多様な見解があり，それらに

も苦慮したであろうが，ここで指摘している

のは御斎所・竹貫両変成岩の細分（岩相区分）

のことである．御斎所変成岩と竹貫変成岩を

それぞれ一色で表示するのは簡略化しすぎで

はないかということである．たとえば，量的

にはわずかではあるが竹貫変成岩には十字石

を含み，ザクロ石，ヘルシナイト，珪線石に

富むラテライト質岩（カルストボーキサイト

起源？）を伴う大理石薄層があり，その分布

2007年９月に20万分の１地質図幅「白河」

が発行された．

20万分の１地質図幅「白河」地域は福島県

南東部，茨城県北部ならびに栃木県東北部に

またがり，先新第三紀の東北日本と西南日本

の境界部を含む大変重要な地域である．これ

までに多くの研究者によって蓄積されてきた

データは膨大に違いないが（未公表のものも

少なくないであろうが），その分だけ解釈は

多様であり，混乱が生じている．そのためか，

これまでに刊行済みの５万分の１地質図幅は

「竹貫」，「川前及び井出」，「平・川前」の３

地域分のみであった（わずかに16分の３とい

うことである）．そのような背景の中で，20

万分の１地質図幅「白河」が刊行されことに

を示すことによって竹貫付近での半ドーム構

造が見えてくる．また，それと対照的な御斎

所変成岩の地質構造も，少なくともきちんと

追跡された代表的な珪質岩（変成チャート）

層の分布を表示すると見えてくるはずであ

る．

次に指摘したいのは，阿武隈山地に分布す

る変成岩類や花崗岩類に関する第２図には，

放射年代値を入れてほしかったことである．

確かに花崗岩類の放射年代値，特に全岩アイ

ソクロン年代値に関しては種々の問題があろ

うが，かつて阿武隈山地の花崗岩類は岩相や

構造等から「古期」と「新期」とに区分され

たこともあり，それらからどのような放射年

代値が得られているのかは重要な情報に違い

ないからである．

11名という多数の著者数のせいか，解説文

に不統一あるいは不正確な部分がある．たと

えば，６．重力異常のところには，「阿武隈

山地には古生代の変成岩類や中生代の花崗

岩」という記述がある．この変成岩が御斎

所・竹貫変成岩のことであれば，それは誤り

であり，図幅の凡例の記述とも矛盾する．

本図幅は，先新第三紀の東北日本と西南日

本との関係など日本列島の地質を論じる上で

大変重要な地域の待望の図幅である．未解決

の問題が少なくないため，著者たちは種々苦

慮しつつ，独自の調査に基づく「事実」の記

述にとどめたのかもしれない．いずれにして

も，本図幅は研究や教育におおいに役立つも

のであり，多くの方々に活用されることを

願っている．

（廣井美邦）
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久保和也・柳沢幸夫・山元孝広・
中江　訓・高橋　浩・利光誠一・
坂野靖行・宮地良典・高橋雅紀・

