
日本地質学会 News
Vol.11  No.9  September  2008

地質学雑誌　第114巻　第9号（通巻1356号）付録　昭和27年6月10日第三種郵便物認可　平成20年9月15日発行（毎月1回15日発行）



100万分の1日本地質図　第3版　4枚組　￥6, 300

100万分の1日本重力図（ブーゲー異常） ￥3, 885

地球化学アトラス　－北関東－　￥5, 565

200万分の1地質編集図

コンピュータ編集による日本地質図（付記付き）￥2, 310

日本の磁気図（説付き） ￥2, 520

300万分の1 日本列島地温勾配図　￥1, 680

数値地質図

200万分の1東・東南アジアの数値地質図（説付き） ￥2, 625

20万分の1数値地質図幅集

北海道北部　￥1, 050，北海道南部　￥1, 050 東北￥3, 045

関東甲信越及び伊豆小笠原諸島　￥2, 835

日本の新生代火山岩の分布と産状　CD-ROM版　￥1, 260

東・東南アジア都市域の地球科学データ CD-ROM版　￥1, 155

日本地質図索引図（第1集～第8集　CD-ROM版1963～1999） ￥945

北海道地質ガイドマップ　CD-ROM版　￥945

東・東南アジア都市域の地球科学データ （第２版）CD-ROM版　￥1, 155

富士火山地質図CD-ROM版　￥1, 155

日本重力図CD-ROM版（説付き） ￥945

400万分の1東アジア磁気異常図 CD-ROM版（第２版） ￥945

400万分の1韓国南部・日本西部及び周辺海域の地球科学図集 CD-ROM版（第２版） ￥1, 050

日本周辺海域音波探査データベース　CD-ROM版　￥945

東北・九州地熱資源図CD-ROM版　￥945

特殊地質図

東京湾とその周辺の地質　￥6, 195

秋田地熱資源図 ￥5, 040

諏訪湖湖底堆積状況図（1：1.35万） ￥1, 575

東海沖海底音響画像図（1：40万） ￥735

札幌－岩内地域火山・鉱化熱水系分布図　￥3, 780

札幌地熱資源図　￥4, 620

青森地熱資源図　￥5, 145

50万分の1鉱物資源図

北海道（東部, 西部） ￥7, 140, 東北　￥4, 305, 

関東甲信越　￥4, 515, 中部近畿　￥4, 515, 

50万分の1地質図幅

旭　川 （第2版） ￥2, 100

50万分の1活構造図

東京（第2版） ￥3, 255, *京都（第2版） ￥3, 675

2.5万分の1地質構造図

阿寺断層系ストリップマップ（説付き）￥2, 940

中央構造線四国地域活断層ストリップマップ（説付き）￥4, 515

中央構造線近畿地域活断層ストリップマップ　￥2, 415

柳ヶ瀬－養老断層系ストリップマップ（1：10万） ￥2, 520

糸魚川－静岡構造線活断層系ストリップマップ（1：10万）￥2, 520

兵庫県南部地震に伴う地震断層ストリップマップ

野島・小倉及び灘川地震断層－（1：1万, 説付き）￥3, 570

花折断層ストリップマップ　￥2, 835

海洋地質図

鳥取沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 990

鳥取沖表層堆積図（1：23万, 説付き） ￥3, 255

室戸沖表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥2, 835

経ヶ崎沖表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 045

下北半島沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 360

経ヶ崎沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

粟島周辺海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 460

佐渡島北方表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 675

佐渡島北方海底地質図（1：20万, 説付き） ￥4, 305

豊後水道南方海底地質図（1：20万, 説付き）￥5, 040

豊後水道南方表層堆積図（1：20万, 説付き）￥3, 885

駿河湾海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 670

ゲンタツ瀬海底地質図（1：20万, 説付き） ￥4, 095

塩屋崎沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥5, 250

響灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 885

ゲンタツ瀬表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 780

日向灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

塩屋埼沖海底地質図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

響灘表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

能登半島西方表層堆積図（1：20万, 説付き） ￥3, 570

海外地球科学図　（英文）

東・東南アジア熱流量図（1：500万） ￥2, 310

中国モウス沙漠および周辺地域の水文環境図（1：50万, 説付き）￥7, 035

取扱い地質図一覧（委託販売） 07/06月現在
表示価格は税込みです．会員には表示価格から消費税分を割り引いて販売いたします（代金後払い）．

ご注文はFAXまたはe-mailで地質学会事務局へお申し込み下さい．
FAX 03-5823-1156，e-mail main@geosociety.jp

韓国南部・日本西部及び周辺海域の地球科学図集　￥1, 365

東アジア地質災害図　￥3, 675

重力図　（ブーゲー異常）1：20万

青森地域　￥2, 100, 秋田地域　￥1, 470, 

山形地域　￥1, 400, 北上地域　￥2, 415, 

渡島地域　￥1, 700, 苫小牧地域　￥1, 575, 

札幌地域　￥1, 700, 帯広地域　￥1, 575, 

旭川地域　￥1, 500, 北見地域　￥1, 575, 

根室地域（2枚組）￥2, 520, 天北地域　￥1, 890, 

名寄地域　￥1, 890, 大分地域　￥1, 785

福岡地域　￥2, 415

空中磁気図

尖閣諸島海域　￥2, 100

伊豆大島地域（1：5万）伊東周辺地域（1：2.5万）￥1, 050

雲仙地域（1：5万） ￥1, 050

西表島周辺地域（1：10万） ￥1, 050

由利原地域高分解能空中磁気異常図（1：5万） ￥2, 730

火山地質図

桜島火山（1：2.5万）￥1, 260, 有珠火山（1：2.5万） ￥1, 155, 岩手火山　￥2, 730

草津白根火山（1：2.5万）￥1, 575, 阿蘇火山（1：5万） ￥1, 155, 三宅島　￥1, 890

北海道駒ヶ岳火山（1：5万）￥1, 785, 浅間火山（1：5万） ￥1, 785

青ヶ島火山および伊豆諸島南方海底火山（1：1万, 1：65万）￥2, 625

雲仙火山（1：2.5万） ￥1, 155, 那須火山（1：3万） ￥2, 205

伊豆大島火山（1：2.5万） ￥1, 785, 霧島火山（1：5万） ￥1, 575

日本炭田図

天草炭田地質図　￥7, 140

日本油田・ガス田図

新潟県中部地域　￥3, 885

20万分の1地質図幅

相川及び長岡の一部　￥1, 785, 青森　￥2, 310, 一関　￥3, 465, 

飯田（第2版）￥2, 415, 糸満及び久高島　￥3, 465, 厳原　￥1, 360, 岩内　￥2, 415, 

宇都宮　￥2, 730, 浦河　￥2, 625, 宇和島　￥2, 100, 岡山及び丸亀　￥2, 625, 

開聞岳及び黒島の一部　￥2, 520, 鹿児島　￥2, 520, 金沢　￥2, 730, 

唐津（第2版） ￥2, 205, 岐阜　￥2, 730, 木本　￥1, 365, 熊本　￥2, 835, 

久米島　￥1, 890, 甲府　￥2, 940, 高梁　￥2, 520, 

高田　￥2, 730, 徳島（第2版） ￥2, 100, 日光　￥2, 940, 富山　￥2, 415, 

長野　￥3, 045, 名寄　￥2, 310, 八丈島　￥1, 365, 八戸　￥2, 310, 

福岡　￥2, 520, 福島　￥3, 675, 水戸　￥2, 730, 宮崎　￥2, 625, 村上　￥2, 730, 

夕張岳　￥2, 520, 和歌山　￥2, 625

５万分の１地質図幅　地質図1：5万, 地域地質研究報告

赤名　￥2, 835, 姉崎　￥3, 570, 秋田　￥1, 890, 

飯山　￥5, 775, 出雲崎　￥3, 360, 市野瀬　￥2, 520, 犬飼　￥3, 570, 

伊平屋島及び伊是名島　￥1, 890, 今市　￥3, 045, 

上野　￥4, 200, 浦郷　￥3, 360, 

恵比島　￥2, 940, 大分　￥3, 990, 大阪西南部　￥2, 520, 

大阪西北部　￥2, 520, 大阪東南部　￥3, 570, 大阪東北部　￥3, 990, 

大須　￥2, 520, 小値賀島及び肥前平島　￥2, 520, 大宮　￥3, 045, 

尾鈴山　￥3, 675, 折尾　￥3, 150, 海田市　￥2, 835, 開聞岳￥3, 885, 柿崎￥3, 465, 

柏崎　￥4, 410, 金山　￥3, 255, 川前及び井出　￥6, 300, 上高地　￥3, 675, 

刈和野　￥2, 520, 岸和田　￥3, 885, 木曽福島　￥4, 200, 北小松　￥4, 095,

岐阜　￥3, 885, 京都東北部　￥3, 885, 珠州岬，能登飯田及び宝立山　￥4, 620, 

熊川　￥3, 780, 熊田　￥3, 465, 

倉橋島及び柱島　￥3, 045, 黒石　￥3, 570, 桑名　￥3, 360, 

下呂　￥2, 835, 神浦　￥2, 940, 神戸　￥3, 255, 小倉　￥3, 885, 

佐伯　￥3, 150, 佐賀関　￥2, 730, 桜井　￥4, 200, 篠山　￥3, 045, 

三条　￥4, 305, 椎葉村　￥4, 515, 志津川　￥4, 305, 清水　￥2, 835, 

白馬岳　￥3, 730, 末吉　￥3, 255, 須磨（2版）￥2, 520, 

洲本　￥2, 730, 千廐　￥3, 045, 相馬中村　￥5, 355, 園部　￥3, 045, 高遠　￥4, 410, 

田島　￥3, 675, 龍野　￥3, 570, 立山　￥4, 935, 館山　￥3, 675, 

玉庭　￥4, 515, 竹生島　￥2, 940, 津西部　￥4, 305 敦賀　￥3, 780, 

十勝池田　￥3, 570, 戸隠　￥4, 410, 砥用　￥6, 195, 豊岡　￥2, 520, 十和田　￥3, 780, 

苗場山　￥2, 835, 長岡　￥4, 200, 中野　￥2, 625, 那古　￥1, 890, 

那覇及び沖縄市南部　￥3, 570, 名張　￥3, 360, 

浪江及び磐城富岡　￥3, 465, 奈良　￥3, 885, 西津　￥4, 305, 二本松　￥3, 045, 

乗鞍岳　￥3, 360, 八海山　￥2, 835, 姫島　￥2, 730, 広島　￥1, 575, 

広根　￥3, 675, 福江　￥2, 730, 福知山　￥3, 360, 富津　￥6, 615, 豊後杵築　￥4, 095, 

北条　￥4, 200, 松江　￥3, 465, 

松之山温泉　￥3, 885, 三重町　￥3, 360, 御岳昇仙峡　￥2, 940, 三津　￥2, 625, 

美濃　￥2, 520, 宮下　￥3, 780, 宮原　￥4, 725, 槍ヶ岳

￥3, 045, 温泉津及び江津　￥4, 410, 湯湾　￥3, 360, 横山　￥3, 885, 四ッ谷

￥2, 625, 四日市　￥2, 835, 寄居　￥3, 150, 和歌山及び尾崎　￥2, 415

*このほかの地質図, 産総研地質調査総合センター出版物の詳細は以下のホームページhttp://www.aist.go.jp/GSJ/Map/でご覧になれます．
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１．日本地質学会賞
授賞対象：地質学に関する優秀な業績をおさめた本会正会員も
しくは名誉会員，またはこれらの会員を代表とするグループ．
応募方法：会員による推薦（自薦も可），所定の様式による．

２．日本地質学会論文賞
授賞対象：
１）2005年10月から2008年９月までの過去３年間に「地質学雑
誌」発表された優れた論文
２）2005年４号から2008年３号（９月）までの過去３年間に
「Island Arc」に発表された筆頭著者が本会会員による優れ
た論文
応募方法：推薦理由書添付（400字程度）．正会員・名誉会員で
あればどなたでも推薦ができます．

３．日本地質学会研究奨励賞
授賞対象：2006年10月から2008年９月までの過去２年間に地質
学雑誌およびIsland Arcに優れた論文を発表した，2008年９
月末日で満35才未満の正会員あるいは準会員．筆頭著者であ
れば共著でもよい．
応募方法：推薦理由書添付（400字程度）．正会員・名誉会員で
あればどなたでも推薦ができます．

４．日本地質学会小藤賞
授賞対象：2007年10月から2008年９月までの間に地質学雑誌に
発表された短報で，重要な発見または独創的な発想を含むも
の．
応募方法：推薦理由書（400字程度）．正会員・名誉会員であれ
ばどなたでも推薦ができます．

５．日本地質学会功労賞
授賞対象：長年にわたり地質学の発展に貢献のあった本会会員
もしくは非会員．またはこれらを代表するグループ．
応募方法：評議員，支部，または理事会が推薦．所定の様式に

よる．

６．日本地質学会表彰
授賞対象：地質学の教育活動，普及・出版活動，新発見および
露頭保全，あるいは新しい機器やシステム等の開発等を通し
て地質学界に貢献のあった非会員の個人，団体および法人．
応募方法：評議員，支部，または理事会が推薦．所定の様式に
よる．

７．日本地質学会国際賞
授賞対象：地質学に関する画期的な貢献があり，加えて日本列
島周辺域の研究や日本の地質研究者との共同研究などを通じ
た日本の地質学の発展に関する顕著な功績があった非会員
応募方法：会員，支部，または理事会が推薦．所定の様式によ
る．

８．日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞
授賞対象：地質学に関して優れた業績を上げた，2008年９月末
日で満37歳以下の会員
（研究テーマによって小澤儀明賞・柵山雅則賞のいずれかを
授与）
応募方法：会員による推薦（自薦も可），所定の様式による．

注）日本地質学会賞・研究奨励賞・小澤儀明賞・柵山雅則賞の
受賞候補者は，過去においてそれぞれの賞を受けていないこ
とが要件となります．

2008年９月13日

日本地質学会各賞選考委員会
委員長　中川光弘

委員：卜部厚志・北里　洋・高木秀雄
高橋正樹・滝田良基・堀　利栄
村山雅史・吉川敏之・渡辺真人
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2009年度日本地質学会各賞候補者募集について

日本地質学会は毎年その事業のひとつとして，研究の援助・奨励および研究業績の表彰を行っています（会則第５条）．具体的
には，運営細則第11章および各賞選考に関する規約（本号別途掲載）に，表彰の種別や選考の手続きを定めています．これらにし
たがい，下記の賞の自薦,他薦による候補者を募集いたします．ご応募いただいた候補者を，各賞選考委員会（委員は評議員の互選
と職責により選出）が選考し，４月の評議員会で受賞者を決定します．
日本地質学会功労賞・日本地質学会表彰以外は，会員（正会員・名誉会員）であればどなたでも推薦できます．論文賞・研究奨

励賞・小藤賞の対象論文リストについては，地質学会のホームページ（http://www.geosociety.jp/）をご覧いただくか，または，
地質学会事務局までお問い合わせください．
下記の応募要項をご参照の上，各賞選考委員会（学会事務局）あてご応募下さい．期日厳守にて，たくさんのご応募をお待ちし

ております．なお，ご応募いただいた場合には，必ず受け取りのお返事をお出ししますのでご確認ください．

応募の締め切りは各賞とも，2008年12月25日（木）必着です．
所定の様式による,とあるものは事務局にご請求下さい．

送付先：
郵送，e-mail送信いずれも可，なるべく電子ファイルでの提出をお願いします．

〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル６Ｆ　日本地質学会各賞選考委員会
TEL：03-5823-1150，e-mail：main@geosociety.jp



（関連資料）

日本地質学会各賞選考に関する規約

（1984.3.27施行　1986.6.21一部改正　1988.4.1一部改正
1994.3.27一部改正　1997.4.3一部改正　2001.9.20一部改正
2001.12.8一部改正　2003.12.13一部改正　2005.9.17一部改正，
2006.9.15一部改正　2007.9.30一部改正）

１．日本地質学会運営細則第11条（表彰）の各賞選考に関する
運営は，この規約によるものとする．

２．各賞選考委員会の委員は，理事会により推薦された前・現
編集委員長および副委員長４名，Island Arc前・現編集委員
長および評議員により互選された委員10名で構成される．評
議員より互選される委員の任期は２年とし，１年ごとに半数
改選とする．委員長は委員間の互選とする．ただし，選考委
員会委員が受賞候補対象者となった場合は，該当する賞の選
考には関与しないこととする．
なお，各賞選考委員会は，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・柵山雅則賞ならびに日本地
質学会Island Arc 賞に関しては，選考検討委員会を設置して，
諮問することができる．

３．日本地質学会賞の授与は原則として毎年とし，受賞候補者
の応募に関する細目は次のとおりとする．
１）応募資格：正会員もしくは名誉会員，ならびに前記のもの
を代表とするグループ
２）応募方法：会員による推薦（自薦も可）．所定の様式によ
る.

４．日本地質学会論文賞の受賞対象は次のとおりとする．
１）応募開始年９月までの過去３年間に地質学雑誌に発表さ
れた論文
２）応募開始年３号（９月）までの過去３年間にIsland Arc
に発表された筆頭者が本会会員による論文

５．日本地質学会研究奨励賞の受賞対象資格者は次のとおりと
する．
応募開始年９月までの過去２年間に地質学雑誌およびIsland
Arcに発表された論文で，応募開始年９月末日で満35才未満
の正会員および準会員．筆頭著者であれば共著でもよい．

６．日本地質学会小藤賞の受賞対象は次のとおりとする．
応募開始年９月までの過去１年間に地質学雑誌に発表された
短報．

７．日本地質学会功労賞の受賞候補者の応募に関する細目は次
のとおりとする．
１）応募資格：本会会員もしくは非会員，またはこれらを代

表するグループ
２）応募方法：評議員，支部，または理事会による推薦，所
定の様式による．

８．日本地質学会優秀ポスター賞の受賞候補者の応募および選
考に関する細目は次のとおりとする．
１）応募資格：別途本委員会が定める講演会において発表し
たポスター講演の講演者またはこれらを代表するグループ
２）選考委員の追加：各賞選考委員会は本賞に限った優秀ポ
スター賞選考委員を任命し，その意見を選考の参考にする
ことができる．

９．日本地質学会表彰の応募に関する細目は次のとおりとする．
１）応募資格：非会員の個人，団体または機関
２）応募方法：評議員，支部，または理事会による推薦，所
定の様式による.

