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表紙紹介

【撮影者より】爪木崎灯台の柱状節理の岩場です．五角形の柱
状の岩がきれいに並ぶ，と云うのは不思議です．自然はアー
ティストです．そこに波が白く砕けていました．それをスロー
シャッターで雲海のように表現しました．

【審査委員長講評】伊豆下田の爪木崎の柱状節理とらえたもの
です．データを見るとｆ29，シャッタースピード30秒とありま
すから，夜間に三脚をかまえて月光下で撮影されたものでしょ
う．砕けた白波が柱状節理を照らし出し，格調高い作品となっ
ています．

第3回惑星地球フォトコンテスト入選作品：
「柱状節理」

写真：辰巳　功（東京都）
撮影場所：静岡県下田市須崎爪木崎

2012年度会費および
それ以前の未納会費がある方へ

６月中旬に督促請求書（郵便振替用紙）を郵送しました．
早急にご送金くださいますようお願いいたします．
７月上旬頃までに入金確認が取れない場合には，７月号の

雑誌から発送停止となります．定期的に雑誌をお受け取りに
なりたい方は，お早めにご送金ください．



私はこれまで本学会に軸足を置き，主にオフィオライト
の研究を続けてきました．本学会執行部を務めた経験を踏
まえ，会長に立候補したところ，会員の皆様の意向投票で
大きなご支持をいただき，本年５月19日の理事会で会長に
選出されました．任期は2年間です．どうぞよろしくお願い
いたします．
日本地質学会は来年で1893年の創立以来120周年を迎えま

す．欧米諸国の地質学会の創立年をみると，英国は1807年，
フランスは1830年，米国は1888年であり，これらと並んで
19世紀から存続するアジア最古の伝統ある学会です．最初
は欧米の地質学を学び，それらを応用して日本の地質を調
査・解釈していましたが，最近約30年間は付加体構造論な
ど日本発の地質学を確立し，英語の国際学術誌Island Arc
を発行するなど，世界に向けて独自の成果を発信するよう
になりました．しかし，日本国内における地質学の社会的
プレゼンスはまだ不十分であり，学校における地学教育も
なかなか普及しませんでした．
そうした中，昨年東日本大震災が発生し，地球に関する

諸科学を発展させることの重要性が広く国民の間に理解さ
れ始めてきました．「想定外」の震災によって地球科学全体
が大きな見直しを迫られており，活断層や過去の地震・津
波記録への社会的ニーズが非常に高まっています．また，
地球環境や気候変動への懸念が広まるなかで，過去の地質
学的記録への関心も高まり，ジオパークや地学オリンピッ
クが注目を集めています．今，地質学を多面的に発展させ，
社会に大きく貢献すべき時期が来ていると感じます．この
時期に本学会の会長に就任することになり，責任の大きさ
を痛感しております．幸いなことに，木村　学元会長，宮
下純夫前会長のもとで本学会の法人化が行われ，我々が社

会的に活動するための法的基盤は整っています．今期は，
本学会初の外国人副会長となる英国人のウォリス　サイモ
ン（Simon Wallis）氏および前期から引き続き副会長を務
める渡部芳夫氏とともに，執行理事，理事会，各支部，各
専門部会の皆様，そして事務局職員の皆様のご協力をいた
だきながら，本学会の発展のため，共にがんばりたいと思
います．
今年度の事業計画につきましては，既に総会でご承認い