大野哲二・駒澤正夫

20万分の１地質図幅「白河」

新版地質図・
報告書類

2007年発行，索引番号　NJ-54-17・23，

販売価格　¥3,045

年会員に顕彰されている「三多摩をこよなく

愛する地質学者」である．1940年頃から地質

学雑誌の収集をはじめ，それ以前のものは神

田の古本屋で探し出されたそうだ．1924年か

ら現在まで１冊も欠けてないという．私は高

岡さんの努力と，ほんとうに地質学が好きで，

大切に思っていることに感銘を受け，何度か

連絡をとった．

紆余曲折があったが，奥多摩町立古里図書

館に84巻の地質学雑誌は寄贈された（2008年

５月15日付．朝日新聞掲載）．地質学雑誌は

終の棲家をみつけ，高岡さんもホッとされた

であろう．

最近はペーパーレスの時代といわれている

が，歴史的には紙物より優れた情報媒体はま

矢島道子：普及教育事業部会担当理事

2007年５月31日付け朝日新聞多摩版などに

「地質学の専門誌　後輩に残したい」という

記事が掲載された．日本地質学会元会員

（2008年３月31日付け退会）の高岡善成さん

が地質学雑誌83年間分の寄贈先を探している

という記事であった．高岡さんは2001年に50

だ発見されていない．

84巻の地質学雑誌は欠

号なしなので，古本屋

で購入したら，大変高

価なものとなる．最近，

各地の大学の退職教授

が書物を置き土産さ

れ，その扱いに後輩た

ちは困っているという

話をときどき聞くが，

84巻の地質学雑誌はまったく違う話である．

日本各地にはまだアーカイブスが完備され

ていないがその先駆的な意義もある．何より

も嬉しいのは地質学雑誌が大切にされている

ことである．高岡さんに心より感謝したい．

会員の声

84巻の地質学雑誌をそろえられた
高岡善成さん，どうもありがとう
ございます

高岡善成さん



全国各地で行われた第１回「地質の日」事業は，大好評のう
ちに終了しました．
日本地質学会は，「地質の日」事業推進委員会のメンバーと

して，日本記念日協会（http://www.kinenbi.gr.jp/）に「地質
の日」の登録を行い，また北海道，関東，近畿の３支部で行事
が行われました．北海道支部では，地質学講演会「知られざる
シレトコー知床半島の地質ー」（北海道大学高等教育機能開発
総合センター：５月10日）が行われ，関東支部では箱根火山見
学会（５月17日～18日），地質技術伝承講習会「地質技師長が
語る地質工学余話シリーズ」（国立科学博物館，４月19日，５
月17日，６月７日）が行われました．近畿支部では，山陰海岸
ジオパーク推進協議会とともに ジオパークに向けて「山陰海
岸地質見学会」（５月11日）が行われ，どれも盛況のうちに終
了することができました．また，支部としてではなく，職場，
また個人で地質の日事業に関わった方も多いと思われます．
事業初回の本年は，事業推進委員会の呼びかけの下，ほかに

全国の37に及ぶ博物館や研究機関等の行事が開催され，多様な

企画のテーマ展示や市民参加型イベント，そして地質見学会が
開催されました（表１，２）．初めてにしては余りある盛り上
がりを見せています．北海道，関東，近畿支部の事業も含め，
全国の事業報告は「geo-flash」，「地質学会News」で紹介され
はじめていますが，「地質ニュース」（産総研発行）の特別号も
企画されています．
本年地質学会として取り組んだ「地質の日」事業は，開催支

部のご努力によって成功裏に終わりました．日本地質学会は，
来年に向けてより多くの支部で活動を行えるよう準備をすると
ともに，各地の博物館等で行われる行事に会員が積極的に参加
するような機運を盛り上げていきたいと思います．また，この
取り組みを通じて，地質情報を一般の方に直接伝える機能をも
つ博物館等が元気になり，同時にジオパークなどの地質情報を
使った地域活性化が進むことを期待します．
「地質」の社会的価値が高まるよう，来年の地質の日も盛り

上げましょう．
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第1回「地質の日」事業，好評のうちに終了

第1回の「地質の日」に前後して各地で開催された，様々なイベントをご紹介していきます．地質の日の
関連イベントは，http://www.gsj.jp/geologyday/もご参照ください．

斎藤　眞（事業推進委員会事務局・日本地質学会理事）
藤林紀枝（「地質の日」事業推進委員会委員・日本地質学会理事）

表１　全国の博物館等でのテーマ展示・市民参加型事業



山陰海岸「地質の日」見学会

主催：日本地質学会近畿支部・山陰海岸ジオパーク推進協議会

後援：近畿地学会・鳥取地学会・京都府・兵庫県・鳥取県・京丹後

市・豊岡市・香美町・新温泉町・鳥取市・岩美町・玄武洞

ミュージアム

実施日：2008年５月11日（日）

参加費：無料

参加者：69名（案内者・世話人含む）

参加者構成：地元関係者62名

一般23名，学術・教職・地学関係者30名，行政10名，

報道６名，

集合：兵庫県新温泉町　浜坂マリンポーチ　９：30

行程：浜坂遊覧船（海況により予定行程の半分のコースに短縮）：

浜坂-三尾間の海岸に露出する地質・地形見学/三尾海岸：照

来層群相当の岩脈と北但層群の関係を観察/今子浦：豊岡累

層相当の凝灰岩層，デイサイト，海岸地形の見学/下の浜海

岸：香住砂岩泥岩層中（陸成層）の足跡化石，漣痕化石，デ

イサイト岩脈の観察/余部海岸：余部砂岩泥岩層（海成層）

の観察，ウニ化石の観察/解散：17：00 浜坂マリンポーチ

山陰海岸国立公園とその隣接地域で現在ジオパークの認証へ向け

た準備が進められている．このジオパーク認証においては，その地

域の地形地質の自然条件だけでなく，その自然を良く理解し，ジオ

パーク訪問者や近隣の子供達などにそれを普及する人的資源が必要

とされる．「地質の日」の５月10日には山陰海岸ジオパーク推進協

議会が主催するフォーラムが鳥取市で開催されることもあり，その

翌日の日曜日にあたる５月11日に山陰海岸周辺の小中高校の教員・

リタイアされた教員・地質の興味を持つ近隣住民を対象に見学会を

企画した．協議会と関係市町村の協力もあって，地元参加者60名を

上回る盛会となった．その半数が教職関係者であり，地元関係者の

交流を図る機会となった．この見学会を機に山陰海岸の自然をより

理解し，それを多くの方々に伝えるネットワークへと発展するよう，

近畿支部としても継続的に働きかけを行う予定である．

地球科学講演会：
石油天然ガスをめぐる私たちの将来

主催：地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・日本堆積

学会・大阪市立自然史博物館

後援：石油技術協会

実施日：2008年５月10日（土）

会場：大阪市立自然史博物館講堂

講演者：荒戸裕之氏（帝国石油株式会社）

参加費：無料

参加者：130名以上

同講演会は，これまでも地学団体研究会大阪支部と自然史博物館

の共催で毎年開催され，回数は25回を数える．今年は「地質の日」

初年度でもあり，同講演会および地質の日を盛り上げていこうとい

う観点から，地質学会近畿支部および堆積学会とも連携を取っての

開催となった．

講演は，温室効果ガスの元であり，税率も含めた価格高騰で話題

となっている石油・天然ガスをテーマに，荒戸氏に石油開発の現場

の最前線の話から地質学と社会の関わりまで，多岐に渡りご講演い

ただいた．荒戸氏の講演は軽妙で素人にもわかりやすく，そして石

油という資源を通して地質学と社会が深く関わっていることを市民

にアピールできたのではないかと思う．また，現物の石油をお持ち

いただき来聴者に実際に見ていただいたり，根源岩や貯留岩を説明

する所では博物館試料の砂岩や泥岩を実際に手で触れてもらったり

と，講演をより理解してもらうための工夫がいろいろこらされた講
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写真上）三尾海