10．日本地質学会国際賞の応募に関する細目は次のとおりとす
る．
１）応募資格：非会員
２）応募方法：会員，支部，または理事会による推薦，所定
の様式による.
３）国際賞の授与は毎年度１名以下とする

11．日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞の応募に関する細目
は次のとおりとする．
１）応募資格：応募開始年の９月末日で満37歳以下の会員．
２）応募方法：会員による推薦（自薦も可），所定の様式に
よる．

12．日本地質学会Island Arc賞の授賞対象は次のとおりとする．
選考開始年の３年前と２年前にIsland Arc誌に発表された論
文．

13. 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３賞に関しては，理事会はそれぞれ
の推薦委員会を設置し，その意見により理事会による推薦を
行うことができる．

14．各賞の応募に関する公示は，応募締め切り期日の３カ月前
までに，News誌等で，会員に対して行う．

推薦注）
地質学会賞，研究奨励賞，小澤儀明賞・柵山雅則賞の受賞候

補者は，過去においてそれぞれの賞を受けていないこと．
附則
（1）本規約の変更は評議員会の議決による．
（2）本規約の，2007年９月30日の一部改正は同日から施行する．
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概要　核燃料サイクルを技術的に確立するた

め，日本原子力研究開発機構が取り組む，

研究開発プロジェクトに先行する基礎工学

研究に関する研究協力テーマを，日本原子

力研究開発機構が設定し，大学等の研究者

から研究目的を達成する上で必要な研究協

力課題を募集します．

募集研究協力課題件数　12件程度

（政府予算の成立を前提としており，場合

によっては件数の変更があります．）

研究分野　高速増殖炉開発及びそれに関連す

る核燃料サイクル技術開発，高レベル放射

性廃棄物処分研究開発，放射線安全研究分

野等で日本原子力研究開発機構が取り組む

研究開発プロジェクトに先行する基礎工学

研究

協力形態　共同研究及び客員研究員の受け入

れ

研究予算　１研究協力課題あたり，年間最大

で270万円以下

応募資格　研究実施の代表者は，国内の大学

等に所属する教員または同等の研究経歴を

もつ者（ただし，既に日本原子力研究開発

機構の研究協力制度に研究実施の代表者と

して応募し採用されている者を除く．）

研究開始　2009年４月１日（予定：ただし，

契約締結後）

研究期間　１事業年度とします．ただし，毎

年度に所要の評価を行い，研究期間の更新

は，最大２回まで可能とします．

審査方法　書類審査及び口頭審査を行いま

す．

応募締切　2008年11月14日（金）必着

問い合せ先

日本原子力研究開発機構　産学連携推進部

研究協力課　亀田，田沼，斉藤

電話　029-284-3419，3482，3483

FAX 029-282-6808

E-mail sangaku.daigaku@jaea.go.jp

原子力機構ホームページ

（http://www.jaea.go.jp/）

東濃地科学センターでは，当センターが実

施する地層科学研究を適正かつ効率的に進め

ていくため，研究開発の状況や成果，さらに

今後の研究開発の方向性について，大学，研

究機関，企業等の研究者・技術者等に広く紹

介し，情報・意見交換を行うことを目的とし

て，「平成20年度　東濃地科学センター地層

科学研究　情報・意見交換会」（以下，「情

報・意見交換会」）を下記の通り開催します．

なお，ご参加下さる方の氏名，所属等を

申込用紙にご記入いただき下記の連絡先に

FAXいただくか，または，E-メールに申込

用紙の内容を記載のうえ９月26日（金）まで

にご連絡いただきたくお願い申し上げます．

日程：

平成20年10月16日（木）10：30～17：00

平成20年度　東濃地科学センター

地層科学研究　情報・意見交換会

10月17日（金）10：00～12：00

瑞浪超深地層研究所

深度200m水平坑道見学会

場所：瑞浪市地域交流センター「ときわ」

（瑞浪市寺河戸町1131-2）

申込書式・詳細は，http://www.jaea.go.jp/

04/tono/index.htm

連絡先：〒509-6132 岐阜県瑞浪市明世町山

野内1-64

独立行政法人　日本原子力研究開発機構

東濃地科学センター　瑞浪超深地層研究所

結晶質岩工学技術開発グループ

TEL：0572-66-2244 FAX：0572-66-2245

E-mail：tono-koukankai@jaea.go.jp

内閣府日本学術会議では，学術の振興を図

り，我が国と各国の学術研究団体・研究者が

最新の情報を交換し，世界の学術の進歩に寄

与することが重要であるとの認識により，国

際学術団体によって日本開催が決定された国

際会議を対象に，例年，国内の学術研究団体

と共同して国際会議を開催しています．この

度，平成23年度に開催される国際会議を対象

に，共同主催の募集を行うこととなりました．

既に国際会議の日本開催が決定し，以下の申

請要件に合致する国際会議について，本年10

月より申請を受け付けます．

１．申請要件

【1】国際学術団体（母体団体）が，国際会議

の日本開催を決定したものであること．

【2】開催全般に対し国際学術団体（母体団体）

から十分な協力を得られること．

【3】内閣府日本学術会議への申請の主体者

（国内主催者）が，国内の学術研究団体

（学会）であること．（学会長名で申請）

【4】国際会議の準備・運営を行うための委員

会（組織委員会，運営委員会等）が，申請

学会内に設置され，既に計画及び準備を進

めていること．

【5】国際会議の構成，計画，予算，主要題目

（テーマ）等が，学術的に内閣府日本学術

会議が共同主催するにふさわしいと認めら

れるものであること．

【6】国外からの参加が，10ヵ国・50名以上と

なることが明らかであること．

【7】世界的に十分な実績を有する国内外の代

表的科学者の参加が予定されていること．

【8】国際会議の研究分野を用いた一般市民向

け（市民参加型）の公開講座等のプログラ

ムを予定し，学術・科学技術における社会

への還元について取り組むものであるこ

と．

２．申請手続き等

○申請書類受付時期：平成20年10月1日（水）

～11月28日（金）［期限厳守・必着］

■募集要項の入手・問い合せ先：

〒106-8555 東京都港区六本木7-22-34

内閣府日本学術会議事務局参事官

（国際業務担当）付国際会議担当

TEL: 03-3403-5731 FAX: 03-3403-1755

E-mail：i254@scj.go.jp

http://www.scj.go.jp/ja/int/kaisai/entry.

html

※HPから募集要項がダウンロードいただけ

ます．

平成23年度開催国際会議にお
ける共同主催の募集
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平成20年度　東濃地科学セン
ター　地層科学研究　情報・
意見交換会

ご案内

本会以外の学会およ

び研究会・委員会か

らのご案内を掲載し

ます．

日本原子力研究開発機構
平成21年度先行基礎工学研究

教官公募等の求人ニュース原

稿につきましては，採用結果

をお知らせいただけますよう

お願い致します．

公募



狩りに出かけると，そこには，アサリやマテ

ガイなどの貝類だけでなく，エビやカニなど

の甲殻類，砂泥中に棲むゴカイの仲間など，

実に多様な生き物が生息していることがわか

る．こうしたことから，種々の水産無脊椎動

物類などを対象とした，動物学的観点から干

潟を観察するためのガイドブックは実に多く

出版されてきた．その一方で，干潟は地層の

形成過程を直接的に観察できる場として堆積

地質学的にも興味深い場所である．それにも

かかわらず，こうした観点から干潟を捉えた

書籍は少なく，常にもどかしい思いを感じて

いた．この様な中，底生動物，魚類，植物，

鳥類といった生物だけでなく，堆積物をも対

象とした干潟観察のガイドブック「干潟を考

える　干潟を遊ぶ」が出版されたので紹介し

たい．

本書は，上述の多面的な観点から干潟研究

に取り組み，「干潟にハマってしまった」大

阪市立自然史博物館の面々やNPOメンバー

らによって執筆された干潟観察の解説書であ

る．内容を見ても，貝類，多毛類，甲殻類，

魚類，鳥類そして植物など多様な分類群にわ

たる生物学的情報のほか，地形や堆積物と

いった地質学的情報が多数の写真とともに解

説されている．また，「日潮不等のメカニズ

ム」，「干潟堆積物の特徴」，「干潟上を滑走す

る二枚貝」，「外来魚の生態」，「環境教育の実

例」の様に多面的な視点にもとづくコラムも

読みやすい．それらに加え，本邦における干

潟開発の歴史と現状といった社会学的テーマ

や，最近の保全生態学の知見まで分かりやす

く紹介されている．たとえば，近世から現代

にかけての干拓法の変化が生物個体群に与え

る影響の違いであるとか，干潟の開発が進み，

広大な干潟が小規模な干潟に分断されてしま

休日のレクリエーションとして海岸を訪れ

る多くの人々にとって，干潟は潮干狩りの場

として親しみ深い場のひとつであろう．潮干

うと，そこに生息する底生動物の個体群がな

ぜ急速かつ顕著に減少してしまうのか？と

いった問題など，様々なトピックを網羅的に

紹介し，現在の干潟環境を「考える」上での

良い材料を提供してくれる．「干潟に行こう」

と題した最終章では，カニ釣りやアナジャコ

釣りといった「干潟を遊ぶ」ための具体的な

方法まで紹介されている．

さて，全体的には文章も理解しやすく良く

まとめられているが，気づいた点もいくつか

ある．まず，干潟に生息する各種の生物の写

真が多く載せられ，理解の助けになっている．

しかし，残念なことに，ほとんどの写真にス

ケールが無い．一部には背景の砂泥と覚しき

底質から大きさを推測できる場合もあるが，

読者（とくに初学者）にとっては大きさのイ

メージがつかみ難いであろう．また，p. 75

のウミヒルモの写真やp. 76のアマモの花の

写真の様に，あらかじめ知識がなければ，ど

の部分がそれに当たるのかわかりにくい写真

も散見される．改訂の際には，これらの点の

修正を強くお願いしたい．

最後に，繰り返しになるが，本書には，従

来の干潟関連書籍では取り上げられることの

少なかった地質学的な観点が盛りこまれてい

る．地質学会会員諸氏の中にも，これから干

潟の堆積作用や環境保全に関する研究に取り

組んで行こうという方，干潟を教材として活

用して行こうと考えている方，あるいはすで

に干潟に深く関わっている方々がおられるに

違いない．こうした方々に「干潟学」の入門

書として，また，干潟を幅広く見直すための

手引きとしてお奨めできる好書である．

（奈良正和）
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大阪市立自然史博物館叢書　③
「干潟を考える　干潟を遊ぶ」

大阪市立自然史博物館
・大阪自然史センター　編著

紹　介

東海大学出版会　2008年５月20日発行，

159ページ，2625円（税込）
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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



語で挨拶して開会宣言を行った（その全文は

http://www.33igc.org/coco/からダウンロー

ドできる）．国際地質科学連合IUGS会長の張

宏仁Zhang Hongren氏も短いスピーチを

行った（因みに，IUGS副会長はオフィオラ

イト研究で名高い米国のEldridge Moores

氏）．そしてノルウェーをはじめ，今回の

IGCの共同開催国である他のノルディック諸

国（スウェーデン，フィンランド，デンマー

ク，アイスランド，グリーンランド）の自然，

地質，産業の紹介ビデオが上映され，歌，演

奏，奇術などのアトラクションが披露された．

その後企業展示・ポスター会場で歓迎懇親会

が行われた．企業展示スペースは広く，特に

ロシアと中国が向かい合わせで威容を競って

いた．日本の産業技術総合研究所地質調査総

合センター（日本近海の立体海底地形図が見

事だった）や国際統合深海掘削計画IODPの

ブースもあったが，前回（フィレンツェ）は

多かった各大学の展示が今回はほとんどな

かった．世界地質図委員会CGMW（委員長

はフランスのJ. P. Cadet氏）のブースでは新

しい地質年代表を売っていたが，前回は無

かった「第四紀」がやや曖昧な形で正式に復

活していた．しかし「第三紀」は復活の見込

みがない（石渡，2006; 本誌９巻２号p. 10）．

このIGCで行われた口頭発表は約5000件，ポ

スター発表は約2200件であった．

今回のIGC会場はオスロと空港を結ぶ鉄道

の途中駅Lillestrømから徒歩５分の便利な場

所にあるが，産業展示館とか見本市の会場と

いった作りの建物で，それを適当に仕切って

講演会場が設置されていた（隣の声がよく聞

2008年８月６日～14日にノルウェーのオス

ロ市郊外のLillestrømにあるノルウェー交流

センターNorway Convention Centre（第１

図，Norway Trade Fairsとも呼ばれる）で

第33回IGCが開催された．IGCは1878年の第

１回パリ大会以来３～５年間隔（最近はオリ

ンピックと同年）で21カ国を回って開催され

てきており，日本でも1992年に第29回京都大

会が行われたが，北欧で開催されるのは1960

年の第21回コペンハーゲン大会以来２回目で

ある．今回の参加者は6,000人以上，参加国

は113（一説に115）ヶ国で，参加者の多い国

は，米国，ロシア，中国，ドイツ，イタリア，

英国，日本，スウェーデン，豪州，ブラジル，

フランス，カナダなどである．今回のIGCの

総 合 テ ー マ は Earth System Science:

Foundation for Sustainable Development

（地球システム科学：持続可能な発展のため

の基礎）であり，全体として環境と資源に重

点が置かれている．今回は「今日のテーマ」

として日毎に異なったテーマが設定され，そ

れに沿った大きなシンポジウムが毎日開かれ

た．それら７つを列挙すると，「初期の生命，

進化と多様性」，「気候変動－過去，現在，未

来：人間活動の影響はどの程度か？」，「地質

災害：社会は対処できるか？」，「水，健康，

環境」，「急速に成長する世界経済における鉱

物資源：自然の限界はあるか？」，「エネル

ギー間競争：未来のエネルギー構成はどうな

るか？」，「地球とその外：宇宙への展望」で

ある．

開会式では，ノルウェーのHarald ５世国

王陛下がファンファーレとともに登壇し，英

こえた）．このIGCはノルウェーなどの多く

の企業が協賛しているが，中でも北海海底油

田を掘削しているStatoilhydroは参加者全員

の昼食ボックスを毎日供給するなど，力を入

れていた．会場の食堂（に限らずこの国の物

価）は目の玉が飛び出るほど高かったので，

これは有難かった．またノルウェー国有鉄道

(NSB)もIGCを全面的にサポートし，車内で

IGCの名札を示せばオスロと空港の間の鉄道

（特急は除く）が無料で乗車でき，駅の電光

板には「33IGC行き」の表示すらあった（第

２図）．

なお，次回2012年の第34回IGCは豪州のブ

リスベンで開催される．また，2016年の開催

国として南アフリカが選出された．
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第33回万国地質学会議IGC（オスロ）報告

石渡　明（国際担当理事・東北大学）

学協会・研究会報告

第１図（上） 第33回IGC会場となったオス

ロ郊外Lillestrømのノルウェー交流セン

ター．

第２図（下） ノルウェー国有鉄道（NSB）

の「33IGC行き」の表示（オスロ中央駅にて）．

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．



私は東京オリンピックの年に船に乗って初めてヨーロッパを
訪ね，札幌オリンピックの年に家族でノルウェーへ移住して36
年が過ぎた．この間にほぼ毎年２－３ヶ月は北極圏へ探険・調
査に出かけ，南極へも６回行き，５年前に古希を越えた．今年
（2008）はオスロで万国地質学会が開かれ，ノルウェーは世界
有数の産油国としての面目を果した．1960年のコペンハーゲン
総会の時には，会に出席された先生方のお話を札幌で大学院生
として聞き，その４年後にオスロ大学のT.W.バルト先生の下へ
留学し，大学の地質博物館で先カンブリア紀やカレドニア期の
勉強をした．それから40年以上過ぎた2006年からは，また同じ
博物館に一室を得て北極の勉強を続けており，ありがたいご縁
に感謝している．
19世紀末から20世紀初め，北欧の小国ノルウェーから世界に

知られた人物が続出した；絵画のムンク，音楽のグリーク，２
人のノベール平和賞受賞者，３人のノベール文学賞受賞者，数
学のアーベル，低気圧理論のビヤルケネス，オーロラのビルケ
ランド，岩石学のゴールドシュミット，それに極地探検家のナ
ンセンやアムンセンなどである．彼らは皆，当時スウェーデン
から独立しようとしていたノルウェーの高揚した時代精神の申
し子であり，日本の明治維新にも似た時代であった．それらの
中でナンセンは，探検家，海洋学者としてばかりでなく，政治
家として人道主義を高く掲げ，世界の平和のために尽力した傑
物であった（第１図）．

ナンセンの探検と学問
当時同じ王の下にあった隣国スウェーデンのノルデンショル

が，1878－79年に行ったヴェガ号
による北東航路（ロシアの北を廻
る大西洋から太平洋への航路）の
完航は，その時18歳だったナンセ
ンには大きな刺激であり，彼は21
歳の時アザラシ漁船に乗って初め
て氷海の洗礼をうけ，27歳の年に
は４人の仲間と橇を曳いてグリー
ンランドを初横断した．
ヴェガ号がベーリング海峡を南下するのと入れ違いに，アメ

リカの探検船ジャネット号が北極海へ入り，氷に掴まって２年
間漂流した挙句，新シベリヤ群島沖で沈没した．隊員たちは橇
を曳いてシベリヤ本土へ向ったが，大半は死亡した．この船の
破片は３年後にグリーンランド南岸へ漂着した．それを知った
ナンセンは北極海を横断する海流がある（当時はまだ北極周辺
に大陸があると考えていた人もあった）と推定し，これを実証
するために，氷に捉まったときその圧縮で押し潰されないで，
氷の上へ押し上げられてしまう底が丸い船，フラム号（「前進」
という意味）をつくり，新シベリヤ群島近くで氷の中へ入り込
み，1893年から’96年にかけて，無謀だと言われたこの画期的
な探検に成功した．その後は船の代りに大きな氷盤の上に研究
基地を建設し，氷と一緒に漂流しながら北極海の内部を探る，
という方法がほぼ百年にわたって行われた．これはナンセンの
方法を踏襲したものである．フラム号の探検によって，北極海
は深い海盆であることが証明され，ナンセンは最後の“大洋”
を発見して世界の指導的な海洋学者になり，40歳代で国際海洋
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TOPIC 北極探検家，ナンセンから学んだこと