ただいたところでありますが，ここでその内容を簡単に申
し上げると，（1）東日本大震災に鑑みた防災・減災への貢
献，地質学的調査・研究，災害に関する地質学的知識や情
報の提供・発信，自然災害に関する地学教育の推進，（2）
本年９月の大阪大会の成功，（3）本学会の成果を世界に向
けて発信する英語書籍刊行への協力と英語ホームページの
充実，東アジアなど各国の学会との連携・交流強化，（4）
日本標準規格（JIS）ならびに国際標準の普及と日本語の地
質学用語の整備，（5）地学教員および地学実施校の大幅増
をめざした要望活動，教材の提供など地学教員への支援，
地学オリンピックへの支援強化，（6）社会の地学リテラ
シー向上のためホームページやソーシャル・ネットワー
ク・サービス，広報誌，リーフレット，講演会などを通じ
た情報発信の強化，ジオパーク運動への支援強化，（7）地
質技術者教育の充実に向けて各支部や関連学会と協力・共
同した取組強化，（8）学会の組織活動強化．支部や専門部
会の活動の活発化，理事会の活性化と役割強化，会員サー
ビスの充実（就職支援，地質技術者の継続的な専門教育な
ど），若手の人材育成とシニア人材の活用，といった施策を
鋭意実施していく方針です．いわゆる団塊世代が退職を迎
える時期のため，会員数の減少を食い止めるのはなかなか
難しい状況ですが，若い人たちを本学会に引き込む努力を
して行きたいと思います．しかし，何と言っても学会の魅
力は，しっかりした学問的基礎をふまえた熱意あふれる研
究発表や真剣な議論です．会員の皆様には，まず「学問第
一」で自由な科学的興味に基づく地質学の研究をどんどん
進め，広く世界に知識を求めるとともに会員相互のコミュ
ニケーションを密にして切磋琢磨し，研究レベルを向上さ
せることをお願いいたします．この点さえしっかりしてい
れば，決して学会が衰退することはなく，やる気のある若
い人たちが集まってくるものだと思います．
本学会の会員名簿の冒頭に，2003年制定の本学会の「倫

理綱領」が掲載されています．そこでは，まず「会員は，
科学的真理を明らかにすることを目的として，誠実かつ真
摯に地質学および関連科学の研究・教育および調査を行う」
と宣言し，科学者としての倫理，知的交流の確保，人類と
社会への責務，地球環境への責務，次世代への責務という5
つの綱領を掲げています．また，2011年制定の「行動規範」
では，説明責任，公益性，中立公正，誠実性などの規範を
定めています．会員の皆様には，社会の構成員として必要
なこれらの倫理綱領と行動規範を守って研究活動を進めて
いただくよう，お願い申し上げます．