岸で説明を受け

る参加者，足元

は柱状節理の発

達した照来層群

相当の火山岩．

写真下）地球科

学講演会の会場

風景（奥平敬元

氏撮影）

日本地質学会近畿支部

表２　地質見学会（ジオツーリング）



演であった．講演終了後の質疑も，講演に関連した石油の根源岩貯

留岩に関するものから，石油・天然ガス開発に関する国際的な問題

まで及び，地質学に関する興味は広く市民の間にもあることを実感

することができた．地質学をいかにうまく市民にアピールするかを，

地質の日のイベントなどを通じてこれからも行っていく必要性を強

く感じた講演会であった．

三田村宗樹（大阪市立大学）

中条武司（大阪市立自然史博物館）

ライマンと北海道の地質
－北からの日本地質学の夜明け－

地質の日を含む４月29日～６月１日の期間，北海道大学総合博物

館において「地質の日」記念企画展「ライマンと北海道の地質－北

からの日本地質学の夜明け－」を開催しました（日本応用地質学会

北海道支部、北海道大学総合博物館との共催）．

５月10日「地質の日」は，明治政府の内務省地理局地質課（後の

通商産業省工業技術院地質調査所，現在の（独）産業技術総合研究

所地質調査総合センター）の発足日（1878（明治11）年）であると

ともに，開拓使御雇外国人技師ライマン（B.S.Lyman）が助手のマ

ンロー（H.S.Munroe）や13名の日本人助手たちとともに作製した

蝦夷地質要略之図（1/200万）の発行日（1876（明治９）年）に由

来しています．地質調査所の全国20万分の１地質図幅作製事業の第

１号「伊豆」図幅（明治18年刊）はライマンの弟子のひとりが調

査･作成しました．

本展示では、「ライマンの北海道地質調査とその前後」，「蝦夷地

が北海道にかわるころ－北海道の資源開発」，「北海道の地質と札幌

の生い立ち」，「地質学と私たちの生活」のサブテーマのもとに，

「地質学」および「地質の日」を広く市民の皆さんに知っていただ

くことを目的としました．北大附属図書館所蔵の開拓使時代の資料

や，同植物園所蔵のライマン採集の岩石標本のほか，函館市中央図

書館や小樽市総合博物館などからも貴重な資料を拝借しました．ま

た，地質調査総合センターからは，昨年の札幌学術大会のおりに同

センターが開催した「地質情報展2007」の展示パネルを大量に提供

していただきました．とくに展示室の床いっぱいに広げた日本20万

分の１シームレス地質図北海道や，２m四方の北海道立体地形図は

たいへん好評でした．

期間中には，関連した土曜市民セミナーを２回（北からの日本地

質学の夜明け―ライマンの北海道地質調査とその前後―：松田義章

氏，北海道の地質に関する記念物－みんなで決めよう地質百選：中

川　充氏）開催したほか，市民が地学をどのように感じているか，

どのように学んだかについての地学アンケート調査を実施しまし

た．この結果については今秋に行われる日本地質学会学術大会の地

学教育セッションで発表する予定です．

講演会：
知られざるシレトコ－知床半島の地質－

北海道支部では，「地質の日」のイベントとして講演会「知られ

ざるシレトコ―知床半島の地質―」をあわせて開催しました（（社）

地すべり学会北海道支部・北海道地すべり学会・地学団体研究会北

海道支部・北海道立地質研究所の協賛　於　北海道大学高等教育機

能開発総合センター）．ご存知のように，知床半島とその周辺海域

は2005年に世界自然遺産に登録されています．講演会では，北海道

が誇る自然遺産の“地質”について一般の方々に広く理解してもら

うため，合地信生氏（斜里町教育委員会），伊藤陽司氏（北見工業

大学），中川光弘氏（北海道大学）の御三方を迎え，講演いただき

ました．支部会員以外の参加もあり，聴衆は50名を超えました．

はじめに合地氏により知床半島の地質・地形とその成り立ちが紹

介され，自然遺産区域と地質・地形との関係が紹介されました．続

く伊藤氏の講演では，知床半島に見られる斜面変動や斜面災害に焦

点を当てて解説がなされました．知床五湖の景観は山腹斜面の大規

模な崩壊に深く関わっていることなどが紹介され，地質災害と観光

産業や住民生活との関係について理解を深めていく必要があること

が示されました．最後に中川氏により火山活動から見た知床の姿が

紹介され，北方四島との地質学的な関連など，より広域的な視点か

らの解説もいただきました．いずれも興味深いテーマであり，活発

な質疑応答がなされました．

在田一則（北大総合博物館）

川上源太郎（北海道立地質研究所）

日本地質学会News 11（７） 21

日本地質学会北海道支部

ライマン展の展

示の様子



（1）1953年に日本地質学会は創立60周年を迎え，記念誌（185
頁の冊子）を発行した．この記念誌の冒頭に，会長の早坂一郎
（当時北大教授）は，日本地質学会60年略史を書いた（早坂，
1953）．この略史のなかに，次のような文章がある．
「この年（明治26年）の10月には，地質学雑誌創刊号が出版