ノルウェー在住の日本人地質学
者で忘れてはならない人がいる．
現在は日本地質学会の会員ではな
いが，太田昌秀（おおたよしひで）
さんである．太田さんは1933年長
野県大町市のお生まれで，1962年
に北海道大学大学院で飛騨山地の
研究により理学博士号を取得した
後，1972年まで同大学の助手を勤
められた．その間，1964-66年にノ
ルウェーからの奨学金でオスロ大
学Barth教授のもとに２年間留学，

スピッツベルゲンのカレドニア造山帯の岩石を研究された．ま
た1969-70年には第10回北海道大学ヒマラヤ調査隊の副隊長を
勤め，Geology of Nepal Himalayasを編著した功績により1972
年に「北大山の会」とともに秩父宮山岳科学賞を受賞した．そ
の後，1972年から2006年まで34年間にわたってノルウェー国立
極地研究所の研究員（教授）を勤め，その間ほぼ毎年スヴァル
バール諸島を中心にノヴァヤ・ゼムリアからカナダ北部の島々
まで北極圏の探検調査に従事し，南極へも６回行き，2003年以
後はロシア原子力砕氷船ヤマール号での北極点航海にも講師と
して６回参加し，計200篇以上の論文を公表した．現在は同研
究所の嘱託上級研究員としてオスロ大学の地質博物館に研究室
をもち，その近くにお住いである（ohta.yoshihide@getmail.no

日本語可）．太田さんはIGCの後半初日に，オスロを訪問した
旧知の日本人地質学者数人を自宅に招いて歓待された．私はこ
の日に帰国の途についたため，この会には参加できなかったが，
帰国後の太田さんとのやりとりの中で，極地探検家として有名
なノルウェーのナンセンが難民救済にも力を尽くしたことにつ
いて，太田さんがすばらしい文章を発表されていたことを知っ
た．太田さんのこの文章は，我々が科学者として，人間として
目指すべき方向を明確に指し示している．是非地質学会ニュー
スに転載させていただきたいとお願いしたところ，ご快諾を得
たので，次に太田さんのこの文章を掲げる．なお，この文章は

北海道大学の恵迪（けい
てき）寮同窓会誌「恵迪」
創刊号p. 114-121（1995
年）に印刷された「北極
研究を通じて学んだこ
と；極地探検家ナンセン
のヒューマニズム」を，
太田さんが題名も含め今
年の状況に合わせて若干
修正されたものである．
この転載を許可していた
だいた同誌の井口光雄氏
に感謝する．

（石渡　明）

第３図．太田昌秀先生近影．

2006年北極点航海の講師と

してヤマール号にて．

第４図．ノルウェー2001年発行の

ノーベル平和賞100周年記念切手に

描かれたナンセン（1922年受賞）．

正しくは「ノーベル」でなく「ノ

ベール」と発音する．（太田昌秀氏

提供）

北極探検家，ナンセンから学んだことTOPIC
太田昌秀（ノルウエー国立極地研究所　嘱託上級研究員）

第１図．晩年のナンセン

（1922）．



学会の議長も務めた．そしてそれまで沿海にしか棲んでいない
と思われていたタラが，外海にも沢山いることを確かめ，北洋
漁業に大きな貢献をしたりもした．

ノルウェーの独立と第一次世界大戦
ナンセンの探検は，スウェーデンの支配下にあった小国ノル

ウェーの名を世界に知らしめた．20世紀初めにスウェーデンと
の対立が深まると，彼は探検で得た名声の上に立って，母国の
独立のために力を尽した．国民投票が行われて独立の世論が高
まると，両国は一触即戦の緊張に達した．ナンセンは政府の要
請でデンマークへ赴き，王子夫妻を招いてノルウェー王室の実
現に努め，近隣諸国の支持を取りつけて戦争を回避し，母国は
血を見ずに独立を達成することが出来た（1905）．しかし独立
を勝ち得ても，氷河が削った岩を苔が覆っているだけの痩せた
北国では，周りの国々の援助なしに国が立ち行かず，それらの
中で最も有力なイギリスへナンセンが初代大使として派遣され
た．
こうして独立前後の政治の中枢に巻き込まれた彼は滞英中に

愛妻を失い，1910年には彼が北極探検のために造ったフラム号
が，アムンセンを乗せて3度目の極地探検に向うのを自宅の屋
上から見送り，しばらく海洋学の研究に専念したがこれは長続
きせず，ヨーロッパは1914年から第一次世界大戦に入り，海洋
調査どころではなくなった．
大戦中ノルウェーは中立を宣言したが，最大の輸出品である

魚をドイツなどへ売る一方，小麦の不足はカナダ，アメリカに
依存していた．そしてアメリカが連合国に参加すると小麦の輸
入が止められ，ノルウェー国民は主食の不足に直面した．この
時もナンセンは対米特別使節団の代表を委任され，大西洋の向
こう岸で協定を結んで国民の危機を救った．

国際連盟でのナンセン
大戦が終るとその大惨状を反省し，再び破壊と殺戮を繰り返

さないための話し合いの場として，「国際連盟」が生まれた．
しかしここには小さな中立国や，革命で政体が変ったロシアは
加盟できず，勿論，戦いに破れたドイツは排除された．ナンセ
ンは小国の安全はこのような話し合いの場を通してしか守れな
いと考え，連盟の門戸を広げるために精力的に活動した．
戦いは銃声が止めば終りというものではない．その悲惨は戦

場に夏草が生い茂っても続く．大戦が終った時，約50万人の戦
争捕虜が各地の収容所に捕われ，それらの多くは飢え，凍え，
病んでいた．革命の混乱に巻き込まれたロシアでは特に惨めで，
彼らは自分の家族の生死も知らず，絶望の中で死につつあった．
生まれたばかりの国際連盟の最初の仕事の一つは，これらの

捕虜を母国へ送還することであった．探検で発揮された粘り強
さと統率力を買われて，ナンセンがこの仕事の責任者に推され
た．ヨーロッパは革命と反革命に引き裂かれ，全てが破壊し尽
された状況の中で，彼の委員会は45万人の捕虜たちをそれぞれ
の母国へ送り返した．そしてこの事業で妻や子や母が，再会の
喜びに泣かなかった国はなかった，とヨーロッパ中から感謝さ
れた．
ロシア革命後の10年間は，戦争と政争による難民が150万人

もロシアの近国へ溢れ出し，スラムをつくって伝染病が広がっ
た．赤十字の要請で国際連盟は難民局を置き，その初代高等弁
務官にナンセンが任命された．その後数年にわたる彼らの努力
で，難民たちはそれぞれ生きていける所へ落ち着くことが出来
た．これら難民の移動に際して，国境で区切られた国々の役人
はパスポートを要求した．1922年，ナンセンは31ヶ国の代表を
集め，連盟の難民局が発行する難民確認書をパスポートの代り
として認めることを承認させた．これには責任者であるナンセ

ンの肖像を描いた証紙が貼って
あり，ナンセン・パス（第２図）
と呼ばれ，数十万の難民がこれ
を提示して国境を越えた．日本
では第二次大戦の頃，バルト海
の小国の領事であった杉原千畝
氏が，本国の指示に従わずに，
数千人のユダヤ系難民たちに
ヴィザを発行したことが，人道
的な美挙として賞賛されてい
る．杉原氏はナンセン・パス
ポートのことをどのように思っ
ておられたことであろう．
革命で亡命したロシアの貴族

階層を受け入れ，共産主義を
嫌った西欧諸国は，難民局の人
道的な活動に協力せず，飢えた
難民を見殺しにするのは反共の
ためだと弁解したが，辛うじて生き延びた人々は，ナンセンの
難民局に心から感謝した．この頃の西欧の反人道的な冷たさが，
その後半世紀にわたる東西対立の底にわだかまっていたと私は
思う．
革命の混乱と重なって，1921年からロシアの穀倉地帯ヴォル

ガ川流域が旱魃に襲われ，八百万人の子供を含む三千万人が飢
餓にさらされた（第３図）．ナンセンの難民局はレーニンのソ
連政府を説得して，国際連盟を通じて借款を受けることを承知
させ，貸し付けと食糧援助を西側へ要請したが，これらの提案
は連盟の会議をたらいまわしされて結論が出されず，職業政治
家の多くはナンセンが共産主義の手先だと誹謗した．その中で
アメリカだけは募金活動に協力し，ナンセンはアメリカへ渡っ
て援助を求める講演をして廻った．彼の誠意溢れる呼びかけに，
ある新聞は，“彼が通り過ぎると，教会の塔でさえ夜中に頭を
うなだれている”と書いたという．
大戦後もトルコとギリシャは戦いを続け，1922年にギリシャ

は大敗した．トルコに住んでいた数十万人のギリシャ人たちは，
危険を感じて母国へ逃れ始めたが，石灰岩ばかりの痩せた母国
には彼らを受け入れる余地はなかった．そこでナンセンは，マ
ケドニア地方に住んでいた五十万人のトルコ人と，逃れてきた
ギリシャ人たちを，人も財産も含めてそっくり入れ替えること
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第３図．孤児たちへの給食を味見するナンセン（1921）．

第２図．ナンセン・パスポートと

彼の肖像が入った証紙．



を提案した．そして殆んどの人が不可能だとしたこの難事業を，
両国を説いて８年で成し遂げ，借款を世話して新耕地を開き
人々に生きる手立てを与えた．
古く景教と呼ばれた時代から回教圏の中に孤立して，特異な

キリスト教を守ってきた中央アジアのアルメニア人たちも，ト
ルコの圧迫とロシア革命の間にあって，惨めな亡国の危機に
あった．戦乱を逃れた人々は，周辺のシリア，パレスチナ，イ
ラン，イラクなどを放浪して生死の境にあった．ナンセンは連
盟にアルメニア援助を要請したが否決され，憤慨して辞表を叩
きつけた．しかし連盟は彼の辞表を受け取ろうとはせず，かと
言ってアルメニア人を助けようともしなかった．そこでナンセ
ンはまた，民間の善意に訴えてこの援助を進めなくてはならな
かった．この10年余の難民局での活動の間，彼は全く報酬を受
けず，ノベール平和賞（1922年）の賞金をはじめ，私財まで活
動につぎ込んだ．
こうしてナンセンは，若い時には思ってもみなかった国際政

治の場で，自殺行為だといわれた北極探検を成就させた計画性
と不屈さで，正真のヒューマニズムを貫き，威信とか既得権に
こだわって，妥協してごまかす国家の代表者たちには出来ない
偉大な仕事を成し遂げた．

平和とは信頼を築くこと
再不戦の悲願をこめてつくられた第一次大戦後の国際連盟

も，第二次大戦後の国際連合も，実際には戦勝国の覇権争いの
場になり，本当に平和のために誠意を尽したのは，覇権に縁の
ない小国であった．特に第一次大戦後の国際連盟が，人々の支
持を辛うじて繋ぎ止められた理由の一つは，ナンセンらの難民
局の活動であった．
オスロ郊外には，ナンセンやアムンセンが北極と南極で使っ

たフラム号を，海岸に引き上げた博物館がある．かつては館内
の２階回廊に沢山の極地の油絵が掛っていた．これらは定年後
フィンランドで画家になったロシアの元赤軍軍医将官が寄贈し
たもので，彼は青年時代にナンセン難民局の援助で生き延びた
世代の一人であり，老後自分の絵の中から数十点を，かつての
ナンセンらの援助へのお礼としてこの博物館へ寄贈した．
私は1970年代からしばしばサンクト・ぺーテルスブルグ（当

時はレニングラード）を訪ねる機会があった．ある時友人たち
が郊外の昔のツァーの離宮に宿を見つけてくれた．ペトロゴッ
フというこの宮殿は大戦中ドイツ軍に占領され，建物の内部は
完全に破壊されたので，ソ連時代にはサナトリウムとして使わ
れていた．私はその一画に泊めてもらったが，幸い同じ建物に
外国語の翻訳をしていたという老女がいて，ロシア語のできな
い私を助けてくれた．彼女は世が世なら，私如き百姓の倅はと
ても近づけないような，高雅な雰囲気をもっていた．一緒に早
朝の散歩などをして極地探検の話がでた時，彼女は“私は女学
生の頃，ナンセンのような人と結婚したい，と真面目に思って
いました．私たちの世代のロシアの女の子にとって，ナンセン
は思想や国境を越えた理想の男性でした．”と話してくれた．
1990年代に赤十字と国連の援助でアルメニアに大きな病院が

建設され，その名称を住民に募集したところ，“フリッチョ
フ・ナンセン病院”と名つけられた．アルメニアでは今も
ファースト・ネームを“Nansen”という人が多いという．
2003年にはモスクワのロシア赤十字前の小広場に，ナンセンが
難民の子供たちと手をつないでいる銅像が建てられた．これは
この年83歳だったあるロシア人が，数十年かかって費用を集め
て造ったものであった．このようにロシアやその周辺の国々で
は今もナンセンは敬慕されている．ナンセンの母国でも，2005
年の独立100年記念に行なわれたノルウェーの偉人投票では，
第二次大戦中の国民統合の中心だった国王を抜いて，ナンセン

が第一位に選ばれた．
話は飛躍するが，このようなナンセンへの敬愛と彼の母国で

あるノルウェーへの信頼が，第二次大戦後の新しい国際連合の
初代事務局長に，ノルウェーのトリグヴェ・リー氏を選出させ
た一因だった，と私には思われる．岩の上に苔しか生えていな
い貧しい小国（その頃は，まだ海底油田は発見されていなかっ
た）ノルウェーの亡命政府の外務大臣が，世界の新秩序を建設
する機関の最高責任者に選ばれるということは，個人の資質以
上のことである．第一次大戦後の捕虜送還で，ヨーロッパ中の
妻と母に喜びの涙を流させ，西欧に白眼視されていた革命ロシ
アの三千万人を飢えから救い，混乱した中近東の百数十万の人
たちに生きる場所と仕事を与えたナンセンらの貢献は，彼の国
の人ならきっと第二次大戦後の平和構築に利己心なく尽してく
れるだろう，という信頼が背後にあったと思う．
1993年には長らく世界の争乱の焦点になっているイスラエル

とパレスチナが，話し合いのテーブルにつくという画期的な合
意が調印され，オスロ・チャンネルとして注目された．その後
も対立は続いているが，話し合いへの糸口の一つを見つけた意
義は大きかった．この話し合いの困難な過程を思うとき，かつ
てナンセンが，ギリシャやトルコ，アルメニアなどの中近東の
人々に尽した努力が思い出される．ここでも話し合いの仲介者
が，ナンセンを生んだ国ノルウェーの人であったからこそ，対
立する両国の人々が心を開いて，深い話し合いをすることがで
きたのであろう．百年前のナンセンの貢献が，現代の政治の背
景に生きている，と私には思われる．
私はこの国での40年近い極地研究で，科学の分野でも国際共

同研究では，関係国の間でそれまでに築かれてきた信頼関係が，
とても重要であることをつくづくと学んだ．まして歴史と文化
が異なる人々の間の平和の問題で，何よりも大切なことは相互
理解と信頼であり，独り良がりの正義を押し付けてはならない
と思っている．
110年前ナンセンの探険によって知られるようになった北極

海は，今は地球の気候変動や汚染のセンサーとして注目されて
いる．昨年からの北極海の海氷の減少は急速で，かつてナンセ
ンらがフラム号で３年かかって横断した北東航路や，カナダ・
アラスカ側の北西航路も今年（2008）の８月末には氷がなく，
IPCCが2070年と予測した北極海の海氷の消滅は，最近のアメ
リカの予測では今から５年後とされている．このような温暖化
の原因が温暖化ガスだろうが，銀河放射線だろうが，あるいは
地球軌道変化のサイクルであろうが，今北極海の氷が減少して
シロクマが飢え，汚染が進んでいるのは事実である．事態がこ
のまま進めば，世界の気候や生態系に大きな影響が現れるだろ
う，と心配されている．たとえ一部でも人間の手で温暖化や汚
染の集積がスローダウンできるなら，今はそのためにみんなが
努力しなくてはならないと思う．昨今取り上げられている脱炭
素技術，資源の倹約や有効再利用，汚染の防止や新エネルギー
の開発などは，たとえ寒冷化になっても役立つことである．
北極海航路を使えば，日本からロシア北西・ノルウェー大陸

棚石油産地への距離が，ペルシャ湾までの距離と同じになる．
日本がいつまでも欧米の後にくっついて，中近東の紛争地域で
ウロチョロしている間に，ロシアは北極点の海底に旗を立てて，
広大な大陸棚領有の意志を示し，他の沿岸諸国との間で領海資
源の分捕り合戦が始まっている．ナンセンの探険によって明ら
かになったこの地上最後の大洋も，人間の浅ましい利益追求と
覇権争いの餌食になるようである，人間には結局「欲」を乗り
越える叡智がないのであろうか？

（この文は1995年１月初出，2008年８月加筆）
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FIELD TRIP through Paleogene Sedimentary
Deposits in Kyushu
Hyesu YUN, Hyunsook BYUN and Jinyong OH（Dep. Geol.,
Chungnam National Univ., Yusong-gu, Daejon, KOREA）

今年７月に韓国忠南大学の古生物学者一行が，韓国では見ら
れない古第三系の調査を行うために九州を訪問し，九州大学
坂井　卓　博士の案内で充実した巡検が実施された．８月に大
田を訪問した時に巡検の一行にお会いでき，巡検記録の投稿を
快く引き受けていただいた．今後様々な分野で日韓交流が深ま
ることを期待し，その記録を紹介する．