2012年６月１日
石渡　明
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2007年から３年間に

わたり行事委員長を

務め，2010年から副

常務として学会運営

に努力してきまし

た．これからは，常

務として，会長，副

会長とともに，学会

全体の運営に尽力し

たいと思っております．私は，九州を中心とした５

万分の１及び20万分の１地質図幅作成や，20万分の

１日本シームレス地質図の作成を仕事とし，日本列

島の広域的な地質をテーマに研究を行って来ました．

また，地質情報展や地質の日の立ち上げ，地質学の

成果普及や地質学の社会的立場の強化にも努めて参

りました．今後いっそう地質学会が社会で確固たる

立場を得られるよう，微力ながら努力して行きたい

と思いますので，ご支援ご協力をお願い致します．

常務理事：斎藤　眞（産総研）

本年度より執行理

事になり，主に会

員関係を担当しま

す．これまで関東

支部幹事として，

多くの階層に向け

行事企画を行い，

支部会員の声を聞

いてきました．ま

た，昨年の水戸大会では本会と実行委員会の

間に立ち，成功を収めることができました．

今後は立場を変え，会社関係の会員代表とし

て社会に根ざした地質学会の発展に寄与でき

ればと思います．

運営財政部会：山本高司（川崎地質㈱）

今年から副会長を

務めるウォリス・

サイモンです．会

員数の減少やアウ

トリーチ活動の推

進など新しい執行

部が取り組まなけ

ればならない課題

は数多くありま

す．会長の協力のもとで，私は特に日本地質学

会活動や日本に関する地質学的な研究の国際的

な知名度をあげるようにつとめたいと考えてい

ます．とりわけ，学術大会でのInternational

Workshopの開催や英文の出版事業を重視した

いです．

副会長：ウォリス・サイモン（名古屋大）

昨年度の震災から

の復興が今後の日

本の大きな問題と

なっていますが，

地質学を取り巻く

状況も決して安閑

としていられない

状況です．また，

すべての学会と同

じように会員数もやや減少傾向に入っており，

会の運営を考える次期にもきているようです．

そのような状況の中で会の総務を仰せつかりま

したが，今後も地質学会の繁栄のため，全力を

尽くしたいと存じます．

運営財政部会：西　弘嗣（東北大総合博）

元々は，国の研究

機関で地震発生機

構に関する基礎研

究を行っておりま

した．しかし昨年

の東日本大震災の

後，現在のNPO

法人に籍を移し被

災地での支援活動

や様々な調査研究を行いました．その中で，

もっと一般の方々に地質学の知識を浸透させ

る必要性を痛感いたしました．この度，広報

部会の執行理事に選出されましたので，色々

な形で一般の方に地質学が普及するよう少し

でも貢献できればと思います．宜しくお願い

申し上げます．

広報部会：松田達生
（NPOリアルタイム地震情報利用協議会）

地質学の実力を社

会に広く理解して

もらえるように，

学会員の最先端の

研究成果や知見を

多様な手段で発信

していくこと．そ

のために必要な仕

組みの改善や連携

の強化に，２期目の副会長として尽力します．

関連機関との連携を進め，支部・専門部会がア

ウトリーチや教育といった社会での地質学の底

上げにつながる活動を進めていきます．

副会長：渡部芳夫（産総研）

これまで広報委員

長を務め，広報誌

ジオルジュの創

刊，ネット地学部

ちーともの立ち上

げ，惑星地球フォ

トコンテストなど

の広報活動に努力

してまいりまし

た．これからは，副常務として，斎藤常務理事

を補佐し，学会全体の運営に尽力したいと存じ

ます．法人として社会向き合う地質学会の情報

発信を一段と強化していきたいと思います．ど

うぞよろしくお願いいたします．

副常務理事：坂口有人（JAMSTEC）

ニュース誌，ホー

ムページ，メール

マガジンといった

媒体を使って，地

質学会の情報発信

や会員のコミュニ

ケーションの役に

立てるよう努めて

きましたが，今年

は一般向けの広報誌「ジオルジュ」が創刊とな

り，さらに強力な広報体制となりました．世の

中では自然災害が起こると地質学の話題が取り

上げられることが多いのですが，それだけでは

なくジオパークや地学オリンピック，興味深い

研究成果など，ワクワクする話題を広く発信す

ることで地質学のファンを増やしていきたいと

思います．

広報部会：内藤一樹（産総研）

任期：2012年５月19日から
2014年総会まで

2012年度
新執行理事
紹介
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引き続き日本地質

学会の執行理事に

選出され，学術研

究部会・国際交流

を担当することに

なりました．IODP

やICDP等の国際

共同研究や日本初

の国際誌（Island

Arc，Paleontological Research）の編集委員長

の経験を活かし，地質学会の国際化に尽力した

いと思います．これまでの東アジアの関連学会

との交流を堅持・発展させるとともに，オセア

ニアや欧米の関連学会との連携を図りたいと考

えております．これによって，日本地質学会の

国際的な地位が向上し，会員の皆様の国際的な

学術研究活動がいっそう推進できればと考えて

おります．よろしくお願いいたします．

学術研究部会：井龍康文（東北大）

Island Arcの編集

委員長を2012年１

月より海野　進氏

（金沢大学）とと

もに努めておりま

す．Island Arcは

日本地質学会の公