された．その巻頭には，地質学雑誌発行の趣旨と共に，地質学
会の目的が，堂々と述べてある．その要旨は次のようである．
先ず，身辺四周に，日常目に触れる地質現象を指摘し，その

森羅万象を研究するを以て，地質学であるとし，その研究は，
一般人類の生活と密接に関係するものであることを説き，且つ，
その利用が，経済的発展に資するところ，甚大であることを強
調している．そして，このような使命をもつ，地質学の研究を
すすめ，又その実用的価値を発揮せしめ，以て，国利民福に資
することを目的として，地質学会が生れたのである．
筆者は誰であるか明らかでないが，熱意のこもった名文であ

る．」
と．たしかに，「地質学雑誌発行の趣旨」の筆者名は無記名

のためわからない．文書の最後に「記者」と書いてあるだけで
ある．

（2）1988年４月に，私は酒井栄吾愛知教育大学名誉教授から，
一通のハガキをいただいた（第１図）．酒井は，沖縄での1988
年４月の日本地質学会総会・年会に出席し，早坂一郎（1953）
の文章に触れ，「地質学雑誌発行の趣旨」を書いたのは，佐藤
伝蔵先生であることを，学会の席上で発表したと書いている．

（3）佐藤伝蔵（1870-1928）は，明治３年（1870年）熊本に生
まれ，明治28年（1895年）東大地質学科を卒業した．明治31年
（1898年）５月に東京高等師範学校の講師となり，ついで同年
10月に教授となり，地質学・鉱物学の教育と研究に励んだ．佐
藤は昭和３年（1928年）８月末に逝去するまでの31年間を，東
京高師教授として，学界・教育界の発展に盡

じん

力
りょく

した．
酒井栄吾（1902-1996）は，明治35年（1902年）福島県に生

まれ，昭和３年（1928年）４月に東京高師理科第三部に入学し，
佐藤教授の晩年の５ヶ月間，直接の指導をうけた．佐藤教授と
の歓談の折，東京地質学会創立当時の懐古談を熱心に聴いたと
思われる．佐藤教授の逝去後，佐藤教授の後任の冨田　達教授
に師事し，昭和６年（1931年）に東京高師を卒業した．酒井は
記憶力に大変優れた人物で，常日頃，克明なメモをつけていた
（仲井，1997）．86歳になった酒井には，「地質学雑誌発行の趣
旨」の筆者が，誰にも知られることなく，うづもれるのは耐え
難いことであったにちがいない．そこで，1988年の沖縄での日
本地質学会で発表したのであろう．

（4）明治26年（1893年）５月に東京地質学会が創立された時，
会員は東大地質学科の教員・学生や地質調査所員など50名足ら
ずであった．役員は幹事２名だけであり，比企　忠と石井八万

次郎の２人が幹事をつとめた．当時，
比企は地質学科３年生であり，石井
は地質学科２年生であった．佐藤伝
蔵は石井と同級生であり，地質学科
２年生であった．
このように，東京地質学会は，学

部学生の比企・石井の両幹事が，運
営の中心となって発足したものであ
り，学部学生の佐藤が「地質学雑誌
発行の趣旨」を書いたとしても，何
の不思議もない．むしろ，すこぶる
ありうることであった．それにして
も，23歳の青年佐藤が，このような
熱意のこもった名文を書き上げたこ
とに，私は新鮮な驚きを覚える．明治という時代は，若者に
とって，意欲的な時代であったのだろう．
山崎直方（1928）は弔辞の冒頭で，弱輩の地質学科学生６名

が，東京地質学会を創ろうと議論し，意気軒昂深く期するもの
があったと述べ，６名の議論を集約した佐藤の健筆によって，
「雑誌発行の趣旨」ができあがったと明記している．なお，山
崎と佐藤は地質学科の同級生であり，共に明治28年に卒業した．
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早坂一郎，1953，日本地質学会60年略史．日本地質学会史：日
本地質学会60周年記念．1-3．
仲井　豊，1997，酒井栄吾先生を憶う．地質雑，103巻，335．
日本地質学会News誌，2008，地質学雑誌第１巻第１号「地質
学雑誌発行の趣旨」．11巻５号，2-3.
酒井栄吾，1988，諏訪兼位宛私信．1988年４月７日．
山崎直方，1928，第６図版，故理学士佐藤慱蔵君．地質雑，35
巻420号，９月．
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「地質学雑誌発行の趣旨」を書いた佐藤伝蔵TOPIC
名誉会員　諏訪兼位（〒465-0065 名古屋市名東区梅森坂1-1020）