（高木秀雄：日韓交流小委員会委員長）
――――――――――――――――――――――

Many geologists who are interested in offshore geology
（e.g. sedimentary basins of the East China Sea, Yellow Sea or
Japan Sea）want to first observe geologically equivalent
onshore outcrops, before they go directly into offshore
materials. 
We are now working on Paleogene and Neogene sediments
recovered from two oil exploration wells drilled in the East-
China-Sea Shelf Basin for stratigraphic and tectonic problems
of this area. Like other geologists we first want to see
onshore materials that are comparative to those of the study
area. However, our attempt was partially possible in Korea,
since no Paleogene deposits developed in Korea. After
considering oversea field trip, we finally decided to visit
Kyushu area that is geologically related to our study area,
and ask help Japanese colleagues for guide of Kyushu field
work. 
We received prompt reply from Dr. Takagi in Waseda

University that Dr. Sakai in Kyushu University is kindly
ready to guide us through the Paleogene basins in N and NW
Kyushu with current research results on these areas.
The weather became clear and wind was fresh after long
rainy period, when we arrived in Fukuoka on 15. July. We
could start the field work under the best circumstances.
On16th July, first field trip day our intention was

examination of Late Oligocene marine back-arc basin
（Ashiya Group）in North Kyushu. In Iwato headland,
Kitakyushu we observed ss-dominant shallow-water facies,
fauna and trace fossils. After lunch in a beautiful restaurant
we had very nice outcrops showing 29Ma sequence boundary
recorded in rift basin during global sea-level fall event. 
Along the Waita coast we carried out observation of

parasequence-sets and occurrence of molluscan fossil-bearing
ravinement sediment. We also collected trial samples for age
and paleoenvironmental information by dinoflagellate fossils. 
On 17th we have focused on examination of Early

Oligocene non-marine rift basin（Tsuyazaki Formation）
in Fukutsu, North Kyushu. We observed non-conformity
and depositional facies of the non-marine Tsuyazaki in Watari
Peninsula near Fukutsu（Tsuyazaki）City. Impressive was
nice continuous exposures along the coast. We also enjoyed
hot weather, coastal cliff scenery and subtropical flora on
sand dunes that is unfamiliar to us. 
At Koinoura coast we could observe various kinds of

geological events or objects such as depositional facies of the

Tsuyazaki Fm. with silicified wood., pyroclastic flow deposits,
first marine invasion into the rift basin（proto-Japan Sea）,
and large-scale debris-flow deposits related to collapse of
volcano and related sediments. 
On 19th we changed our interest to shelf sequences in

West Kyushu and moved to Nishisonogi Peninsula, Nagasaki
Prefecture, West Kyushu. In Matsushima Island we had
opportunity to examine margin debris-flow deposits（Upper
Eocene Ichigo-jima Formation） and high-frequency
parasequence-sets in the Upper Eocene Matsuhima Group
（Sakito Formation）. Thereby, sequence boundary between
the Matsushima and Nishisonogi Groups is clearly exposed to
be easily recognized. Noteworthy is also modified type
boundary in the Matsushima Group.
On 20th main target of our survey was mainly

sedimentation of Oligocene fore-arc shelf basin.
In Nanatsu-gama we examined Early Oligocene algal-ball

limestone and shelf sedimentation. 
Non-marine Terashima Group（Middle Eocene） in

Terashima-Island showed us nice channel-fills and overfines
of  meandering-river deposits.
In the afternoon, our excursion is nearly running out

having only two points to go; Type 1 sequence boundary in
the  western part of Ohshima and observation of sequence
boundary between marine and non-marine sequence sets as
well as 29 Ma sequence boundary of the forearc shelf basin in
Ohshima. At outcrop we discussed global event of eustatic
fall and sequence boundary at 29Ma, and related
sedimentation（hyperpycnal flow deposits and diapir）. In this
excursion sea level change in Kyushu area varies with
geological period and locality. Some of them coincide with
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29Ma sequence boundary area in Oshima Island, NW Kyushu.

写真左から，Proximate type dinocyst from Norimatsu Fm.

Chorate type dinocyst from Norimatsu Fm.



global change of sea level, but some does not. In this case it is
interpreted that local tectonic movement governed sea level
change rather than eustatic change. 

Conclusively, the Paleogene deposits gave us important
clues on basin-developmental history including relationship of
Kyushu Paleogene to that of the Fukue basin, and finally East
China Sea. The Kyushu sedimentary sequences seem to be
developed on the basin margin bordering Kyushu continental
block reflecting sensitively sea level changes and related
sedimentary facies variations. These are credited to local
tectonic movement or global sea level change. The N and NW
Kyushu area is very rare cases enabling detailed observation
on facies change from non-marine to marine or vice versa.
Not to finally mention worth is condition of outcrops that
are mainly developed continuously along the coast, and
stratigraphically very good traceable being sketched and
measured successively. Our impression is that these outcrops

are good enough for geological outdoor museum or geological
park for professionals and non-professionals together with
good coastal scenery composed by sediment strata, huge
fallen blocks, and cobalt-blue oceans. 
In some samples such as those of Norimatsu Fm.（Ashiya
Grpup）, diverse and abundant dinoflagellate assemblages
occurred. We also expect abundant occurrence of
dinoflagellates in other formations in N and NW Kyushu.
These microfossils will help us in interpretation of basin-
developmental history of the East China Sea as well as in
better understanding of the Paleogene basins, Japan.

All of our field experiences and accomplishment of field
purposes were not possible without generous cooperation of
Japanese colleagues and Kyushu University. Especially, we
thank to Dr. Sakai（Kyushu University）who faithfully
guided this field trip under glaring sun.

27 Aug. 2008

日本地質学会News 11（９）12

国際惑星地球年（IYPE）日韓学生交流プログラム
参加記録

高木秀雄（早稲田大学）

2008年７月31日～８月４日の５日間，韓国IYPE委員会から
日本IYPE委員会を通じて国内の地球科学関連の学生５名が招
待され，私は学生の引率者として招待された．このプログラム
は，前年に日韓越の３国で締結されたIYPE活動に関する覚え
書き（MOT）の一環として行われたものであるが，今回は日
韓の２国間の学生交流となった．
プログラムの内容は，韓国南西部の光州に滞在し，現地で開

催される科学フェスティバルに参加したり，市内見物をしなが
ら，韓国側で選ばれた５名の学生とその引率者である江原大学
のYu, Jae-Young教授とともに，10名の学生が交流を深めると
いうものである．Yu教授は地球化学が専門で，英語が堪能で
あり，また博識であった．
韓国の科学フェスティバルは昨年から始まり，今回は光州に

ある金大中会議場という巨大なホールで開催されたもので，科
学博覧会である．IYPE関連のブースは全体の1/3程度の広さを
占めており，韓国の地質調査所に相当するKIGAMをはじめ，
海洋関係，極地関係，宇宙関係，気象関係の研究機関のかなり
大きなブースが設置されていた．各ブースの内容は充実してお
り，また大変お金をかけていることが印象的であった．その反
面，韓国地質学会の関わりが見受けられなかった．どうやら，
韓国地質学会はこの巨大なIYPEイベントに対しては蚊屋の外
であったようである．
フェスティバルの参加対象は小学生～中学生とその引率者が

主であり，高校生以上の姿はあまりみなかったが，いろいろと
展示に趣向をこらしていたので，子供たちの科学への関心を深
めるよい機会を与えていた．ただ，そのこともあり，プレゼン
はすべてハングルでなされていたので，書かれてあることは
まったくわからなかった．KIGAMのイベントとしては，恐竜
を象った石板とそれを掘る道具を無料で配布し，恐竜を掘り出
す模擬掘削を子供たちにやらせていた．参加した学生たちも全
員挑戦，結果がどうあれ，日本の学生は全員参加賞としてかな
り大きな瑪瑙板を土産にいただいた．聞くところでは石板だけ
で40ドルだそうである．また，出版物の展示のなかに，韓国地
質150選という写真集が目に留まった．KIGAMのwebサイトか
ら注文できるそうである．そのほか，日本ではなじめないが，

戦闘機の模型などを子供たちに作らせていた陸軍のブースが目
を引いた．

今回はインチョン空港から高速バスで４時間半かかる光州で
開催されたこともあり，初日と最終日は移動だけで時間を費や
し，実質上は３日間の活動であった．その初日は会場でLee
Sang-Man IYPE韓国組織委員会会長の日本語を交えた挨拶の
後，引率者のYu教授と私のスピーチに引き続き学生の自己紹
介がなされ，IYPE関係の主に３機関のブースの見学を実施し
た．２日目はフェスティバル見学の自由時間に宛てられ，高木
は韓国地質学会長の李　鉉具教授を表敬訪問するため，大田に
向かった．３日目は前半が光州めぐり，夕方から全南大学恐竜
センターでミーティングを行い，あらためて学生の研究テーマ
の紹介やフェスティバルを含むこのプログラムの印象や希望に
ついて語り合った．
韓国の学生は，ソウル大，江原大，全南大（２名）などの国

立大と，高麗大（私立）から合計５人が選ばれて来た．募集の
やり方は，web上で応募を呼びかけたようであるが，日本側は
学生を５名に絞るのに時間が不足していたこともあり，IYPE
国内委員会や地質学会で連絡が取れる大学機関の教授を通して
学生を募った．東大，茨城大，京大，早稲田大（２名）の５名
である．学生どうしは，5日間宿と食事を共にし，時には朝方
まで語り合い，大変交流を深めることができた．最終日のバス
ターミナルでの別れのときは，日本ではあまり見られない光景
だが，学生どうし抱き合って別れを惜しんでいた．
10名全員から今回のプログラムの感想を寄せてもらったが，

紙面の都合上４名の学生の感想を紹介する．

韓国地質資源研

究院（KIGAM）

のブース



――――――――――――――――――――――
Kim, Yu-Mi（Chonnam University）

I applied for the program to meet Japanese students who
are studying Earth science in university because it was a
good chance for me to discuss and share the knowledge
related to our study area. We could also know a trend what is
studying now in Korea and Japan. Nowadays, our study area
is getting more important all over the world because of
serious problems with our planet such as environmental
pollutions and lack of natural resources. Those are why we
need to study more deeply. 
From the 2nd to 3rd day, we attended the 2008 Korea

Science Festival together. There were many parts of science
exhibitions in the convention hall. Especially, we looked
around and listened to explanation in the related Earth
science booths. We could understand how and what research
is going on in Korea. Although we could not get deeply
informative things related to our study, we just enjoyed the
many kinds of science parts shown in the convention hall. In
the last day, we visited some famous places in Gwangju and
then had some time for final discussion about this program.
Everyone who attended this program said it was very
informative and satisfactory time. For 5 days, we made a lot
of good memories together. Although it was very short time,
we had a great time to exchange many opinions and ideas
about our major and culture of Korea-Japan each other. I am
pleased that I could join this program. I shall never forget
this good experience! 
To live on the earth together in the future, cooperation of
Korea and Japan for study is thought very important. This
program was just a small step to coexist Korea and Japan in
the future. I sincerely hope that our association will be
continued constantly. 

――――――――――――――――――――――
Hosoi, Jun（Ibaraki University）

It was the first time to visit Korea for me and I had a little
knowledge about Korea. Firstly I worried about the mutual
understanding among Korean students and me because I was
not a good English speaker. However we promoted scientific
and cultural exchanges between Korean and Japanese
students and finally I became more familiar with Korea. We
talked with Korean students in English and occasionally in
Korean language every day and became the best friends.
Korean Science Festival is as same as the events, in which
I participated, held at Makuhari-messe or Tokyo-bigsight in
Japan.  The hall was magnificent and the atmosphere was
energetic and there were many people including children.
The matters dealt with in this festival were in the forefront
of science and technology, but the explanations for them
were plain, entertaining and interesting. Many booths, where
children could learn science by the play sense, were found
and also there were good places for high school students to
know what universities were doing and to take advice for
learning science from the university students and teachers. I
was very surprised to see that Earth Sciences’area
accounted for over 25 percents of this hall. In Korea, Earth
sciences are treated as important disciplines in all natural
sciences and technologies. It is recently pointed out that
many Japanese children are losing interest in science,

especially in Earth sciences. I think that the science event
like Korean Science Festival is effective for calling children’s
interest in sciences. 
Korean students and teachers took good care of us for five
days. We enjoyed Korean good dishes, good lodging, fantastic
city tour in addition to science festival. Next time, we want to
see in Japan with the same member and to do scientific and
cultural interchange. I wish, finally, to thank all of IYPE
Korea and IYPE Japan people for giving us such a chance.

――――――――――――――――――――――
Cha, Seung Hoi（Kangwon University）

These days, many people are interested in the nature,
environment, resources and pollution because these things
are very close to our lives. We need to concern about them
more than past years to continue developing our society.
Therefore, our meeting, which the people studying the Earth
science met, meant a lot. I would like to say our friendship
between Korean and Japanese students rather than the
conference and sightseeing because a purpose of this
program is to develop correlation between them. Of course,
the conference was great and amazing. We could see and
experience current trends of various fields. Indeed, city tour
and meals were also good.
We, two different country students, obviously had a great
time although the time was very short. We talked about each
other, major, and the future. Surprisingly, our interests and
worries are almost same. In spite of the importance of the
Earth science, our social awareness is too short so that we
don’t have many opportunities to get a job. By the way, an
interest thing is that such a situation happens not only in
Korea but in Japan. Actually, I thought that geology or the
Earth science is very popular in Japan because Japan is a
developed country and earthquake and tsunami occur pretty
frequently, but Japanese students said“that’s not true and
geology is not so popular.”That’s a new fact. Nevertheless,
we weren’t disappointed but encouraged each other and felt
sympathy together. I found that our thinking about our field
was pure and not shaken by trends. We all must be people
who love geology and the Earth science.
Finally, I thank all of the people who attended this
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光州市，全南大学恐竜センターにて



program, especially, my teacher, Prof. Yu. If he didn’t
recommend to me participating in this program, I might lose
the opportunity to meet such nice guys and to talk about
developed discussion. Above all, I am so glad to find the fact
from this program and the conference that I study a
wonderful major now. I believe that this conference and
program are successful, and I hope we keep going such an
effort for our society and future.

――――――――――――――――――――――
Yamada, Tetsushi（Waseda University）

“I want to work at international oil company and make a
contribution to oil sand development in Canada.”“I want to
study in Japan or US, which has a priority in my study field
to get Ph.D.”Each of the Korean students has more concrete
future plan than Japanese, and in addition the direction of
their eyes are at abroad. The reason may be from their age

due to two-years military service（for men）and their
experience of studying abroad. They said that good portion of
Korean university students goes abroad to study English for
about one year to prepare for job hunting. One of Korean
students said that it’s so stressful to study English even after
entering the university. It is true that they have
disadvantage in polishing their specialty for this, but it is also
true that I felt inferiority toward their sense of purpose and
English, and that impression became my energy for study
and future planning. On the other hand, Japan and Korea
share the same problems in geological field, such as
unpopularity of field geology among students and the
difficulty of being employed after Ph.D. I hope we could
activate geology by motivating students through grass-roots
activity like this program.
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2008年構造地質部会『夏の学校』
“反射法地震探査：基礎・演習・実習”参加報告

名古屋大学環境学研究科　渡辺志穂

2008年８月21日～８月23日にかけて，千葉大学で2008年構造
地質部会夏の学校が，千葉大学理学研究科地殻構造学研究室と
の共催で行われた．講師に，石油資源開発株式会社の西木　司
さん，中神康一さん，菊池伸輔さん，地球科学総合研究所の須
田茂幸さんをお招きし，反射法地震探査のための講義と実習を
行った．反射法地震探査は，石油探鉱の方法として知られてい
るが，いまや広く資源探査，地質・地殻構造解明など，構造地
質学の基本的ツールとなっている．参加者は，全国各地から集
まり，学生参加者も半数を占めた．反射法地震探査と銘打って
いるが，参加者はその分野の人達ばかりというわけではない．
私もその一人である．私はリモートセンシングの研究室に所属
しており，月周回衛星｢かぐや｣の研究に携わっている．｢かぐ
や｣のレーダサウンダのデータ解析のために反射法地震探査の
一部の処理手法を使っているが，実際どのようなものかという
ことは分かっていないため，良い機会だと思い参加させていた
だいた．
１日目は，反射法地震探査の基礎を講義形式で学んだ．反射

法物理探査とは？というところから，データの取得，解析，解
釈の方法まで初心者の私にも分かるレベルで丁寧に教えていた
だいた．さらに，講義から学んだことを基に計算演習なども
行った．
２日目は，反射断面の解釈実習を行った．全員が同じ断面図

から，解釈をマップに落とし，そのマップ上にコンターを書く

という作業をした．その後，結果の比較のために全員のマップ
が並べられた．その結果は驚くべきものであった．全く同じ断
面図からスタートしたにもかかわらず，人によって断層の伸び
る方向も，コンターの引き方も異なっていた．コンターの様子
から，石油の埋まっていると思われる所を推定するはずだった
が，私の作成した図では分からなかった．学生の中には，自分
の作成した図から，石油の埋まっていそうな構造を探し出し，
講師の方に，｢ここはどうだろうか？｣と熱心に意見を求める姿
も見られた．
３日目は，野外での実習とデータ解析を行った．午前中は，

千葉大学構内で油圧インパクターなどを用いてデータ取得作業
を行った．データ取得するところを見ることによって，ノイズ
の出方など，結果のデータには観測時の状況がかなり反映され
るということを実感することができた．この経験は，観測結果
しか見ることのできない｢かぐや｣のデータの見方にも参考に
なったと思う．午後は，PC上でのデータ処理を学んだ．速度
解析が上手くできたかどうかによって，地下反射面が明瞭に表
示できるか否かが決まるということを実感した．
この３日間，多くの人と反射法地震探査について意見を交わ

すことができた．そのことが，自分の研究に対する姿勢を見直
すきっかけともなった．これまでは疑問をそのままにし，でき
るだけ研究しない方向へ逃げていた．しかし，この３日間は誰
に聞いてもすぐに答えを返してくれるため，今まで溜めに溜め
てきた疑問を一気に解決することができ，分かるという喜び，
研究の楽しさを改めて実感することができた．懇切丁寧に指導
してくださった講師の先生方には，とても感謝しています．
最後に，今回の夏の学校の開催に尽力された松田達生博士，

山田泰広准教授，竹下　徹教授，伊藤谷生教授，高木秀雄教授，
そして，運営をサポートしていただいた駒田希充さんをはじめ
とする千葉大学の学生の方々に，心からお礼申し上げます．