式英文誌として誕

生してから20年が

過ぎ，国際学術雑誌として着実に発展を遂げて

きています．今後，日本地質学会ならびに関連

学会の会員の皆様方の質の高い研究成果を世界

に向けて発信していくための媒体として，

Island Arcのさらなる発展に努めていきたいと

思います．

編集出版部会：伊藤　慎（千葉大）

2011年は新燃岳の

噴火にはじまり，

東北地方太平洋沖

地震と東日本大震

災，台風12号と15

号による紀伊半島

の水害など，私た

ちが変動する日本

列島に暮らしてい

ることをあらためて認識させられた年となりま

した．災害から身を守るためにも，地質学が果

たすべき役割は今後ますます重要になると思い

ます．生涯教育を通じて，地質学会の社会貢献

に努めていきます．

社会貢献部会：平田大二（神奈川県博）

新たに執行理事に

就任しました．地

質学雑誌の編集委

員会の委員長とし

て，地質学会の運

営にかかわること

になります．最近

は，幸いなことに

地質学雑誌は投稿

原稿の不足に悩むことがない状況です．地質学

雑誌を支持して下さる会員・著者・査読者の皆

さんのおかげであるとともに，小嶋前委員長お

よび編集委員の皆さんの努力のたまものである

と思います．新委員長としてこれを維持し，雑

誌のレベルを高めるべく，微力ながら努力する

所存です．また，Island Arc誌とは何か違った

面で，地質学雑誌を魅力的なものにできればと

思います．どうぞよろしくお願いします．

編集出版部会：山路　敦（京都大）

社会貢献部会のジ

オパーク特任理事

として，日本ジオ

パーク委員会，地

質学会ジオパーク

支援委員会の活動

を引き続き進める

所存です．具体的

には，日本ジオ

パークネットワークとの連携を強化しながら，

これまでのような個人レベルでの活動だけでは

なく，学会としてのジオパーク支援の受け皿を

より明確に広報したいと考えています．また，

東日本大震災の復旧・復興支援事業について

も，継続する所存です．何卒よろしくお願い致

します．

社会貢献部会：高木秀雄（早稲田大）

昨年度まで長く関

東支部幹事として

地質学会の活動に

関わってきました

が，今年度から社

会貢献担当の執行

理事を務めさせて

いただくことにな

りました．関東支

部では「社会に根ざした地質学の普及」との方

針を掲げて活動してきましたが，そのような活

動経験を活かして，今後は本部の社会貢献

事業を，他学協会や関係機関等と連携

しながら展開できればと思って

います．どうぞよろしくお

願いいたします．

社会貢献部会：中澤　努（産総研）

引き続き行事担当
として重責を担う
ことになりまし
た．学会の本質的
な役割は，学術発
展のためにさまざ
まな環境（発表の
場，コミュニケー
ションの場など）
を整備・充実させ
ることだと私は考

えています．学術大会をはじめとする学会行事
をますます充実させることによって，地質学と
学会の発展に貢献します．また，若い方にもベ
テランの方にも愛してもらえる学会にするため
に，皆様の声を聞きながら魅力的な学会の姿を
考えていきます．学術の成果を学会として社会
に伝えるアウトリーチ活動も推進します．

学術研究部会：星　博幸（愛知教育大）

引き続き企画出版の

担当となりました．

震災を受け，地質学

のリテラシーの重要

性と必要性がより一

層声高に言われるよ

うになった現在，

リーフレット等に代

表される学会の企画

出版の役割は小さくありません．各国立公園や国定公

園，地質が面白い県立公園等の他，日本各地のジオ

パーク（候補地も含めて）のリーフレットの出版を目

指し，そして，進行中の「超地球史年表」の出版を目

指し，引き続き努力を重ねていきます．地質学の魅力

を伝える手助けとなるこの活動を通じて，地質学およ

び日本地質学会の存在感を高め，社会的地位の向上に

貢献したい所存です．以上の活動には，会員の皆様の

ご協力が欠かせません．皆様のご協力を是非とも賜り

たく，どうぞよろしくお願い致します．

編集出版部会：山口耕生（東邦大）

石渡新会長のもと

で，執行理事とし

て社会貢献を担当

することになりま

した．変動帯に住

む私たちにとっ

て，地質学と地質

学会が果たすべき

社会的役割は非常

に大きいものです．その役割をより十分に果た

せるように，学会・内外のシステムの整備に力

を尽くしたいと思います．また，このことに

よって地質学の地位向上にも取り組んでいきた

いと考えています．よろしくお願いいたします．

社会貢献部会：保柳康一（信州大）

2012年度
新執行理事会



【趣旨】日本列島の地質をテーマとした書籍はこれまで多数出
版されていますが，それらの多くは日本語で書かれています．
海外への情報発信のためには最新研究成果を含む英語版書籍
の出版が必要不可欠ですが，この20年間出版されていない状
況です．この空白域を埋めるために，このたびイギリス地質
学会が出版する「The Geology of Japan」と題する書籍に日
本地質学会が執筆やワークショップ開催等を通じて協力する
運びとなりました．これは，日本列島を地域あるいは地質帯
で区分し，それぞれの地質概説と形成モデルを簡潔にまとめ
るとともに，主要露頭や日本の地質を紹介する巡検コース案
内から構成される予定です．出版計画の主旨を会員に理解し
ていただくとともに，会員からのコメントを参考にして書籍
に収録する内容を充実させるために，大阪大会において学会
主催の国際ワークショップを開催します．発表は主要執筆予
定者に依頼し，口頭及びポスター形式とします（一般公募な
し）．なお，海外研究者の出席も予定しているため，本ワーク
ショップの使用言語は英語とします．