第１図．酒井栄吾の諏訪兼位宛私信．1988年４月７日．

理学士　佐藤伝蔵（山崎，

1928より）



2007年度Island Arc編集委員会報告

日本地質学会Island Arc編集委員会

日本地質学会の公式英文誌であるIsland Arc（IAR）は，
1992年の発刊から今年で17年目を迎えました．本年１月から石
渡明会員，Simon Wallis会員に代わって，前川寛和会員，井龍
康文会員が新委員長に就任しました．今後ともよろしくお願い
いたします．
ここでは出版社であるWiley-Blackwell社が毎年発行してい

る出版報告をもとに，IARの現状を会員の皆様にご紹介します．

第16巻に47編の論文を掲載
2007年発行の第16巻には47編の論文が掲載され，全ページ数

は606ページでした．2006年までの３年間の論文数は，2004年
が35編（552ページ），2005年が49編（716ページ），2006年が44
編（548ページ）となっており，毎年500ページを超えています．
第16巻には１号の「流体と変成作用」，３号の「フィリピン海
および周辺地域の地質学と地球物理学」という２つの特集が掲
載され，前年同様特集の企画によって多くの論文を投稿してい
ただきました．2007年掲載論文の第一著者の所属をみてみます
と，日本が29件で最も多く，続いて中国（3），フィリピン（2），
ロシア（2），韓国（2），インド（1），イタリア（1），北朝鮮
（1），スイス（1）となっています．

機関講読数が29％増加
2007年のIARの講読状況は，オンライン講読と機関講読の合

計が5,627機関となり，前年の4,365機関から29％増加しました．
特に近年はオンライン講読の増加が顕著です．一方で会員講読
は2006年の183名から2007年は174名とやや減少しました．オン
ライン講読の増加にともない，Blackwell Synergyサイトから
の論文のダウンロード数も多く，2007年は22,357件でした．こ
の数は５年前の2002年に比べて５倍近い増加となっています．
Wiley-Blackwell社は2007年内の各論文のダウンロード数を集
計しており，上位10編を報告しています．編集委員会では昨年
と同様に，ダウンロードによるIAR論文利用への関心を高めて
いただくことを目的として，ダウンロード数の多い論文を紹介
することにします．表１に示しましたように，10編のうち7編
が第16巻掲載論文でした．なお，ダウンロード数は実際の読者
数と必ずしも比例しているとは限りません．例えば著者が自分
の論文を何度もダウンロードすればこの数値は大きくなります
ので，あくまでも目安とお考え下さい．
なお，Wiley-Blackwell社誕生に伴い，2009年１月より新

ジャーナルプラットフォームが設定されます．その準備として，
BlackwellジャーナルサイトSynergyに収録されているジャーナ

ルのプラットフォームが，2008年７月よりWiley InterScience
に移行されます．

2007年インパクトファクターは0.837
IARのインパクトファクター（IF）は，統計を開始した1999

年の1.000から，2000年0.948，2001年0.732，2002年0.831，2003
年0.641，2004年0.843と推移してきましたが，2005年は大幅に
増加して1.167となりました．2006年はやや落ち込んで0.762と
なりましたが，2007年は0.837に回復しました．残念ながら１
を超えるIFを得ることはできませんでしたが，2002，2004年に
匹敵する高い値です．なお，2007年のIFの算出方法は，2005年
と2006年の2年間の雑誌に掲載された論文の被引用回数をもと
に算出されています．つまり，この２年間のIAR出版論文数
（Ｘ）を分母とし，ISI登録全雑誌の2007年出版論文における
2005，2006年IAR論文の引用回数（Ｙ）を分子とする比（Ｙ/
Ｘ）です．したがって，2007年のIFは72/86＝0.837となりまし
た．ただし，地球科学関係の論文には10年以上経過しても引用
される論文がありますが，このような論文の価値は残念ながら
IFには反映されません．なお，表２には2004, 2005年に公表さ
れた論文で，2006年の被引用数が３回以上の論文を挙げていま
す．これらは前年の2006年のインパクトファクターに大きく貢
献していただいた論文です．

IAR賞と二重投稿
2006年から「IAR賞」を新設しましたが，その第一回目の授

賞式が日本地質学会年会（札幌）において行われました．受賞
論文はYumul et al.（2003）Collision, subduction and accretion
events in the Philippines: a synthesis. Island Arc 12, 77-91で，
木村学会長からYumul氏に賞状と賞金が贈呈されました．なお，
第二回の受賞論文は，Chang Whan Oh et al.（2004）Tectono-
metamorphic evolution of the Okcheon Metamorphic Belt,
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Islands Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 17 Issue２が2008年６月に発行されました．日

本語要旨をニュース誌と学会ホームページ（http://

www.geosociety.jp）にも掲載しています．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）



South Korea: Tectonic implications in East Asia. Island Arc,
13, 387-402に決定しました（本誌総会記事参照）．
一方では残念なことに，論文の二重投稿が発覚しました．こ