専 門 部 会 だ よ り
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平素は学会ホームページにご活用ありがとうございます．昨年９月に新装開店し，
やや作業が遅れていました会員情報のオンライン編集機能が使用可能となりました．
ホームページ（http://www.geosociety.jp）からアクセスして頂き，会員ページにロ
グインしますと住所，メールアドレス，専門部会などなど皆様ご自身の登録情報の確
認と更新ができます．大変便利です．なお従来の郵送やメールでの変更サービスも継
続しております．どうぞご利用下さい．なおセキュリティのためにもログインパス
ワードの管理（定期変更
など）をどうぞよろしく
お願いいたします．
今後ますます使いやす

い環境にしていく予定で
すが，会員皆様のご意見，
ご要望をお待ちしており
ます．

2008年８月
日本地質学会広報委員会

会
員
情
報
の
変
更
がネ

ッ
ト
で
Ｏ
Ｋ
！

ここから変更できます！

専門部会への登録のお願い

現在，地質学会には下記の13の専門部会があります．その活動は

部会によって様々ですが，年会の折にランチョンを開催したり，行

事委員会に部会代表委員を出して年会プログラムの編成，部会とし

て各賞の推薦なども行っています．また，各部会のメーリングリス

トでは，より専門性の高い議論や，シンポジウム・巡検案内などの

様々な情報がタイムリーに交換されています．今後は，専門的な学

術活動を担う組織としてさらなる充実が期待されています．

今までも会員の皆様へ部会登録をよびかけてきましたが，名簿や

メーリングリストが整備されていないなどの状況があり，取り組み

が遅れ気味になっておりました．このたび，News８月号やgeo-

Flashでお知らせしたように，会員情報の変更がネットで可能にな

り，専門部会への登録情報の確認や更新もできるようになりました．

そこで，すでに部会の活動に参加されている方も含めて，改めて

全ての会員の皆様が，専門部会の登録をホームページ上から行って

いただくようお願いいたします．専門部会に所属するための条件は，

特にありません．会員であれば専門によって希望する部会に，自由

な意思で参加することができます．複数の部会（とりあえずは３つ

まで）に参加することも可能です．このシステムを利用することで，

名簿などが整備され，メーリングリストの構築なども容易になりま

す．

これを機会に会員の皆様が専門部会の活動に関心を持ち，積極的

に参加されるようお願いいたします．

■　現在活動中の専門部会は以下の13です．

岩石部会/層序部会/第四紀地質部会/海洋地質部会/情報地質部会/

構造地質部会/古生物部会/環境地質部会/堆積地質部会/現行地質過

程部会/応用地質部会/火山部会/地域地質部会

登録は，学会HP＜http:www.geosociety.jp＞の会員ページから

行っていただけます．

なお，会員ページへのログインには，会員番号からなるIDとパ

スワードが必要です・ログイン情報が不明の方は，学会事務局まで

お問い合わせ下さい．

（日本地質学会理事会　担当理事　藤本光一郎）



最近，京都大学地質学鉱物学教室所蔵の貴重書（現理学部所蔵）

で，今まで詳しく調査されていなかった中に，多くの稀こう書が含

まれていることが明らかになった．国内では唯一，世界的にも数冊

しか存在しないと思われるものが多くあり，その調査・発見の意義

は大きい．その概要を紹介する．

京都帝国大学理学部地質学鉱物学教室は1921年（大正10年）に日

本で３番目の地質学関連の教室として，物理地質学・応用地質学

（後に岩石学）・地史学・鉱物学の４講座制で開設された．教室創設

に伴い開室された図書室では当初より地質学教室に必要な資料・文

献は最大限収集するという方針のもと，精力的な収集活動がなされ

た．当時，初代の教授の中心であった小川琢治氏（応用地質学担当）

は，ドイツ留学中の中村新太郎教授（地史学担当）に宛て，必要な

文献を出来る限り購入するよう，書簡にて指示を出している．折り

しも第１次世界大戦（1914～1918）の後で，ドイツは激しいインフ

レーションのさなかにあり，日本円による書籍購入には有利であっ

たと伝えられている．これが京大地質学鉱物学教室に現在ある，６

万冊の蔵書，1500タイトルの雑誌類の基礎をなすものである．

ドイツで買い集められ日本へ送られた本は創立準備のため雇用さ

れていた黒田徳米氏（1886～1987）によって整理された．黒田氏は

その当時日本における先進的自然史系博物館として開館し，残念な

がら短日時のうちに閉館となった平瀬介館から移籍して，創立準備

にかかわっていたのである．送られて来た本の中には多くの貝類学

についての本があり，独学で貝類学を学び，その後，日本でのこの

分野の研究の中心となった黒田氏によって整理された．それらは貝

類分類学のための基本的な蔵書となり，この教室が貝類学研究の

メッカとなることにつながってゆく．1928年の京都における日本貝

類学会創立（初代会長槇山次郎教授），1933年の雑誌ヴィナス（現

Venus）発行がそれを物語っている．

また，新発見の書物中には，槇山次郎教授寄贈と明記されたもの

が多く含まれている．槇山先生は筆者の恩師であるが，1920年東大

理学部地質学科を卒業し，大学院に入学，その後，新設の京大へ移

られた．新生界の層序・貝類化石の研究をし，掛川層群の研究でよ

く知られているが，命ぜられてイギリスケンブリッジ大学と大英自

然史博物館へ留学された（1927～1929）．その間，新生代の貝類

（軟体動物）化石の研究には，現生の貝類の研究が欠かせないこと

を意識され，関連する書物を購入され，持ち帰られた．その後，研

究の中心を構造地質学に移された先生は貝類学関連の書物を教室の

図書室へ寄贈されたと思われ，それが今回発見の書物のある部分を

占めていることになる．

本の解説に入る前に，これらの本において重要な意味をもつ，図

版の技法に触れておこう．本の挿絵に使うためには複数を作ること

が求められ，そのためには版，ひいては印刷の技術が求められる．

版形式は凸版（木版），凹版（銅版），平版（石版-リトグラフ），孔

版（謄写版－シルクスクリーン）などに区分される．それぞれには

歴史があって，木版が最も古く東洋で生まれた．図として知られて

いる最古のものは868年の唐代の，「金剛般若波羅蜜多経」の扉絵で

ある．今回の本はヨーロパで作られたものであるから，当然ヨー

ロッパでの版－印刷の技術がかかわってくる．もちろん，紙という

素材が必要で，製紙術は2世紀の初め中国で生まれ，13～14世紀に

ヨーロッパへ渡った．それぞれの版の，ヨーロッパにおける歴史を

見てみると，木版-15世紀前半，銅版-15世紀，石版-18世紀末にそれ

ぞれ始まった．木版では木口木版（普通，木版は板目を使うが，こ

の技法では木口を使う）が18世紀末にイギリスで生まれた．孔版は

20世紀初めの出現であるから，ここで

は対象とならない．

現在までに整理された分についてみ

ると，出版年は最古が1556年（最初の

出版年を示す）で，以後17世紀から19

世紀に及び，19世紀後半のものが一番

多い．図版の版種はさまざまであるが，

銅版によるものが多く，石版がそれに

次ぐ．多くは手彩色されている．現在

と違って大きい版のもが多く，目を楽しませる美本が多く含まれて

いる．使用されている版種の数は版形式の発達の歴史と対応させて

みると理解できる．

主要な書物のいくつかを解説する．

Historiae sive synopsis methodicae Conchyliorum quorum
omunium picturae ad vivum delinestae, exhibetur liber
primus. Qui est de Conchleis Terrestribus. Martin, L（1685）,
London.「貝類学研究」
M. Lister（1638-1712）はイギリスの博物学者・物理学者で，世

界最古の学術雑誌「Philosophical Transactions」などに多くの論文

を寄稿している．本書はListerの代表的な著作で，貝殻と軟体動物

に関する最初の研究であり，貝類学における科学的な書物の嚆矢と

される．C.Linneによる，生物分類体系Systema naturae ed.10の出

版が1758年であるから，それ以前の生物（この場合は貝類）分類の

考え方を示すものとして，興味深い．

縦47cmに及ぶ大型本で重厚な造りである．Listerの妻Susanna及

び娘のAnnaによる，1000を超える緻密な銅版画が収められている．

図版の多くは貝殻と軟体動物の解剖図である．本書は槇山先生の寄

贈本で、おそらくロンドンの古書店で入手されたものであろう．国

内では他本はなく，世界にも数冊しか存在しないものと思われる，

稀本である．

A Catalogue of the shells, contained in the collection of the
late earl of Tankerville, arranged according to Lamarckian
Conchlogical System. G.B.Sowerby（1825）, London.「ラマル
クの分類体系に準じた貝類の分類目録」
Sowerby一族はJames SowerbyからGeorge B. Sowerby IIIまで

の４代にわたり，鉱物学，植物学，動物学にわたる啓蒙書，図鑑類

を自ら作画を含めて出版し，イギリスにおける自然史研究に大きな

貢献をした．この本の著者，George Brettingham Sowerby は一家

の一人で，Jamesの孫である．９枚の手彩色の美しいリトグラフを

伴う．G.B.Sowerby の著書は他にA conchological manual 1852,

London「貝類学マニュアル」（手彩色の図を含む）がある．

The natural history of British shells:including figures and
descriptions of all the species hitherto discovered in Great
Britain, systematically
arranged in the Linnean
manner, with scientific
and general observations
on each. E. Donovan
（1799-1800）, London.
イギリスを代表する博物学

者Edward Donovan（1768-
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新発見の京都大学理学部所蔵の貝類学貴重書
（元地質学鉱物学教室所蔵）

糸魚川淳二（名古屋大学名誉教授・瑞浪市）

表紙紹介

M. Lister著「貝類学研究」

M. Lister著「貝類学研究」



1837）は鳥類・魚類・昆虫などの，美しい図版をもった多くの博物

書を著している．本書はイギリスの貝類を扱ったもので，多くの図

版を含み，解説されている．国内には他には無い．

Conchology:or the natural history of shells. G. Perry
（1811）, London.
イギリスの博物学者George Perryの著書．大型本で，ゆったり

としたスペースに手彩色の極めて流麗な貝類の図版が収められてい

る．銅版の一種であるアクアチント（蝕刻凹版）でつくられていて，

きわめて珍しい．ここでのPerryの分類はL.A. Reeve, G.B.

Sowerbyら，他の貝類学者から批判を受けており，興味深い．

この他，A. Born（1780）の「ウィーン・マリア・テレージア帝

国博物館所蔵の貝類カタログ」（貝類学におけるもっとも著名な書

籍のひとつ），J. Sowerby and J.D.C. Sowerby（1812-1834）の「イ

ギリスの化石貝類学」など多くの興味ある本を含む．

こうした貴重な文献も，あるものは今ではデジタル化されていて，

簡単に見ることができる時代ではあるが，こうした稀こう書は貝類

学・古生物学などの専門分野だけでなく，科学史・自然史科学（博

物学）・印刷技術・社会史についても意味のある，世界的な文化遺

産といっても過言でない．しかるべき保存と管理がぜひとも必要で

ある．

これら貴重書は石川崇志氏（京大附属図書館）・那須たみ子氏

（元京大理学部地鉱教室図書室司書、現理学部図書掛司書）がその

存在に気づかれ，調査・整理された結果である．専門との関連で筆

者が解説することになったが，お二人の努力なしではこれらは日の

目を見なかったと思われる．深甚の敬意を表し，お礼申し上げる．

本稿を草するに当たり，京都大学理学部地質学鉱物学教室から写

真使用の許可を頂いた．故清水大吉郎博士、冨田克敏博士から貴重

なご教示を頂いた．森　淳夫氏（元地鉱院生）・冨田　智氏（元地

鉱院生）には図版の作成にご協力頂いた．記して感謝いたします．

なお，今回紹介した貴重書を含め，京都大学理学研究科所蔵の地

質学・古生物関連の貴重書は，下記サイトから画像や詳しい解説を

閲覧することができる．

＜http://www.planetology.jp/rarebook/＞
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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

◯平成20年度東京地学協会秋季公開
講演会
10月25日（土）14：00～17：00
場所：東京八重洲ホール
http://wwwsoc.nii.ac.jp/tokyogeo/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
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jseg/

月　November
◯日本活断層学会2008年度秋季学術
大会
11月７日（金）～８日（土）
場所：東京大学　山上会館
設立１周年記念シンポジウム：
「活断層からの地震発生予測の諸問題　～岩
手・宮城内陸地震を例として～」
http://danso.env.nagoya-u.ac.jp/jsafr/

◯平成20年度自然史学会連合講演会
自然史研究最前線－恐竜からDNAまで－
11月15日（土）
会場：千葉県立中央博物館
http://wwwsoc.nii.ac.jp/ujsnh/index.html

◯日本地下水学会2008年秋季講演会
のご案内
11月20（木）～22日（土）
会場　九州大学医学部百年講堂
http://homepage2.nifty.com/jagh_gyouji/

◯日本情報地質学会シンポジウム

11

2008.9～

地球科学分野に関する研究会，学会，国
際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開
催場所をご案内致します．会員の皆様の情
報をお待ちしています．
☆印は，日本地質学会行事．

2008年
月　September

★日本地質学会第115年学術大会
９月20日（土）～22日（月）
場所：秋田大学手形キャンパス
http://www.geosociety.jp

◯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
◯2008年度資源地質学会秋季講習会
10月３日（金）～４日（土）
テーマ：西南北海道の中新世熱水活動と金属
鉱化作用
巡検場所：小樽赤岩熱水系とその周辺地域の
金属鉱化帯
http://www.kt.rim.or.jp/̃srg/page_event.ht
ml

◯日本地理学会2008年秋季学術大会
10月４日（土）～６日（月）
会場：岩手大学（岩手県盛岡市）
http://www.ajg.or.jp/

◯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）

10

9

公開地質地盤情報データベースの活用と将来
展望
11月21日（金）
会場：国学院大学渋谷キャンパス学術メディ
アセンター１階　常磐松ホール
http://www.jsgi.org/

◯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）
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/

◯第18回環境地質学シンポジウム
11月29日（土）-30日（日）
主催：地質汚染－医療地質－社会地質学会
場所：名古屋大学　野依記念学術交流館
http://www.jspmug.org/index_j.html

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

2008年
月　January

◯日本古生物学会第158回例会
2009年1月30日（金）～2月1日（日）
会場：琉球大学・沖縄県立博物館
個人講演申込および講演予稿締切：2008年11
月30日（金）
http://wwwsoc.nii.ac.jp/psj5/meetings.html

1
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地質の日のポスター・ロゴ募集について

地質の日事業推進委員会
委員長　中尾征三

１．地質の日のポスター・ロゴ募集の趣旨
「地質の日」は，明治９年（1876）５月10日に日本で初めて

広域の地質図（北海道）が作成された日にちなみ，2007年３月
13日に地質に関係した学会・機関が発起人となって定められた
記念日です（日本記念日協会登録済み）．地質の日には，人々
の安全・安心で豊かな暮らしのために重要である「地質」への
興味と理解を拡大する事への期待が込められています．
この「地質の日」を盛り上げるため，本年5月10日には，第

１回「地質の日」事業が全国で盛大に行われ，多くの方の参加
を得ることができました．
地質の日事業推進委員会では，2009年５月10日を中心に，第

２回「地質の日」事業として全国で数多くのイベントを行いま
す．このため，第2回「地質の日」事業ないしそれ以降に使用
するポスターとロゴを募集します．条件は以下の通りです．数
多くの応募をお待ちしています．
２．応募要項
１）応募資格：どなたでも応募できます．関係学会・機関構成
員に限りません．

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：ポスターはA２版以上で印刷されることを想定し
てデザインしてください．ただし，審査の際に必ずしも大
きな紙の作品または，大きなサイズのファイルを送ってい
ただく必要はありません．A４サイズを目安にして作成し
ていただいてけっこうです．ロゴについてはバナーとして
も利用されることを想定してください．

４）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．Web等に掲載されることを考えて，
著作権法の規定を著者の責任で守ってください．

５）採用された作品の著作権は著者に帰属するものとします．
ただし，「地質の日」事業の目的に合致している使用法に
ついては，あらゆる二次利用を含めて，著者は著作財産権，
著作人格権を行使しないこととします．

６）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．

７）応募された作品（紙，データ）の返却は行いません．デー

タの場合，応募者の責任で事前にバックアップ等をとるこ
とをお勧めします．

８）また当募集において得た個人情報はこの募集の目的以外に
は使用いたしません．

３．応募方法
手書き，印刷等の紙作品については，下記の宛先にお送りく

ださい．
データの場合，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２MBを超えない範囲を
目安），地質の日事業推進委員会事務局に電子メールで送って
ください．宛先：geologyday-jimu@m.aist.go.jp，subjectは
「ポスター応募」ないし「ロゴ応募」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にて下記の宛先に送付をお願いします．なお，採用され
た場合，作品のオリジナルファイル（tiff，bmp，psd形式等が
好ましい）は別途送っていただきます．
作品の趣旨を簡単に説明する文章を添えていただくと良いと

思います．
宛先：〒305-8567 茨城県つくば市東1-1-1 中央第７
産総研地質調査総合センター内
「地質の日」事業推進委員会事務局　宛
４．締め切り
2008年10月20日（月），17：00必着
５．賞品等
採用作品提供者には，賞状と記念品を進呈します．また「地

質の日」Webサイト，並びに地質の日事業推進委員会加盟学
会・機関の広報誌等に公表し，その栄誉を称えます．
６．審査方法
応募作品の中から「地質の日」事業推進委員会（委員長：中

尾征三）で決定します．なお，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．
審査結果は地質の日事業推進委員会Webサイトで公表し，事

業推進委員会加盟学会・機関を通じても公表いたします．
７．その他
全ての問い合わせは，「地質の日」事業推進委員会事務局

（産総研地質調査総合センター，担当：原，斎藤）にお願いい
たします．
〒305-8567 茨城県つくば市東1-1-1 中央第７
TEL：029-861-9122 FAX：029-861-3672
E-mail：geologyday-jimu@m.aist.go.jp
http://www.gsj.jp/geologyday/

日本地質学会News 11（９）18

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．
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1. Kema terrane: A fragment of a back-arc basin of the early

Cretaceous Moneron-Samarga island-arc system, East

Sikhote-Alin range, Russian Far East

Alexander I. Malinovsky, Vladimir V. Golozoubov, Vladimir P.