【世話人】ウォリス サイモン（名大），石渡 明（東北大），平
朝彦（JAMSTEC），小島知子（熊本大）

【開催日時】９月16日（大会２日目）午後

International Workshop on‘The Geology of Japan’
Workshop summary: In recent years several works have
been published in the Japanese language on the theme of the
geology of the Japanese islands. In order to make this

information available to an international audience, there is a
great need for similar works in English. However, none has
been published for more than 20 years. To help fill this gap, a
new project has been started working with the Geological
Society of London to produce a book entitled 'The Geology of
Japan'. The book will be divided into sections treating
different geological or geographic regions of the Japanese
Islands, each presenting an overview of the relevant geology
and a summary of available formation models. In addition, the
book will present information on important outcrops and
include a section with a geological field guide. To promote the
project amongst the members of the Geological Society of
Japan and to provide an opportunity for feedback from the
members to help improve the final contents of the book, the
Geological Society of Japan will hold an international
workshop at the upcoming annual meeting in Osaka. The
presentations will be solicited from the main book
contributors and both oral and poster presentations will be
considered. Because we are expecting guests from abroad to
attend, this workshop will be held in English.

Conveners: Simon WALLIS（Nagoya Univ.）, Akira ISHIWATARI
（Tohoku Univ.）, Asahiko TAIRA（JAMSTEC）, Tomoko
KOJIMA（Kumamoto Univ.）

Schedule: September 16th（2nd day）, pm
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大阪大会ニュース

1．国際ワークショップ「The Geology of Japan」を開催します

2011年度の「復旧復興にかかわる調査・研究事業」採択研究
者による成果発表をポスター会場で開催します．
【採択事業】
放射性セシウムに汚染された水田土壌のカヤツリグサ科マツバ
イによるファイトレメディエーション（榊原正幸・佐野 栄）

微生物による放射性物質の除洗の実証実験（高橋正則）
関東平野内陸部の住宅地での盛土材質の相違による液状化要因
の解明（ト部厚志）

福島第一原子力発電所周辺の放射線量の測定方法と地質学的除
染方法の検討（上砂正一）

歌津魚竜館大型標本レスキュー事業（永広昌之）＊

陸前高田市立博物館地質標本救済事業（大石雅之）＊

＊印の事業については，ニュース誌３，５月号にそれぞれ成果
報告が掲載されています．また，今年度も引き続き，「復旧復
興にかかわる調査・研究事業」を募集いたします．詳しくは，
本誌p.７をご参照下さい．

９月15日～17日に開催の第119年学術大会（大阪大会）の関連情報をお知らせします．大会予告は，
ニュース誌４月号および大会HP（http://www.geosociety.jp）をご参照ください．

2．復旧復興にかかわる調査・研究事業の成果発表会を開催します

第119年学術大会：講演・参加申込受付中

講演申込（要旨投稿）
７月３日（火）17時締切（郵送：６/27締切）

参加申込（巡検・冊子のみ予約販売など）
８月17日（金）18時締切（郵送：８/10締切）

申込は、大会HPから http://www.geosociety.jp



表のみ．PCは各自ご用意下さい．

講演申込：総合研究発表及び一般研究発表を

募集いたします．７月２日（月）よりゼオ

ライト学会のホームページ（http://www.

jaz-online.org/）上の講演申込フォームに

従いお申し込みください．

＊Web申込が利用できない場合には，７月

10日までに問い合わせ先までご連絡下さい．

講演申込締切：８月８日（水）

予稿原稿締切：10月26日（金）

予稿送付先：zeolite@apc.titech.ac.jp

登録費：会員（主催ならびに協賛の学協会の

個人会員，およびゼオライト学会団体会員

の法人に所属する人を含む）5,000円，学

生2,000円，非会員10,000円（予稿集代を含

む．当日申し受けます．）

懇親会：11月29日（木）同館内にて．参加費

5,000円（学生3,000円）の予定

問い合わせ先：

里川重夫（成蹊大学理工学部）

Tel：0422-37-3757，Fax：0422-37-3871, 

e-mail：satokawa@st.seikei.ac.jp
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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．