れについては２号に関連記事を掲載しましたが，著者に対して
５年間の投稿禁止処置をとりました．

今後のIARの展望
前年までと同様，IARでは積極的に特集を組む方向で編集を

進めています．関心度の高い特集の掲載は，IARの国際的知名
度やIFの増加に貢献できるものと考えられます．現在も４件の
特集が進行中です．特集の企画がございましたら，ぜひ編集委

員会までお知らせ下さい．
IARの国際的な競争力を高めるもう１つの手段として，編集

委員会ではWiley-Blackwell社との協力のもと，オンラインに
よる投稿の受け付けと，受理論文を冊子印刷前にonline early
で公表するシステムを構築し，投稿から印刷までの時間を短縮
する努力を行っています．例えば第17巻掲載論文の例ですと，
受理からオンライン公表までの平均日数は78日，印刷までの平
均日数は89日となっています．IAR編集委員会では，引き続き
IARの将来を見据えた様々な検討を行っていきます．これから
も会員の皆様方の積極的なご投稿をよろしくお願いします．
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◯第２回国際地学オリンピック
８月31日（日）～９月７日（日）

場所：フィリピン共和国

http://www.jpgu.org/ieso/

◯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
◯第12回岩の力学国内シンポジウム
９月２日（火）～４日（木）

会場：山口大学工学部（山口県宇部市）

http://www.mmij-kyushu.com/JROCK2008/

◯第52回粘土科学討論会
９月月３日（水）～５日（金）

会場：沖縄ポートホテル

http://wwwsoc.nii.ac.jp/cssj2/index.html

◯土木学会第63回年次学術講演会
９月10日（水）～12日（金）

場所：東北大学川内北キャンパス

http://www.jsce.or.jp/committee/zenkoku/

h20/index.html

◯The 11th International Conference
on Thermochronometry（FT2008）
９月15日（火）～19日（金）

場所：アメリカ合衆国アラスカ州　ホテルキ

ャプテンクック

http://www.union.edu/ft2008/index.html

◯2008年度日本地球化学会年会
共催：日本地質学会ほか

９月17日（水）～19日（金）

会場：東京大学教養学部

http://www.geochem.jp/meeting/

★日本地質学会第115年学術大会
９月20日（土）～22日（月）

場所：秋田大学手形キャンパス

http://www.geosociety.jp
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2008.7～

地球科学分野に関する研究会，学会，国

際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開

催場所をご案内致します．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

☆印は，日本地質学会行事．

2008年
月　July

◯日本古生物学会2008年年会・総会
７月４日（金）～６日（日）

場所：東北大学（宮城県仙台市）

シンポジウム：環境指標としての後期新生代

微古生物学と古海洋学の進展（４日）

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

◯堆積学スクールOTB2008
「タービダイトと海底扇状地のダイナミクス」

７月19日（土）～21日（月）（集合は18日夜）

場所：北海道立厚岸少年自然の家

http://sediment.jp/

月　August
◯Internatinal Geological Congress
OSLO 2008（The 33rd IGC）
８月６日（水）～14日（木）

http://www.33igc.org/

◯地学団体研究会2008年総会
８月22日（金）～24（日）

会場：大東文化大学板橋キャンパス（東京都

板橋区高島平1-9-1）

http://www.geocities.jp/obt_kk/2008soukai

/index.html

◯水環境学会市民セミナー
「温暖化，水とくらしはどうなる？どうす

る？」

８月25日（月）9：45～16：30

場所：品川区総合区民会館「きゅりあん」７

階

要申込（先着200名）

http://www.jswe.or.jp/kais/jour/event.html

8
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◯日本鉱物科学会2008年年会
９月20日（土）～９月22日（月）

会場：秋田大学手形キャンパス

http://wwwsoc.nii.ac.jp/jams3/

注：日本地質学会との同時開催

月　October
◯日本地理学会2008年秋季学術大会
10月４日（土）～10月６日（月）

会場　岩手大学（盛岡市上田3-18-34）

http://www.ajg.or.jp/

◯日本火山学会2008年度秋季大会
10月11日（土）～14日（火）

場所：岩手大学

11日-13日：学術講演会/14日：巡検

http://wwwsoc.nii.ac.jp/kazan/J/index.html

◯日本応用地質学会平成20年度研究
発表会
10月30日（木）・31日（金）

会場：横浜市開港記念会館（横浜市中区本町

1-6）

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

月　November
◯第４回IGCP516「東南アジアの地
質学的解剖：東テーチスの古地理と
古環境」シンポジウム
11月24日（月）～26日（水）

主催：チュラロンコン大学理学部（タイ・バ

ンコク）

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

◯日本地震学会2008年秋季大会
11月24日（月）～27日（木）

場所：つくば国際会議場

http://www.zisin.or.jp/meeting/2008/

月　December
◯IUMRSアジア国際会議 2008
12月９日（火）～13日（土）

場所：名古屋市国際会議場（名古屋市熱田区

西熱田町１番１号）

主催：日本MRS（Materials Research

Society of Japan（MRS-J））

http://www.iumrs-ica2008.jp/index.html
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2008年度近畿支部総会・合同例会報告