Simanenko and Ludmila F. Simanenko

ケマテレーン：東シホテ-アリン地域の前期白亜紀Moneron-

Samarga島弧系の背弧海盆の断片

ケマテレーンはシホテ-アリン地域のバレミアン期（?）-アプチア

ン期からアルビアン期の一連の火山岩-堆積岩類であり，Moneron-

Samarga島弧系の背弧海盆の堆積物と考えられている．多様な堆積

物の組成的特徴は，火山活動の影響下の斜面の堆積環境を示す．ス

ランプ褶曲の方向の解析から，重力滑動による南東から北西への堆

積物の集積が示された．陸源性岩石の組成の特徴は，エンシアリッ

クな火山性島弧が砕屑物の主な給源であったことを示す．玄武岩質

岩の岩石化学的特徴は，これらの地層が島弧の背後寄りに限られて

いたことを示す．

Key words : back-arc basin, basalt, Early Cretaceous, geodynamic

environment, island arc, sandstone, Sikhote-Alin, terrane,

turbidite.

2. Subdivision of the Sanbagawapumpellyite-actinolite facies

region in central Shikoku, southwest Japan

Masumi Sakaguchi and Hideo Ishizuka

四国中央部三波川変成帯におけるパンペリー石－アクチノ閃石相地

域の細区分

坂口真澄，石塚英男

四国中央部三波川変成帯に広く分布する低変成度岩類には,パン

ペリー石－アクチノ閃石相（PA相）を特徴づける鉱物組合せが産

出する．本研究では,既報の地域と新たな８地域を対象として,パン

ペリー石-アクチノ閃石-緑簾石-緑泥石の鉱物組合せを用いた相対地

質温度計の再検証と同温度計を利用したPA相地域の細区分を行っ

た．その結果，上記の鉱物組合せにおける緑簾石のFe3＋/（Fe3＋＋

Al）値は，緑泥石のFe2＋/（Fe2＋＋Mg）値の減少に伴い，わずかに

減少する傾向があるものの，この変化は変成温度と良い相関が認め

られ，地質温度計の有効性が再確認された．そして，同温度計から，

調査したPA相地域を３つの変成温度部に細区分した．出来上がっ

た細区分の検討から，変成温度は，従来の泥質片岩でなされた結果

と同じ傾向で，高変成度域から離れるにつれて低くなり，更に，細

区分境界は別子ユニットと大歩危ユニットの構造境界を横切って連

続していることが明らかになった．このことは，変成温度境界と構

造境界の関係の見直しを迫るものである．

Key words : mineral compositions, pumpellyite-actinolite facies

metabasites, Sanbagawa Belt, thermal structure

3. SHRIMP zircon and EPMA monazite dating of granitic

rocks from the Maizuru terrane, southwest Japan:

Correlation with East Asian Paleozoic terranes and

geological implications

Masahiro Fujii, Yasutaka Hayasaka and Kentaro Terada

舞鶴帯北帯の花崗岩類のSHRIMPジルコンおよびEPMAモナザイト

年代：東アジアの古生代テレーンとの対比およびその地質学的意

義．

藤井正博，早坂康隆，寺田健太郎

西南日本内帯の舞鶴帯北帯は花崗岩類と変成岩類からなり，付加

体中に狭在する大陸地殻の断片であることが知られている．北帯の

起源を明らかにするために，花崗岩類の年代測定を行った．その結

果，北帯の西部岩体と東部岩体から，それぞれ，シルルーデボン紀

（424－405 Ma）とペルムートリアス紀（249－243 Ma）のSHRIMP

ジルコン年代を示す花崗岩類の存在が明らかとなった．花崗岩類の

貫入年代，ロシア沿海州と西南日本の地質学的類似性などから，前

者はロシア沿海州のハンカ地塊に，後者は西南日本内帯の飛騨帯に

対比することができる．また，舞鶴帯北帯の定置プロセスとして，

舞鶴帯-飛騨外縁帯に沿うトリアス紀-ジュラ紀後期の右横ずれ運動

を提案する．

Key words : dextral strike-slip movement, EPMA monazite U-Th-

total Pb dating, Khanka Massif, Maizuru terrane, SHRIMP zircon

U-Pb dating, South Kitakami terrane, southern Primoye,

southwest Japan.

4. Variations in sediment thickness and type along the

northern Philippine Sea plate at the Nankai Trough

Toshihiro Ike, Gregory F. Moore, Shin`ichi Kuramoto, Jin-Oh Park,

Yoshiyuki Kaneda and AsahikoTaira

フィリピン海プレート北縁の南海トラフにおける堆積層の層厚と種

類の変化

池　俊宏，Gregory F. Moore，倉本真一，Jin-Oh Park，金田義行，

平　朝彦

本論は，南海トラフから四国海盆北部にかけて広域的そして局所

的にも変化するベースメントの形状，堆積層の厚さ，堆積層の種類

を示す．反射法地震探査の結果を基に，サイスミック層序を解釈し，

その相違により地域を三つに分けた．ベースメントの起伏は，概ね

四国海盆西方で～400m，中央で1500m以上，東方で～600m．堆積

物の厚さは，概ね西方で600m以上，中央で～2000m，東方で～

1200ｍである．堆積層の下部には，高振幅で連続性の良い反射面

（LSB-T）があり，中新世タービダイトと解釈できる．四国海盆東

方は．タービダイトを含む，厚い半遠洋性堆積物から構成されてお

り，これらの地域差は，伊豆小笠原弧の影響を示唆する．
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Islands Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 17 Issue３が2008年９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）

Vol.17, Issue 3 要旨



Key words : basement topography, Nankai Trough, sequence

stratigraphy

5. Tectonics and sedimentation around Kashinosaki Knoll: A

subducting basement high in the eastern Nankai Trough

Toshihiro Ike, Gregory F. Moore, Shin`ichi Kuramoto, Jin-Oh Park,

Yoshiyuki Kaneda and AsahikoTaira

樫野崎海丘周辺のテクトニクスと堆積作用：南海トラフ東側の沈み

込む地形的高まり

池　俊宏，Gregory F. Moore，倉本真一，Jin-Oh Park，金田義行，

平　朝彦

本論は，南海トラフ地震発生帯（NanTroSEIZE）のリファレン

スサイト，樫野崎海丘の周辺で得られた反射法地震探査の結果を基

に，南海トラフ沿いにある他２点のリファレンスサイトとの相違を

示す．紀伊半島南東沖南海トラフの堆積物は，海洋地殻上面の起伏

により，その厚さと種類が大きく変化する．堆積層の下部には，高

振幅で連続性の良い反射面（LSB-T）があり，中新世タービダイト

と解釈できる．その厚さは，約100-200mと変化し，地形的低まり

に多く分布する．その一方，樫野崎海丘の北西側斜面でも明瞭に確

認され，タービダイト流のbody thicknessが，海丘の高さに匹敵し

ていた可能性を示唆する．

Key words : Nankai Trough, ridge subduction, turbidite

sedimentation

6. Underplating of mélange evidenced by the depositional

ages: U-Pb dating of zircons from the Shimanto accretionary

complex, southwest Japan

Tadahiro Shibata, Yuji Orihashi, Gaku Kimura and Yoshitaka

Hashimoto

堆積年代により証拠づけられたメランジの底付け：四万十付加体の

ジルコンのウラン-鉛年代測定

柴田伊廣，折橋裕二，木村　学，橋本善孝

付加プリズムの成長は，前面での付加作用と付加プリズム基底面

での底付け作用によりなされる．プリズムが厚くなり成長するにつ

れ，底付けされた地層群には海洋側・構造的下方へ若くなる系統的

な年代極性が期待される．この仮説を検証し底付けの過程を解明す

るため，四万十帯の後期白亜紀-前期古第三紀の底付けしたメラン

ジ群に含まれるジルコン粒子のU-Pb年代をLA-ICP-MSレーザー法

で測定した．その結果はひとつの底付けメランジの中に系統的だが

断続的な年代極性があることを明らかにした．このことは，底付け

が数百万年間に間欠的に生じたこと，底付けしている時期の間には

大量の堆積物が，底付けが生じる深さよりずっと深い所まで沈み込

んでいたことを示す．

Key words : accretion, LA-ICP-MS, melange, Shimanto Belt,

subduction.

7. Geochemistry of I-type granitoids in the Karaburun

Peninsula, West Turkey: Evidence for Triassic continental

arc magmatism following closure of the Palaeotethys

Sibel Tatar Erkül, Hasan Sözbilir, Fuat Erkül, Cahit Helvacı,

Yalçın Ersoy and Ökmen Sümer

トルコ西部Karaburun半島に産出するIタイプ花崗岩類の地球化

学：古テチス海閉塞後の三畳紀大陸弧火成作用

アルプス造山運動の影響を被った変成岩地塊には，古～新テチス

海の形成に関連した三畳紀花崗岩類が広域的に産出する．

Karaburun花崗閃緑岩は，トルコ西部にみられる古テチスのメラン

ジに貫入した非変成深成岩体である．これは240-220 Maの年代を示

し，２つの小さなストックに分かれて産出する．この深成岩体の組

成範囲は広く，花崗閃緑岩からトーナル岩，閃緑岩に及ぶ．SiO2含

有量は54-65重量%と幅広く，カルクアルカリ岩に分類される．ま

た，これらは非アルカリ岩であり，モルAl2O3/（Na2O＋K2O）比は

0.74-1.00とメタアルミナスな特徴を示す．多くの岩石でノルムに透

輝石が計算され（0.36-8.64），Na2O＞K2Oである．コンドライトの

化学組成によって規格化されたREEパターンでは，様々な程度で

LREEに富む傾向を示し，LaN＝57.79-99.59，（La/Yb）N＝5.98-7.85で

あり，Euの負の異常（Eu/Eu＊＝0.62-0.86）を示す．これら岩石は，

海嶺花崗岩によって規格化された微量元素パターンではK，Rb，

Ba，Th，Ceに富み，Ta，Nbに枯渇した傾向をもつことから，沈

み込み帯におけるIタイプ花崗岩の特徴をもっている．始源的マン

トルの化学組成によって規格化された多元素パターンでは，花崗閃

緑岩にHFSE（Nb，Ta，Zr），Sr，P，Tiの明らかな枯渇がみられ

る．Karaburun花崗閃緑岩の微量元素によるモデリングにより，こ

の岩石は，沈み込みの影響によって組成が改変されたマントル

ウェッジの部分溶融によって形成されたと考えられる．また，その

後の分別結晶化作用および若干の同化分別結晶化作用における地殻

物質の関与もみられる．Karaburunメランジにおける典型的な大陸

弧型花崗閃緑岩の産出は，沈み込み-付加モデルが妥当であること

を示し，古テチス海閉塞後の三畳紀に活動的大陸縁辺部が存在して

いたことを意味している．

Key words : active continental margin, mantle wedge, Neotethys,

Palaeotethys, Triassic, volcanic arc granitoids
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私は2004年３月に大学院の修士課程を修了し，現在の会社で
技術者として働いています．学生時代は火山地質について研究
を行ってきましたが，現在は火山調査や地質調査などの理学的
な業務だけでなく，斜面防災設計，落石調査設計などの土木工
学的な業務にも取り組んでいます．本稿では，私の携わってい
る仕事を通じ，建設コンサルタント会社の業務についてご紹介
できたらと考えています．

・あなたはどのようにしてこの職につきましたか．
地質学会や火山学会などで当社社員の発表を聴いたことが，

就職のきっかけとなります．学生時代の私の研究と比較的近い
内容もあり，興味深い発表でした．正直あまり深く考えずに，

「おもしろそう！」という理由で就職を応募しました．

・普段どのような仕事をしていますか．
学生時代の岩石地質に関する経験を生かした業務の例とし

て，落石調査設計をご紹介します．
道路や鉄道を安全に利用するためには，落石などから道路や

線路を守る必要があります．落石防護を行う対策工の考え方に
は工学的な知識経験が必須となりますが，落石が発生しやすい
場所や落石の大きさというのは，地質条件により異なります．
例を挙げますと，深成岩や火山岩は比較的大きな落石になるこ
とが多く，亀裂の多い泥岩は落下しても破砕され小さくなる傾
向があります．またオーバーハングした部分などの地層境界は
落石発生源となることが多く，それらの発生源は走向傾斜など
から推定することが可能です．当然のことながら学生時代に
フィールドワークで培った経験は，現地調査の際に生きてきま
す．

落石調査設計の一連の業務の中では現地調査の他にも，落石

発生源を空中から確認するため，ヘリコプターなどに搭乗し自
ら写真撮影を行うこともあります．また，現地調査で確認した
落石発生源からの落石を防護するために，どのくらいの規模の
対策工をどの位置（斜面の中腹か下部か）へ設置するか検討を
行います．そして私たちが調査・検討を行った結果は，建設会
社の手により施工されます．

・学部（修士，博士，PD）から入れますか．
私の会社では学部・修士の卒業見込みであれば，新卒採用と

して入社になります．博士やPDの方ですと，経験者採用とな
ります．実際に博士を取得したあと入社し，活躍している社員
もいます．

・就職してから多様な道がありましたら，ご紹介ください．
多様な“道”ではありませんが，学生時代の経験を生かし，

様々な分野の仕事をすることがあります．私の従事した仕事の
一例ですが，カルデラ噴火における火砕流の到達範囲などに関
するシステム開発に従事したことがあります．システム開発専
門の技術者だけでは，地質に関することは分かりません．その
ためシステム開発技術者とともにシステム設計に従事しまし
た．また当社における地学出身の技術者には，航空写真や衛星
写真などを使用した画像解析や地形解析など，様々な分野で活
躍しております．

本稿でご紹介したのは，地学と関わりのある業務のうちのご
く一例です．皆さんの研究と直結している業務もあるかもしれ
ません．多くの方が“建設コンサルタント”という職種に興味
を持ってもらえることを期待しております．
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現地調査中の一コマ（本文とは対応しておりません）

特集：地質学に基づいて，地質学を活かして
－どんな職業につきたいですか－　Vol.2

日本地質学会では就職支援ワーキンググループを作り，さまざまな就職支援の道を探り，推進していこうと考え，それぞれの分
野で生き生きと活躍していらっしゃる先輩の方々をご紹介しています．（日本地質学会就職支援ワーキンググループ）

★経験を生かして！－建設コンサルタントの業務－
田中倫久（アジア航測（株）防災地質部防災地質課）
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休憩中の一コマ（本文とは対応しておりません）



2008年6/9～6/13日にかけて国立科学博物館本館（上野）お
よび新宿分館（大久保）において，5th Conference on
Secondary Adaptation of Tetrapods to Life in Water（第５回
国際会議「四肢動物の二次的水生適応」）が開催された．この
国際会議は，初日の公開シンポジウムの８つの招待講演の他に，
その後の会期での34の口頭発表，12のポスター発表，丸１日を
充てた鯨類の解剖ワークショップ，加えてプレ巡検と充実した
内容であった．

プレ巡検 （6/7-6/8） の目的は，和歌山県太地町の太地町立
くじらの博物館で飼育中の退化したはずの腹ビレ（後肢）を持
つバンドウイルカ（写真１）の観察と議論であった．引率の山
田格博士（国立科学博物館）の他は，平山廉教授（早稲田大学），
犬塚則久博士（東京大学），J. G. Mead博士（スミソニアン自
然史博物館），J. G. M. Thewissen教授（ノースイースタンオハ
イオ大学）および筆者の計５人が参加した．空港からの移動も
ワゴンタイプの車１台で済み，万事においてフットワークの軽
い旅であった．７日は移動と夕食だけで終了し，巡検は実質的
に８日のみであった．８日は午前９時から目当てである腹ビレ
を持つバンドウイルカの観察のため，くじらの博物館の附属水
族館へと向かった．一行は博物館の学芸員や飼育員の方々の解
説を聞きつつ，附属水族館の中の水中トンネルから，該当個体
の腹側を見上げるかたちで観察した．この個体は，2006年の10
月にイルカ追い込み漁業で捕獲された．巡検参加者のうち，
Thewissen教授は始新世の後肢のある初期の鯨類（古鯨類）だ
けでなく，イルカの発生学についても重要な論文を書いており，
胎児期のイルカのX線写真（発生段階の初期で後肢が存在する）
を見ながらじっくり観察していた．このイルカは，四肢の形成
に関与するShh遺伝子の変異などによって退化したはずの腹ビ
レ（後肢）を持っているのではないかと思われるが，現在のと
ころ研究成果については公表されていない．貴重な個体を観察
できて非常に興味深くはあったが，互いに議論をするには材料
不足でややもどかしくもあり，今後の研究の発展を期待して水
族館を後にした．巡検の残りは．自然科学的にも人文科学的に
も多彩なくじらの博物館の展示を見学し，学芸員の櫻井敬人氏
の案内のもと，太地町内の捕鯨に関する史跡を回り，日本にお
ける捕鯨発祥の地と言われる太地町の捕鯨史を学ぶという，巡

検としては一風ユニークなものだった．

会議初日の公開シンポジウム（6/9）は，午前中に鯨類に関
する３つの講演，午後に海生爬虫類（魚竜・長頚竜類などの鰭
竜類）と海鳥に関する５つの講演が国立科学博物館本館（上野）
で行われた．講演は，事前申し込みした一般の方にも公開され
たことから同時通訳を介して行われ，内容は進化の流れを時系
列に沿って追ったわかりやすい総説的なもので，その後のセッ
ションにも引続き参加する研究者にとっても格好のイントロダ
クションとなった（写真２）．総合討論の後，レセプションが
国立科学博物館・地球館地下２階の「水に戻った四肢動物」
ホールにおいて行われた．水生適応によって表れた中生代と新
生代の四肢動物の収斂進化の様子が一目でわかるよう展示され
たこのホールでのレセプションは，主催者の粋な計らいによる
ものであり，参加者は展示と食事と交流に満足していた．
２日目（6/10）の午前中は鯨類の講演が５つあり，最初の１

つは鯨類に最も近縁な偶蹄類化石と最初の1000万年の鯨類の進
化について，１つは鮮新世の日本産ヒゲクジラ化石とその進化
について，残りの３つはヒゲクジラの採餌機構であるヒゲ板の
段階的な進化や採餌機構そのものに関するもので，近年のこの
分野への注目度の高さを示すようであった．午後は８講演あり，
最初の２つは中生代にヘビやトカゲがどのように四肢を失った
か，そして海生適応を行ったのか？という興味深いものであっ
た．北半球に住む日本人には化石としては馴染みが薄いものの，
ペンギンの形態や初期進化に関する２つの講演も興味深いもの
であった．
２日目午後のポスターセッションは開催国という地の利も

あってか，12の題目のうちの半分は日本人の院生やポスドクと
いった若手研究者のものだった．対象としたタクサは全体とし
ても偏ることなく分散しており，研究内容も化石の記載・三次
元的な復元，ロコモーションの再現，解剖学，組織学，発生学，
分子系統といったように多彩な内容で，参加者は飽きずに次々
とポスターを巡り議論をすることができた．海外の学会のよう
に，会場内にキャッシュバーを設けてアルコールを適度に摂取
することで，舌が饒舌になる参加者も多かったようだ．ちなみ
にビール１缶200円というお手頃な値段も参加者には好評で
あった．
３日目（6/11）はワークショップとして，午前中はJ. G.