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

日本地質学会共催

会期：平成24年９月11日（火）～13日（木）

会場：九州大学箱崎キャンパス文系地区

内容：口頭発表及びホスター発表（昨年と同

様に，全ての発表を30程度のセッショ

ンの中で行います），学会賞記念講演，

総会，懇親会など．セッション編成に

ついては追ってお知らせいたします．

各種申込み締切：

講演申込及び要旨提出（昨年と同様に，同時

に行ってください）：７月17日（火）予定．

事前参加登録：８月24日（金）（割引料金適

用）予定．

関連イベント：市民講演会・ショートコース

問い合わせ先：

〒812-8581 福岡市東区箱崎６-10-１

九州大学大学院理学研究院内 2012年度日

本地球化学会年会事務局

E-mail：2012＠geochem.jp

詳しくは，http://www.geochem.jp/index.html

主催：ゼオライト学会

協賛：日本地質学会ほか

日時：2012年11月29日（木）～11月30日（金）

会場：タワーホール船堀（〒134-0091 東京

都江戸川区船堀４-１-１，tel：03-

5676-2211，http://www.towerhall.jp/

テーマ：ゼオライト，メソ多孔体，およびそ

の類縁化合物に関連した研究の基礎か

ら応用まで

講演の種類：

１）特別講演（討論を含めて60分）２件

２）総合研究発表（成果がある程度まとまっ

ている研究を総合したもの．したがって，

既発表の研究成果であっても，それらをま

とめた内容であればよい．討論を含めて30

分）

３）一般研究発表（未発表の研究成果の発表．

討論を含めて20分）

発表使用機器：液晶プロジェクター利用の発

第28回ゼオライト研究発表会

2012年度日本地球化学会
年会のお知らせ

アプリケーションラボ深海応用理工学プロ

グラムでは，深海を中心とした海洋開発と環

境保全の両立に資する革新的な工学領域

（Neo-Engineering）の開拓を目指していま

す．この研究のコアとなりうるポスドク研究

員を募集します．

業務内容：深海を中心とした海洋開発，環

境保全などにとって最も基礎的な情報となる

海底地形解析，物理探査，コアの分析などか

ら海底地形の変動履歴，海底下構造の把握，

地盤安定性などに関する研究を行う．

応募資格：（1）上記の業務内容を遂行可能

な関連分野の博士号取得者（採用日までに取

得見込みのものを含む）で，採用日において

博士号取得５年以内であること．

（2）マルチビーム測深器，サイドスキャンソ

ナーや物理探査データに関するデータ処理及

びハードウェアの知識があるか，これから

チャレンジする熱意があること．

海洋研究開発機構深海
応用理工学プログラム

ポストドクトラル研究員公募

勤務地：独立行政法人海洋研究開発機構　横

浜研究所

募集人数：ポストドクトラル研究員 １名

雇用形態：任期制職員，裁量労働制

雇用期間：平成24年10月１日～平成25年３月

31日（着任日は応相談）

応募方法　応募書類：１）当プログラムにお

ける研究計画 １通（A４一枚程度）２）所

見をいただける方１名による本人のリファレ

ンスレターまたは推薦書 １通（所見をいた

だける方より，直接，人事担当宛郵送のこと．

封筒に「推薦する応募者名」を明記のこと．）

３）履歴書 １通（連絡先E-mailアドレス記

載のこと）４）研究業績リスト １通（論文

リストは，レフェリー制のあるジャーナルと

その他の研究，学術出版物に分けること．）

５）主要論文（２編以内）の別刷またはコ

ピー ６）現在受けている競争的資金（科学

研究費補助金，科学技術振興機構からの受託

研究費など）のリスト １通

応募締切：平成24年８月10日（金）必着

お問い合わせ先：

独立行政法人海洋研究開発機構

研究支援部支援第１課　担当　庵原

TEL：046-867-9415，FAX：046-867-9372

E-mail：rsd-jinji@jamstec.go.jp

１）採用職名：准教授１名

２）所属分科：宇宙地球化学分科

３）期待する教育・研究分野：宇宙化学，同

位体地球化学

専攻内の他の教員とも連携して教育・研究を

推進できる方．学部・大学院教育では，地球

化学，宇宙化学関連の授業・実験を，全学共