月日：平成20年６月29日（日）
会場：兵庫県立人と自然の博物館
参加者：公開講演会（76名；会員54名，一般22名），シンポジ
ウム（59名）

支部総会報告
下記の議案についていずれも承認された．
１．2007年度活動報告・会計報告・監査報告
２．支部役員改選：支部長：宮田隆夫，幹事：三田村宗樹（庶
務），小林文夫（行事），大串健一（会計），竹村静夫（名簿）
３．2008年度活動計画・予算案

公開講演会・合同例会プログラム
10：30-12：00 「丹波の恐竜化石発掘」公開講演会：三枝春
生（兵庫県立人と自然の博物館）
12：00-13：00（昼休み）ポスター発表コアタイム
「篠山層群周辺の地質発達史：兵庫県中央部の中生代」シンポ
ジウム
13：00-13：20 西南日本内帯中生代テクトニクス－篠山層群
形成の地質的背景－：八尾　昭（大阪市大）
13：20-13：40 兵庫県中央部付近の丹波帯の構成と地質構
造：栗本史雄（産総研）
13：40-14：00 篠山層群の層序と地質構造：吉川敏之（産総
研）
14：00-14：30 ポスター発表コアタイム
14：30-14：50 古地磁気からみた篠山層群赤色砂岩堆積場の

古地理：森永速男・辻　真也（兵庫県立大・生命理学）
14：50-15：10 兵庫県下とその近辺の白亜紀～古第三紀深成
岩類の岩相と帯磁率：先山　徹（兵庫県立人と自然の博物館）
15：10-15：30 兵庫県中央部における有馬層群とその関連火
山岩類：吉田久昭（北野高校）
15：40-16：10 近畿支部総会

ポスター発表
兵庫県篠山地域の超丹波帯から産出した放散虫化石：菅森義晃
（大阪市大）
京都市の砥石型珪質泥岩から産するコノドント：山中克正・大
石章裕・藤本心太・小林昌弘・福田康太・一田昌宏（京都
大）・鈴木寿志（大谷大）
篠山層群下部層の石灰岩礫の有孔虫化石年代と石灰岩礫の供給
源：小林文夫（兵庫県立人と自然の博物館）・足立　洌
京都府北部丹後地域に分布する宮津花崗岩の全岩化学組成：西
垣貴史・壷井基裕（関西学院大）
大阪平野西部表層部における不圧帯水層の水理環境の検討：澤
田有希・三田村宗樹（大阪市大）
大阪市域おける大阪層群都島累層の帯水層区分とその水理学的
特性：森野祐助・三田村宗樹・熊井久雄(大阪市大)・大阪府
健康福祉部環境衛生課
東京都小池堆積物中の球状粒子からみた化石燃料燃焼史：平川
恵梨・村上晶子・吉川周作（大阪市大）・山崎秀夫（近畿大）
東京都小池堆積物の花粉分析に基づく近・現代の植生変遷：北
川陽一郎・吉川周作（大阪市大）・山崎秀夫（近畿大）
丹波恐竜化石に対する博物館の総合的取り組み～地学教育・ま
ちづくりへの適応～：先山　徹・藤本真里・古谷　裕・半田
久美子・池田忠広・小林文夫・客野尚志・松原尚志・三枝春
生・佐藤裕司・高橋　晃・嶽山洋志（兵庫県立人と自然の博
物館）
熊本県に分布する上部白亜系御船層群の脊椎動物化石のタフォ
ノミー：池上直樹（御船町恐竜博物館）