Mead博士によるゴンドウクジラとオウギハクジラの胃腸器官
の解剖，午後は山田格博士によるミンククジラの頭部の解剖が
行われた．会期の中日でリフレッシュするため休日をとる参加
者もいる一方で，鯨類の解剖は普段なかなかお目にかかれない
ものである上，第一級の解剖学者である両博士の手による解剖
講座とあってか，外国人と日本人（多くは学生）併せておおよ
そ40人が参加した．メスを握る手元とその周辺を，デジタル・
ハンディカム・カメラで撮影し，カメラと繋げた液晶スクリー
ンに同時に写すことで，解剖状況が直接見えない後方の参加者
も，直に見るような臨場感を味わうことができた．解剖中の部
位の説明についても，言葉だけでなく事前に準備されたパネル
の模式図が，専門外の参加者の理解を助けてくれた．午後の山
田格博士によって解剖されたミンククジラ（写真３）は，何度
となく部分的な解剖を行う度に冷・解凍を繰り返した結果，黄
色く変色してしまっていた筋肉も少なくなかった．しかし，前
述したヒゲ板の進化に関する興味の高さも手伝って，参加者の
熱気は午前以上のものがあった．
４日目（6/12）の午前は鯨類の発表の後に，束柱類（デスモ

スチルスなどの仲間）に関する発表が３つ立て続けに行われた．
北海道・足寄町産の最も原始的な束柱類であるアショロアの水
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写真　腹ビレを持つバンドウイルカ（太地町立クジラの博物館附属

水族館）院生コーナー

早稲田大学大学院創造理工学研究科
村上瑞季

5th Conference on Secondary Adaptation 
of Tetrapods to Life in Water

（第5回国際会議「四肢動物の二次的水生適応」）
参加報告



生適応に関する形態学的な研究の後，若手によるロコモーショ
ンから，またアイソトープ，マイクロウェア，頭部の形態の見
地から復元された束柱類像は従来の復元像に対して一石を投じ
るもので，今後の議論の行方には注目が集まることであろう．
午後の発表は，魚竜，カメ，モササウルス，鯨類とタクサは異
なるものの，総じて発生学的な見地からの研究が多く，普段は
化石標本をベースに置いているものとしては新鮮かつその重要
性を再認識するものであった．この日は18:30から国立科学博
物館の分館近くにあるFraser Place howff Shinjuku-Tokyoにて
カンファレンス・ディナーがあった．高層階から見る新宿の夜
景は素晴らしく，参加者は夜景と料理に堪能しつつ親交を深め，
また議論に花を咲かせていた．
最終日（6/12）は，午前のみで7講演が行われたが，そのう

ち筆者のものを含めて６講演が鯨類のもので，解剖学的な内容
のものが主であった．A. Berta教授（サンディエゴ州立大学）
らの発表は，ヒゲクジラの耳骨の進化という内容以外にも非常
に興味深いものがあった．彼女らは発表の終わりに形態系統解
析においてモルフォ・バンクの積極的な活用を呼びかけた．こ
のモルフォ・バンクは，ジーン・バンクが遺伝資源に関する情
報をデータベース化しオンラインで公開しているのに対して，
系統解析において形態形質を正確に共有できるようにオンライ
ンで写真や図つきで公表しよう（論文公表前は研究チーム内の
みで共有できる）という画期的な試みである．

今回のシンポジウムでは，索餌や行動，四肢の発生といった
現生における四肢動物の２次的水生適応の様式の解析，それら
のフィードバックによる過去の四肢動物における水生適応の理

解，そして時間軸を追っての水生適応様式の変遷－進化－を垣
間見ることができた．近年では日本人研究者の機能形態学的な
研究は勢いを増しており，こうした国際シンポジウムなどでの
外国人研究者との交流は，双方にとっていい影響をもたらし，
この分野にさらなる発展をもたらすと思われる．ただ，この素
晴らしいシンポジウムに，個人的に一つだけ残念だったのは，
太平洋の北西縁に位置し時・空間的に広く分布する海成層を持
つという日本の地の利を活かした，生物多様性とその変遷を理
解するための古生物の分類学・系統学的研究がやや少なかっ
た，ということだろう．院生や若手研究者のこの分野への参
入・活躍にも期待して，３年後の次回シンポジウムを待ちたい．
最後にこの素晴らしいシンポジウムを企画・運営してくださっ
た国立科学博物館の甲能直樹博士・真鍋真博士・山田格博士，
およびそれをサポートしてくださった学生のみなさん，国際会
議中の写真の使用を許可してくださった国際会議委員会の方々
とR. E., Fordyce 博士，プレ巡検でお世話をしてくださった太
地町立くじらの博物館の林克紀館長・白水博次長・片桐哲雄企
画・飼育統括責任・櫻井敬人学芸員・中江　環学芸員，そして
このレポートの場を与えてくださった編集委員の方々に厚くお
礼申し上げます．
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写真　左から　国際会議初日の

R. E., Fordyce博士の講演風景

（国際会議委員会撮影）．ミンクク

ジラの頭部について解説する山田

格博士（R. E., Fordyce博士撮影）

院生コーナー

常時投稿をお待ちしています．院生コーナーの編集は現在以下
の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．
tsuji@sci.ehime-u.ac.jp 辻　智大（愛媛大）
s059702@matsu.shimane-u.ac.jp 河野重範（島根大）
duketogo13@hiroshima-u.ac.jp 東郷徹宏（広島大）
v.fonda@akane.waseda.jp 本田豊也（早稲田大）

訃　報

本会の次の方々が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

名誉会員 八木健三　　７月18日　　　正会員 山闢達雄　　４月18日
都城秋穂　　７月24日　　　　　　　村山正郎　　６月４日
中川久夫　　８月５日　　　　　　　関　全寿　　８月20日
坂野昇平　　８月19日　　　　　　　田中　武　　８月21日



名誉会員　中川久夫先生のご逝去を悼む

中川久夫先生が，2008年８月５日にご家族の見守るなかで静
かに旅立たれた，との悲報を受けたのは，８月７日の夕方でし
た．半ば信じられない思いでお宅にお電話申し上げたところ，
葬儀を済ませてご帰宅されたところでした．皆様にはご迷惑を
おかけするのでお知らせするのを遠慮されたとのことです．ご
病名は肺癌から転移した肝臓癌とのことでした．
中川先生は，国際的見識と骨身惜しまぬご努力によって「地

質体に残されている記録が全球的に対比可能である」という現
在の我々の常識を，詳細な層序調査と地磁気極性層序に基き具
体的に示された日本地質学界の巨星でした．
中川先生は1927年10月22日東京にお生まれになり，第六高等

学校を経て東北大学理学部地質学古生物学教室，同大学院に進
まれ，1959年に教務職そして助手・助教授を経て1986年から
1991年まで教授を務められました．地質学会では，1963年に
「関東ロームに関する総合的研究」により日本地質学会賞を共
同受賞され，1972-1986年に評議員，1979年に国際交流委員，
1987-1990年に編集委員を務められ，1998年には名誉会員にな
られました．国際地質学連合IUGSでは1963年から地磁気極性
年代尺度小委員会委員・新第三紀-第四紀境界ワーキンググル
ープ委員・古第三紀層序小委員会委員・新第三紀-第四紀境界
ワーキンググループ委員，国際第四紀連合INQUAでは，1988
年から年代層序における第四紀に関するワーキンググループ委
員などの国際委員を歴任され，国内では，宮城県や仙台市の各
種委員を歴任されるとともに，1988年から第四紀学会渉外幹事
と日本学術会議第四紀研究連絡委員長を務められました．地質
年代模式地の地磁気極性層序確立については海外学術調査隊を

1973-1983年に組織され，先頭に立って現地調査と試料採取を
指揮されました．
房総半島が地磁気極性層序を日本で確立するための候補に上

がってから，試料採取調査や古地磁気測定機器開発などの相談
に乗っていただく為に，毎日夕方から中川先生の研究室にお邪
魔し，大学・学問・地質学について話し合うことが日課となっ
ておりました．
東北大学では1960年代に仙台市の中心部から青葉山への移転

計画が進められ，中川先生は愛用の製図台で教室の図面を引き，
本部との交渉を一手に引き受けておられました．総面積は変わ
らぬものの多くの実験室が加えられ地質学の新たな発展に備え
られました．理学部の先陣を切った1969年春の地学・生物移転
直後に大学紛争によって多くの建物が学生によって封鎖されま
したが，その間，中川先生はドイツのヴュルツブルグ大学に長
期在外研究員として滞在されていました．模式地の調査によっ
て第四紀の４回の氷期には層序学的に問題があることを明らか
にされ，イタリアの第四紀層序模式地から地磁気極性層序のた
めの試料を東北大学に送付下さいました．大学紛争の中，試料
が届かず心配しましたが，文学部の考古学教室に送られていた
ことが判明し，早速，古地磁気の測定結果とともに浮遊性微化
石層序の検討結果を送り返しました．日本列島の房総半島とイ
タリアの第四紀層序模式地が地磁気極性層序と浮遊性微化石層
序によって直接対比可能であるというこの結果はヨーロッパで
開催された国際学会で注目されました．日本への帰途立ち寄ら
れた米国でも多くの専門家と討論され，その後の国際舞台での
ご活躍の土台となりました．
中川先生は調査で訪れた土地の言葉の習得に長じ，イタリア

でもイタリア語で種々の交渉をこなされ，レストランで一緒に
なった人々に地球磁場の逆転を説明して親しくなり，お宅に招
かれたこともありました．御自身で料理にも腕をふるわれ，お
宅でスパゲッティ「カルボナーラ」を賞味させていただいたこ
ともあります．
論文の作成に関しては，「論文は他人に読んでもらうものだ

から，できるだけ理解して貰えるように書け」と，何時も丁寧
に添削して下さいました．
先生は最後まで地質学のことを考えておられたそうです．最

期まで過ごされたご自宅での療養中に酸素マスクを嫌がり，外
そうとされたそうですが，ご家族が「今年の学会はどこである
の？」「学会に行けなくなるよ」と言うと従われたそうです．
お棺の釘は地質調査用のハンマーで打たれたとのこと，最後の
最後まで地質屋として80年の一生を全うされたそうです．筆者
は本年７月に仙台に転居し，中川先生とお話することを楽しみ
にいたしていた矢先のご逝去でした．誠に慙愧に堪えませんが，
中川先生の築かれた地質学の最先端を推し進めることを心に誓
い追悼の言葉とします．

ご遺族奥様の中川生子様のご住所は
〒982-0802 仙台市太白区八木山東2-3-6 です．

（新妻信明）
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て議論が始まるかもしれない

・地理学会より国際地理オリンピックへの

支援依頼（寄付金募集）→回覧

会員関係（担当理事-向山）

１）入会者　20件（賛助１，正17〔うち院

10〕，準２）

（賛助１）興亜開発㈱

（正７）Humblet Marc Andre 鈴木和博

田中正利　橋目敏行　小野寺秀和　品川道

夫　林　為人

（院10）濱田洋平　和気夏彦　伊藤　剛

松澤　希　石橋正祐紀　井元　恒　菅原久

誠　安田知佳　山口真理子　薬師寺亜衣

（準２）宮坂　綾　滝本春南

２）退会者（正４名）

松本啓作　山本俊雄　須甲武志　鳥口能誠

３）逝去者（正１名）

村山正郎（2008/6/4逝去）

４）５月末日会員数

賛助32，名誉80，正4,239（うち院168），

準21，合計4,372（前年同期比-93）

５）会員からのアクセスによる個人情報の

登録，修正ができる準備が概ね整い，試

験運用の後，会員公開としたい，準備中．

ウェブ上の変更は定期的に事務局が基本

のDBを更新する．

広報委員会（担当理事-倉本＝情報特任・

坂口）

・インターネット運営小委員会

会員からのアクセスによる個人情報の登

録，修正ができる準備が概ね整い，試験

運用の後会員公開としたい，準備中．

ウェブ上の変更は定期的に事務局が基本

のDBを更新する．メルマガ等は順調に

進行．地質の日のイベントの報告を地質

ニュースと連携をとりつつ行う．公益法

人化との関連で，ニュース誌の公開など

を検討したらどうか

２．学術研究部会（部会長-石渡）

行事委員会（担当理事・委員長-斎藤）

・秋田大会について

秋田県教育委員会および秋田市教育委員

会に対し秋田大会の後援を依頼した．県

および市からは承諾の返答あり．

見学旅行案内書の印刷について，担当の

大友会員より見積り額は昨年の札幌大会

並みに押さえるよう交渉の結果，山形の

印刷所に発注．

・７月12日（土），プログラム編成のため

の行事委員会を開催予定．

・予定されている日韓のシンポと韓国地質

学会会長の招待日程を調整

・秋田大会において，鉱物科学会との共同

で科研費申請者に対する技術的説明会を

2008年度　第１回理事会

議事録

2008年６月20日

日本地質学会

会長　宮下純夫

期　日：2008年６月14日（土）

13：00～16：00

場　所：地質学会事務局

出席者：宮下会長，佃副会長，高木副会長，

渡部常務理事・藤本副常務理事・井龍・岩

森．上砂・倉本・斎藤・坂口・久田・向

山・藤林（各理事），橋辺（事務局）

欠席者：小嶋・矢島・石渡

＊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．

報　告

１．運営財政部会（部会長-上砂，向山，倉

本，坂口）

総務委員会（委員長-上砂）

・尾瀬保護財団より第12回尾瀬賞の公募あ

り（応募期間4/1-10/31）：news誌，HP

に掲載

・21世紀の地学教育を考える大阪フォーラ

ム実行委員会より「第９回子供のための

ジオカーニバル」の後援依頼があり例年

通り承諾した．

・地盤工学会会長交代挨拶：新会長　浅岡

顕

・土木学会会長交代挨拶：新会長　栢原英

郎

・韓国のIYPE委員会よりIYPE日本委員会

にたいし，韓国の科学フェスティバル

（７月31日～８月４日）に日本の学生の

招待があった．地質学会からも推薦する

よう要請があり，代議員等のメールを通

じて全国的に推薦を呼びかけた．その結

果，高木副会長（引率者としても要請あ

り）からの推薦をはじめ，国内から地球

科学関連の学生が合計５名推薦された．

高木副会長の引率はIYPE日本委員会か

らの要請である事を確認した．

・学術会議に対し，文部科学省（高等教育

局）から「大学教育の分野別質保障のあ

り方に関する審議について（依頼）」の

文書が送付された．中教審は学士課程教

育に関する審議の取りまとめにおいて，

将来の分野別評価の実施を視野に入れ，

各分野の到達目標の設定，コア・カリ

キュラムやモデル教材の開発促進等につ

いて提言を行っている．学協会において

も主体的な取り組みの促進が求められて

いる．普及教育部会で検討．連合を通じ

行う．

専門部会連絡委員会（担当理事-藤本）

今後会員情報の登録修正同様，ウェブ上

での部会登録が可能になるので会員にはこ

のことを周知し，登録の結果は各部会に通

知する．

国際交流委員会（担当理事-石渡＝国際特

任理事）

・日韓交流小委員会（高木委員長）：韓国

地質学会会長を秋田大会に招待する件に

ついて

２泊３日の日程，交通費・宿泊費の費用

的負担は，地質学会が負う．

予算：10万円程度　秋田往復（直行便あ

り）航空運賃＋２泊宿泊費

・日タイ交流委員会（上野委員長）：発足

の報告，今後予想される活動については

国際会議，シンポジウム等の情報宣伝，

日タイの共同研究に関する情報収集と発

信，年会等でのタイおよび周辺地域に関

するセッションの主催などがあげられ

る．

・地球惑星連合国際委員会報告

AOGS2010が日本で開催されるかどうか

は６月18日に決定

３．編集出版部会（部会長-久田，小嶋，岩

森，井龍）

地質学雑誌編集委員会（委員長-久田　副

委員長-小嶋，岩森＝企画担当）

今月の編集状況（６月12日現在）．

114-6月号：論説３　短報１（51頁予定．

校正中）

114-7月号：論説３　ノート１　討論２

口絵１（入稿準備中）

2008年度度投稿論文総数60編［論説41

（和文39 欧文２），総説10（和文10）短

報３，討論２　報告３　ノート１］口絵

１

投稿数昨年比　＋24 査読中63編　受理

済み５編（うち　論説５

・特集号の状況

下記５件の特集号が査読・投稿中

「最終間氷期の環境変動－日本列島陸域

と周辺海域の統合を目指して－」（世話

人　公文富士夫ほか）

「プレート沈み込み帯と地震」（世話人

廣野哲朗ほか）

「日本海沿岸褶曲・断層帯の形成・成長

と地震活動」（世話人　高木秀雄ほか）

「陥没カルデラ（I）：構造とマグマ」

（世話人　三浦大助）

「モデル実験で探る地形・地層形成過程

のダイナミクス」（世話人横川美和ほか）

投稿中

・オーバーページが予想されるので，
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会を目指して出版される見込み，「近畿