通教育では，地学関連の授業を担当できる方．

４）応募資格：博士の学位を取得されている

方．

５）採用予定：平成25年１月１日以降のでき

るだけ早い時期

６）必要書類：①履歴書 ②業績目録（査読

付き原著論文，紀要・報告など査読のない原

著論文，総説，書籍などに分ける）③主要論

文５編の別刷り（コピー）各１部各論文の内

容について和文の解説（約400字）をつける

こと ④これまでの研究経過と研究成果の概

要（約1000字）⑤教育実績の概要（1000字以

内）⑥着任後の研究計画（約1000字）と教育

についての抱負（約1000字）⑦最近10年間の

競争的研究資金受領歴

なお，適任者を推薦下さる場合は被推薦者

の氏名，所属，連絡先を７月17日（火）まで

に，文書にて教室主任までお知らせ下さい．

京都大学大学院理学研究科
地球惑星科学専攻

地質学鉱物学教室教員公募
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人若しくはグループ又はこれらの者を育成

した個人

５）理解増進部門

青少年をはじめ広く国民の科学技術に関す

る関心及び理解の増進等に寄与し，又は地

域において科学技術に関する知識の普及啓

発等に寄与する活動を行った個人又はグ

ループ

（2）若手科学者賞

萌芽的な研究，独創的視点に立った研究等，

高度な研究開発能力を示す顕著な研究業績を

あげた40歳未満の若手研究者個人

受賞候補者の推薦について

本表彰は，文部科学省研究振興局長が推薦

依頼を発出した機関（以下，推薦機関）から

の推薦のみ受け付けております．従って，個

人に対する募集は行っておりませんのでご注

意下さい．

推薦締切　平成24年７月17日（火）（学会締

切７月５日）

問い合わせ先

文部科学省研究振興局振興企画課奨励室

水野・秋田

Tel：03-5253-4111（内線4071），03-6734-

4071（直通）

E-mail：sinsyore@mext.go.jp

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，執行理事会

までお申し込み下さい．

文部科学省では，科学技術に関する研究開

発，理解増進等において顕著な成果を収めた

者について，その功績を讃えることにより，

平成25年度科学技術分野の
文部科学大臣表彰科学技術賞
及び若手科学者賞受賞候補者

募集（推薦）

科学技術に携わる者の意欲の向上を図り，

もって我が国の科学技術水準の向上に寄与す

ることを目的とする科学技術分野の文部科学

大臣表彰を定めております．このたび，平成

25年度科学技術分野の文部科学大臣表彰受賞

候補者の推薦機関からの募集を行います．

表彰内容

（1）科学技術賞

１）開発部門

我が国の社会経済，国民生活の発展向上等

に寄与する画期的な研究開発若しくは発明

であって，現に利活用されているものを

行った個人若しくはグループ又はこれらの

者を育成した個人

２）研究部門

我が国の科学技術の発展等に寄与する可能

性の高い独創的な研究又は開発を行った個

人又はグループ

３）科学技術振興部門

大学等の研究開発成果を活用したベン

チャー創出，地域における産学官連携，研

究開発の社会的必要性に関する研究等の分

野において，科学技術の振興に寄与する活

動を行い，顕著な功績があったと認められ

る個人又はグループ

４）技術部門

中小企業，地場産業等において，地域経済

の発展に寄与する優れた技術を開発した個

その場合，上記の必要書類は不要です．当方

で被推薦者に応募の意志の確認，及び必要書

類の請求などを致します．

７）応募締切：平成24年９月３日（月）必着

８）書類提出先および問い合わせ先：

〒606-8502 京都市左京区北白川追分町

京都大学大学院理学研究科

地球惑星科学専攻　地質学鉱物学教室

教室主任　山路　敦

電話：075-753-4151 FAX：075-753-4189

東日本大震災の復旧・復興に関わる調査・研究の公募

2012年６月
一般社団法人日本地質学会執行理事会

災害復旧事業部会

日本地質学会では，昨年度に引き続き，会員による表記の調査・研究費として，１件最大30万円を目安として３
件程度の提案を公募することになりました．つきましては，下記応募要領に則り，申請を受け付けます．