日本地質学会News 11（７） 25

支部コーナー

☆近畿支部
報告

学会オリジナルフィールドノート
好評発売中！！

サイズ：12×19cm．ハードカバー，ビニールレザー加工，金箔押し．

カラー：チョコレートブラウン．

用紙は野外調査に最適な，雨に濡れても丈夫な高級紙・レインガー

ドを使用しています．是非ご活用下さい．

ご購入を希望の方は，学会事務局まで． 会員頒価　500円／冊．



2008年６月16-21日，AOGS 5th Annual

Meetingが開催されました．AOGS（Asia

Oceania Geosciences Society）というコ

ミュニティは，アジア-オセアニアの地球

物理学の進展を目指す会合として2003年に

設立された学会です．これまでにシンガ

ポール，バンコクなどで年１回の定例会議

が行われてきており，今年は韓国・釜山で

開催．日程は５日間にもわたり，ポス

ター・口頭合わせて2000件以上もの発表が

行われました．会場はBusan Exhibition

and Convention center（写真１）．とても

広くて新しく，地下に飲食店や土産物屋な

ども入っているような，大きく立派な会場

でした．

セッションは大気，海洋，水理，惑星，

太陽，固体地球の分野があり，日本の地球

惑星科学連合大会の国際版といった感じの

学会です．開催地が韓国ということもあり，

中国，韓国，日本からの参加者が非常に多

く，国際学会とはいえ金髪の方が逆に目立

つような，一見すると国内学会のような雰

囲気でした．私は沖縄トラフの発達史に興

味を持って研究しているので，その周辺域

に当たる中国東部や韓国のテクトニクスの

講演を中心に聞きました．普段顔を合わせ

ることのない中国や韓国の方の研究はとて

も勉強になり，大いに刺激をうけました．

会場に対して参加人数が少なく，やや閑散

としたセッションもありましたが，逆に何

でも質問できるような雰囲気でもあり，活

発な議論が交わされていました．

今回，四川大地震のために会場に来られ

なくなった方が多くおられ，発表キャンセ

ルが目立ちました．目立った成果を挙げた

方による特別講演も一件が四川大地震の調

査報告・哀悼講演に替わりました．調査報

告では生々しい地震の爪痕を写した写真が

多く示され，地震の激しさを改めて感じま

した．最後には会場の全員で黙祷をささげ，

犠牲者の冥福を祈りました．

哀悼講演の後はすぐに気を取り直して自

分のポスター発表です．今回は通路の一部

がポスター発表のスペースになっていたた

め非常に狭く，説明がしづらかったのです

が（写真２），それでも各国の方々に興味

をもって聞いていただくことができまし

た．私の研究対象は沖縄トラフで，政治的

にややデリケートな場所ですが「サイエン

スに国境はない，ともにおもしろい研究を

しよう」という内容のことを中国の方に

言っていただき，有益な議論を交わすことができました．しかし，

相変わらず英語力のなさは痛感しました．英語のポッドキャストな

どで聞き取りはできるようになったつもりでいたので，会話に関し

てもある程度自信は持っていたのですが，話そうとすると英語がで

てこない．国際学会の度に感じる悔しさを，今年も感じてしまい，

改めて話す練習を心に誓いました．それでも片言の英語と身振り手

振りで何とか説明し，有益なアドバイスやコメントを多くいただく

ことができました．

関係のセッションがない日には，レンタ

カーで日帰り巡検に出かけました．残念な

がら出発までに地質図が手に入らなかった

のですが，釜山から東へ向かって海岸沿い

を北上してゆき，露頭のよい場所があれば

車を停めて歩いてみる，という方法で露頭

を観察してまわりました．セッションで大

まかに韓国の地質を記憶していたので，堆

積岩や火成岩の年代，地質構造の特徴など

を思い出しながら観察することができまし

た．不思議な堆積構造や断層などを見つけ

るとそこが韓国であることなどすっかり忘

れ，露頭に夢中になってしまいました．日

本に戻った後で，巡検に携行した地図と手

に入れた地質図を照らし合わせ，写真を見

ながら巡検を追想しました（写真３）．

余談ではありますが，韓国の方は非常に

気さくな方が多いのに驚きました．巡検中，

食事のために立ち寄った街では，10年ほど

前に日本に留学していたという韓国人の方

に声をかけられ，焼き肉に連れて行っても

らいました．いろいろと話をするうちに

すっかりうち解け，彼が日本に来るときに

また会う約束をするほどに仲良くなってし

まいました．また，たまたま隣の席で飲ん

でいた方がヤカン入りのマッコリをもって

話しに来てくれたり，地下鉄で隣に座った

方が声をかけてきて連絡先を交換するほど

に仲良くなったりと，多くの方に親切にし

ていただいたのも非常に面白い経験でし

た．

さらに余談ですが釜山は料理が美味しい

ことでも有名な土地です．先述の焼き肉を

はじめ，激辛チゲに海鮮鍋，チヂミ，マッ

コリ，カムジャタン（写真４）など，約一

週間の滞在の間に数々の美味しい韓国料理

をいただくことができました．たらふく食

べても非常に安いので値段を気にせずに食

べることができ，幸せでした．

内容の濃い会議に地質巡検，美味しいご

飯に優しい人々．あまりに充実していたの

で，帰りの飛行機が墜落しはしないかと心

配になるほど良いことだらけの一週間．帰

る頃には，研究室から一人で参加すること

に不安を持っていたことなど，すっかり忘

れてしまっていました．帰ったらまた研究

をがんばろう．良い経験と刺激をもらって

韓国を後にしました．来年のAOGS定例会

議は2009年８月11日から５日間，シンガ

ポールで行われます．
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院生コーナー

上から写真１　会場のBEXCO．韓国でも屈指

の国際会議場．あまりの広さに筆者は驚いた．

写真２　ポスターセッションの様子．狭い通路

で熱心な議論が繰り広げられ，熱気は相当なも

のだった．藤野恵子氏提供写真３　釜山から北

東に50kmほど走った海岸線の露頭．上部白亜

系Yucheon Group．写真４　釜山市内で食べ

たカムジャタン．豚の背骨とジャガイモの鍋．

とんこつスープを思わせる濃厚な味付けが非常

に美味．食べ終わったら残り汁で石焼き炒飯を

作って食べる．これも非常に美味．

大岩根　尚
東京大学海洋研究所博士課程3年

Asia Oceania Geoscience Society Annual
Meeting 2008参加報告
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日 本 地 質 学 会 会 費 等 
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（不備返却先） 
　SMBCファイナンスサービス㈱決済ビジネス事務部 

（金融機関へのお願い） 

－預金口座振替規定－　※ゆうちょ銀行払いは除く。 

ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。 

法人の場合は、ゆうちょ銀行へお届けの社名、代表者　役名、氏名を省略せずご記入ください。 
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