地方」は年末を目指している．秋田で出

版推進のための委員会を開催予定．

・リーフレットたんけんシリーズ「屋久島」

（安間，矢島，藤本ほか）は現在原稿作

成中，秋田大会前の完成を目指して努力．

４．普及教育事業部会（部会長-矢島，藤林）

国際地学オリンピック日本委員会（久田）

・５月31日の第二次選抜試験を経て，最優

秀賞４名（フィリッピンへの派遣代表），

優秀賞２名（同　補欠）を選出．（資料

参照p.6）・地質学会推薦の小泉邦彦会員

（柏高校）が運営委員に就任

・今後，地学オリンピックに関しては，地

質学会のHP，ニュース誌でも取り上げ，

紹介してゆきたい

５．その他

支部長連絡会議（担当理事-高木）

支部長連絡会議を招集予定（法人化の具

体的説明と協力要請）

地質災害委員会（担当理事-藤本）

ミャンマーと中国四川の自然災害への対

応についてメールにて検討．

JABEE委員会（委員長-天野）

今年度の審査作業が開始された．

技術者継続教育委員会（PDE）（委員長-公

文）

ジオパーク支援委員会（担当理事-佃，天

野委員長）

委員より意見を聴取中．近々それらをま

とめた上で委員会開催予定．

・日本ジオパーク委員会（高木委員）

世界ジオパークネットワーク申請候補

（７月１日締切）および日本ジオパーク

（８月29日締切）の募集を６月12日づけ

で開始．くわしくは日本ジオパーク委員

会HP http://www.gsj.jp/jgc/indexJ.

htmlを参照されたい．

日本ジオパークは立候補した地域は基本

的に認められる方向で検討．

世界ジオパークは日本から3-4件程度を

推薦予定

就職支援ワーキンググループ（伊藤委員長）

・ニュース誌に関連職業の先輩による紹介

記事掲載の準備中．

・秋田での就職支援プログラムの準備

法人化作業委員会（担当理事・委員長　渡

部）

・斎藤法人化実行委員長の了承を得て，正

式に作業委員会を発足し，第１回委員会

を6/14に開催．

以下の二つの作業を並行して行う

９月の評議員会に定款案と事業計画案な

どを提示し，了解を得ることを目標

12月１日に届け出を行う予定．（内閣府

に登録），

11月29日臨時総会にて承認の上で解散，

オープンファイルなどの利用も検討

・編集委員強化（新生代火山活動の専門）

→編集委員会で決定後報告

企画部会報告（岩森）

地質学雑誌のISIデータベースへの登録

申請について

・引用文献リストの英文化が望ましいとさ

れている．申請して必要ならば変更申請

の原案を編集委員会で作成

・英文要旨のネイティブチェック義務化は

編集委員会で検討するべき

・地質学雑誌での，「調査報告」のカテゴ

リー化について

検討事項としては，既存の「報告」との

切り分け，「調査報告」の主用途，

ニュース誌への掲載の可能性等について

・地学の教員が書けるような形を整える

編集委員会で規約を検討　地学教育委員

会と協議

・地質学会の投稿が学会員に限られている

ことについて，公益法人化との関係で今

後の検討課題となるのではないか．

Island arc編集委員会（担当理事-井龍，事

務局長-竹内圭史・角替敏昭）

１）編集状況

順調に進行，特集が多いがインパクト

ファクター向上も考慮してなるべく受け

入れる方向で検討

２）B l a c kw e l lの電子投稿システム

（Manuscript Central）に不具合が発生

しており，編集に若干の遅れが生じてい

る．

３）WILEY-BLACKWELL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る．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に移行される．移行

作業中（６月2 8日～3 0日）には，

SynergyとInterScienceへのアクセスが

一時的に中断される可能性もある.

４）Wiley-Blackwellとの契約内容の変更

を行っている（この件は，前編集委員長

のSimon Wallis氏が担当する）．オンラ

インアクセスの契約数に関して，交渉す

べき点がある．

Island arc連絡調整委員会（委員長-会田，

担当理事-井龍）

・先月理事会の検討を受けて，会田委員長

からも同意が得られ，本委員会は本日の

理事会をもって解散することが了承され

た．

企画出版委員会（担当理事-藤林）

・地方地質誌（加藤委員長，朝倉書店）の

編集・出版状況は「関東地方」が秋田大

直後に法人登記を行い，引き続き設立総

会を行う予定そのために以下の二つの作

業を並行して行う

１．現在の事業計画や予算計画を整理し，

公益性が認められるような事業計画の

作成と予算計画の策定：担当　藤本，

向山，倉本，天野，会計士，弁護士，

司法書士

２．定款などの届け出資料の作成．

定款，運営細則，選挙などの整備：担

当　渡部，上砂，坂口，橋辺

７．地質の日委員会（藤林委員）

・産総研「地質ニュース」の2009年１月号

で今年の地質の日の行事の記録を特集す

る．

○四川大地震，ミャンマーサイクロンへの学

会の対応

・中国地質学会に対し見舞い状を送付し，

中国地質学会より答礼があった．

・理事会は５月25日の総会に「アジアで発

生した大規模自然災害に関する緊急声

明」を提案し採択された．

・上記について，５月26日に文部科学省の

記者クラブを通じ，プレスリリースを

行った．

○審議事項

１．地球惑星科学連合の法人化について（宮

下会長）

先の連合評議員会で連合の法人化が決定し

た．

個人加盟制により小規模学会を中心に危機

感が強く，評議会ではそのような意見も多く

出されたことが宮下会長より報告された．

地学教育関係者のセクションはどこなの

か，登録は適宜行い，地学教育の常置委員会

で活動してゆくことが出来る．

セクションの切り口は地質学会が分断され

る方向ではないか？　などの意見が出され

た．連合と地質学会のミッションの関係は，

特に今後学会の法人化に際し，公益目的事業

ということでは，連合との間で競合,重複す

る部分が多くあることが伺える．

なお，同，法人化準備委員会への委員推薦

依頼にたいし，高木副会長を登録

２．韓国地質学会会長への招待状，公式行事

の内容，接待等について

初日の顕彰式で盾をプレゼント，懇親会招

待

日韓シンポでは（二日目の午前）学術的ス

ピーチを行っていただく，世話人に了解済み．

二日目に会長陣で昼食会またはディナーにご

招待，スケジュールも含めた招待状は高木副

会長から発送

３．ニュース誌およびインターネット運営小

委員会の機能的組織編成について（坂口理

事）
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・大学婦人協会より，第11回大学婦人協会

守田科学研究奨励賞の公募，女性科学者

対象，12月１日締め切り→HP，News誌

に掲載

＜後援・共催等の依頼＞

・土壌環境センター・日刊工業新聞社より

「2008土壌地下水環境展」（10月１日～３

日）協賛依頼　→例年通り承諾

・埼玉県理化研究会（会長　大下仁）より

研修会「東京と伊豆大島の見学：案内者

小幡喜一会員」（８月26日～27日）の後

援依頼　→承諾

＜代表者交代挨拶＞

・日本アイソトープ協会　新会長　有馬朗

人

・日産科学振興財団　新理事長　高橋忠生

・日本原子力学会　新会長　岡　芳明（東

大）

・石油技術協会　新会長　太田陽一（石油

資源）

・石油資源開発㈱　社長（継続） 棚橋祐

治

会員関係（担当理事　向山）

１）入会者　76件（正72〔うち院55〕，準

４）

（正17）中村千怜　佐々木亮道　林　信

雄　渋谷岳造　熊祈教寿　伊藤喜宏　筒

井正明　飯塚　毅　平沢　聡　村上一輝

齋藤拓也　二階堂学　ブランドン　キー

リー　鈴木祐恵　朴　テホ　小林まさ代

結城義則　

（院割55）木村祐美子　山根規人　中満

隆博　藤井彩乃　田端祥世　佐藤善輝

加藤欣也　八束　翔　馬場綾佳　古川絢

子　シャプトラ　モハメッド　岡本嵩大

本田孝子　伊藤有加　中村英人　佐藤禮

子　山梨太郎　纐纈佑衣　酒井健志　川

上遼平　春木あゆみ　大森康智　小島

淳　高野聡一郎　猿田一樹　安藤佑介

北村悠子　平松由起子　後燈明あすみ

櫻井謙一　村田和則　中間隆晃　尾形啓

輔　吉崎もと子　尾崎和海　木村健志

清水恒子　増渕佳子　金山恭子　法橋

亮　山本勝也　山下和彦　福山厚子　駒

井大介　川崎槙平　増馬鉄朗　中谷大輔

鈴木芳行　保坂達也　河野光宏　田畑美

幸　塩見大志　小河原孝彦　近藤　梓

諸橋啓介

（準４）新川喜久　大原達也　川合康平

青木優作

２）退会者（正４名） Yousif Osman

Mohammad Kyaw Soe Win 砂川幸則　大塚

洋之

３）逝去者（正１名） 山闢達雄（元九大）

４）６月末日会員数

賛助32，名誉80，正4,260（うち院182），

準22，合計4,394（前年同期比－74）

地球惑星科学連合（久田連絡委員）

○連合法人化準備委員会（高木委員）

・７月４日第１回委員会は開催された．高

坂口理事より趣旨説明があり，委員会とし

て新しい委員選出を行い，理事会に承認を得

ることとした

４．その他

１）「日本地質学会表彰」の英文（会員か

らの問い合わせに答えるために）

The Geological Society of Japan

Honorable Recognition

合わせて古藤文次郎賞の英文名も以下

に修正．

The geological Society of Japan Koto

Bunjiro Award

今後，地質学会表彰や功労賞の定義や

顕彰対象についても検討することとし

た．

２）矢島理事からの会員の所蔵文献等に関

する提言について検討し，話題となった

地質学雑誌寄贈の新聞記事などをニュー

ス誌で紹介する記事を矢島理事に執筆し

ていただくこととした．

2008年度　第２回理事会

議事録

2008年８月10日

日本地質学会

会長　宮下純夫

期　日：2008年７月12日（土）

13：00～16：00

場　所：JAMSTEC東京事務所

出席者：宮下会長，佃副会長，高木副会長，

渡部常務理事・藤本副常務理事・石渡・上

砂・倉本・小嶋・坂口・久田・向山・矢島

（各理事），橋辺（事務局）

欠席者：井龍・岩森・齋藤・藤林

＊成立員数（12/17）に対し，出席者　13名，

委任状　４名，欠席者　０名で理事会は成

立．

報　告

１．運営財政部会（部会長-上砂，向山，倉

本，坂口）

総務委員会（委員長-上砂）

＜他団体の賞の公募＞

・朝日新聞文化財団「朝日賞」の公募，８

月29日締め切り→News誌，HPに掲載

・沖縄協会「第30回沖縄研究奨励賞」の公

募，９月30日締め切り→News誌，HPに

掲載

・女性科学者に明るい未来をの会より，第

29回「猿橋賞」の公募，11月30日締め切

り→News誌，HPに掲載

・東レ科学振興会「東レ科学技術賞」，「東

レ科学技術研究助成」の公募，10月10日

締め切り→News誌，HPに掲載

木委員から以下のとおり説明

公益法人化を目指して準備作業を進めて

いる．

会員は団体会員と個人会員　団体会費は

無料，個人会費は1000円程度

原案では，社員総会では団体会員（47加

盟団体）と個人会員から選出した代議員

（およそ100名）が同じ１票を持つ

運営財政基盤は連合大会の登録費　個人

会員の優遇措置

新しい国際誌発行予定

準備会の中でWGを作り早急に詰める

（高木副会長は出版担当WG）

・理事会では，個人会員制をとることによ

る各学会への影響への懸念が表明され

た．

次回の準備委員会（８月18日）へ向けて

メールで議論を進める．

会計関係（担当理事-向山）

特になし

広報委員会（担当理事　倉本＝情報特認・

坂口）

広報委員の推薦を各専門部会に依頼した．

・ニュース誌編集小委員会

順調に発行

・インターネット運営小委員会

会員修正の可能は来週完成見込み　内部

テストを経て本格運用

２．学術研究部会（部会長-石渡）

行事委員会（担当理事・委員長-斎藤）

・秋田大会について

７月12日（土），プログラム編成のため

の行事委員会を開催．

・発表申し込み（シンポジウム含む）550

件

・来年以降の年会開催地

2009年西日本支部　岡山大会，2010年中

部支部　富山大会

国際交流委員会（担当理事-石渡＝国際特

任理事）

・日韓交流小委員会（高木委員長）：韓国

地質学会会長を秋田大会に招待する件に

ついては先方の意向を聞き，返事待ち，

Island Arc賞は，韓国の方（呉さん）

なので配慮する．総会でスピーチの時間

をセットするよう行事委員会へ要請．

・インド地質学会会長からの就任挨拶状

・地球惑星連合国際委員会報告：

AOGS2012を日本招致　　結果的にはイ

ンド開催

・WPGMに地質学会代表招待の話が来

る：適任者がおらずに断る．

３．編集出版部会（部会長-久田，小嶋，岩

森，井龍）

地質学雑誌編集委員会（委員長-久田　副

委員長-小嶋，岩森＝企画担当）

・今月の編集状況（７月11日現在）．
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で，７月下旬～８月上旬に第１回委員会を

開催する予定である．現在ジオパークの候

補地になっている地域に対する支援はもち

ろんであるが，候補地の掘り起こしを積極

的に実施する方策を検討したい．第１回委

員会での検討結果は，秋田大会におけるシ

ンポジウムにおいて討論のテーマとする予

定である．

日本ジオパーク委員会（高木委員）

・３地点の推薦を検討（立候補は４地点）

・日本ジオパークに向けては，15地域が活

動中

６．地質の日委員会（藤林委員）

・７月25日に委員会開催，出席予定．

○審議事項

１．公益法人化の際の基本的確認事項

１）理事会事業部会，評議員会，各種部会

等の組織運営

２）事業計画と係る財務計画

３）役員選挙等

・上記について以下のような議論がされ

た．

＜法人化へ向けてのスケジュール＞

９月の評議会で定款案と事業一覧など

を提案するよう作業委員会で準備を進め

る．

＜事業計画と財務計画＞

・学術大会開催や学会誌発行などは学会

活動の柱であるので公益事業の枠にい

れる．

・定款は公益目的事業を中心に大枠の提

示にとどめる．

＜理事会や評議会の性格＞

・新法人で評議員会機能をいかに保持

し，会長選挙に会員全体の意向を反映

させるかが主要な課題と認識

・現在の評議会を新法人体制での理事会

とし，現在の理事会は新法人体制では

執行理事会として理事会で選出する．

理事の選挙にあたっては現在の各階層

の代表者の構成をもつことができるよ

う配慮する．

＜選挙＞

・毎年選挙を行うのではなく，会長の任

期に合わせて２年毎の選挙とする．

・来年度は，法人移行期間として選挙を

行わずに今年度役員が引き続き役員を

114-7月号：論説４　討論２　口絵１

（約60ページ・校正中）

114-8月号：論説４　ノート１（入稿準

備中）

・2008年度度投稿論文総数67編［論説45

（和文43 欧文２），総説10（和文10）短

報４（和文３　欧文１），討論２　報告

３ノート３］口絵３（和文２　欧文１）

・投稿数昨年比　＋24 査読中71編　受理

済み２編（うち　論説２）

・投稿規程の中で「報告」の定義に「議論

等を含まない」とする．

この８月12日以降投稿された「報告」原

稿から適用したい．

・前回の理事会で提案された英文要旨のネ

イティブチェック，教育関係の論文の新

カテゴリーなども議論中．

企画部会報告（岩森）

・下記の１件が投稿中となった．

「陥没カルデラ（II）：噴火プロセス・

テクトニクスと長期予測」（世話人三浦

大助）

Island arc編集委員会（担当理事-井龍，事

務局長-竹内圭史・角替敏昭）

・編集は順調，HPがWilley Interscience

に統合　現時点では一部でサービス低下

の面もあるので要検討，IPは0.837と少

し上昇，投稿数減少傾向が懸念される．

企画出版委員会（担当理事-藤林）

国立公園シリーズの屋久島リーフレット

企画は順調に進行中

４．普及教育事業部会（部会長-矢島，藤林）

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」

（矢島）

国際地学オリンピック日本委員会（久田）

科学オリンピックとして認められ，JSTで

の予算化決まる（1,100万円）．

実施主体のNPO法人化を急いでいる．

５．その他

ジオパーク支援委員会（担当理事　佃，委

員長　天野）

天野委員長から下記の報告があった．

委員全員に支援委員会の役割についてア

ンケートを実施した．それらをまとめた上

務める．

・会長については全会員による選挙を行

い会員の意向を反映させる仕組みを作

る．

・選挙の細則などは急いで作成せずに慎

重に作業を進める．

・理事と代議員を兼ねることができない

ために，２回選挙を実施する必要．

まず，会長＋副会長（３名） 理事

（執行理事14名＋理事40名）を選ぶ選

挙

その結果を受けて全会員による代議員

200名を選ぶ選挙

・会長＋副会長は会員の選挙結果を尊重

して新理事会で決定．役付きの執行理

事は，新理事会で互選？

＜定款案等＞

・公証人の承認に向けた事前のチェック

を早急に専門家にしていただく予定　　

２．本年度各賞選考対応について

説明をつけて選考を来週には依頼する．

３．理事会及び評議員会下の委員会報告と次

期計画等について

各種委員会に８月末くらいに出す→事務局

より発注

作業WGの事業計画の立案のために各委員

会の今後の計画などの把握

４．会員構成の将来検討結果（昨年度）のと

りまとめと報告について

早めにHPかニュース誌に出すこととし，

担当は会員担当理事

５．第２回評議員会の議題について

１）新法人事業計画と財務計画

２）新法人組織運営体制について

３）現任意団体の解散と新法人設立総会に

ついて

11月30日（日） 解散集会　

at 会場未定

12月１日（月） 法人届け出

12月13日（土） 設立総会（代議員）

懇親会

４）その他

６．その他

１）広報誌について（広報委員会）

地震学会の「なゐふる」のような一般

向け広報誌の提案

秋田での評議会により具体的提案がで

きるよう準備号を作成
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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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