【公募の概要】
（1）対象：東日本大震災に関連する会員を主体とする調査・研究（成果が被災地に還元されことが期待される調
査・研究）
（2）１件あたり30万円（上限の目安）．ただし，設備備品や分析器具などの購入費は除く．
（3）申請書類に必要事項を記入し，学会事務局に郵送
（4）応募締切：2012年７月31日（水）
（5）調査・研究期間：2013年３月末まで
（6）応募資格：代表者は地質学会正会員であること．
（7）研究終了後の報告義務：収支報告書とともに終了後速やかにに成果報告概要をニュース誌に掲載するととも
に，2013年日本地質学会学術大会（仙台）でポスター発表（２件目の発表を可とする）．
（8）申請書送付先：一般社団法人日本地質学会　

〒101-0032 東京都千代田区岩本町２-８-15井桁ビル６F

申請書類のダウンロードおよび，既に採択された「復旧復興にかかわる調査・研究事業」は学会ホームページ
（http://www.geosociety.jp）からご覧ください．
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７月28日（土）～29日（日）9:30～16:50 

会場：科学技術館（東京都千代田区北の丸公

園２-１）

http://www.kagakunosaiten.jp

＊全国各地でも開催されています．

2012年度の開催予定はこちらから

http://www.kagakunosaiten.jp/country/sch

edule.php

◯ International Symposium on
Zeolites and Microporous Crystals
2012（ZMPC2012）
（2012年ゼオライトおよびその類縁化合物に

関する国際会議）

日本地質学会協賛

７月28日（土）～８月１日（水）

場所：広島市アステールプラザ（広島市中区

加古町４-17）

http://www.zmpc.org/

月　August
○科学教育研究協議会第59回全国研
究大会（鳥取）
「自然科学をすべての国民のものに」

日本地質学会後援

８月３日（金）～５日（日）

場所：鳥取県米子市コンベンションセンター

ほか

問い合わせ先：

科学教育研究協議会（委員長　佐久間）

TEL/FAX：042-302-3862

e-mail：ped01345@nifty.com

◯34th International Geological
Congress:IGC
８月５日（日）～10日（金）

場所：Brisban Australia

http://www.34igc.org

○第11回中生代陸域生態系国際シン
ポジウムおよび韓国の恐竜サイト巡
検
シンポジウム：８月15日（水）～18日（土）

巡検（韓国南部の恐竜化石産出地）：８月19

日（日）～22日（水）

場所：韓国・光州

http://www.2012mte.org/

【訂正】ニュース誌４，５月号・HP掲載の記

載情報（場所・問い合わせ先）に一部誤りが

ありました．正しくは上記の通りです．

○第13回目「地震火山こどもサマー
スクール」（in 糸魚川ジオパーク）
日本地質学会・日本地震学会・日本火山学会

共催

８月18日（土）～19日（日）

テーマ「東と西に引き裂かれた大地のナゾ」．

8

2012.6～

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．

2012年
月　June

○第５回フォーラム「ジオ多様性と
は何か，その重要性を問う」
６月８日（金）・９日（土）

場所：JAMSTEC横浜事務所

詳しくは，学会HP行事カレンダーに掲載

○地質学史懇話会
６月10日（日）13:30～17:00

場所：北とぴあ９階901号室

中陣隆夫「R.C. ディーツ：大洋底拡大説の

前夜」

石渡　明「（仮題）オフィオライト研究史」

問い合わせ：矢島道子<pxi02070@nifty.com>

★中部支部2012年年会
６月16日（土）

場所：岐阜大学教育学部

http://www.geosociety.jp/outline/content00

19.html

○日本堆積学会2012年札幌大会
６月15日（金）～18日（月）

場所：北海道大学

http://sediment.jp/

○資源地質学会第62回年会学術講演
会
日程：2012年６月27日（水）～29日（金）

場所：東京大学小柴ホール

http://www.kt.rim.or.jp/̃srg/documents/20

12_nenkai.pdf

月　July
★北海道支部：日高変成岩類地質巡検
７月14（土）～16日（月・祝）

http://www.geosociety.jp/outline/content00

23.html

問い合わせ：西塚　大（（株）ドーコン）

TEL：011-801-1570

○「青少年のための科学の祭典」
2012全国大会
日本地質学会後援

7

6

参加対象：小学5年～高校生（40名）

参加申込〆切：７月20日（金）

http://www.kodomoss.jp/ss/itoigawa

○日本第四紀学会2012年大会
日本地質学会共催

８月20日（月）・21日（火）

場所：立正大学熊谷キャンパス・アカデミッ

クキューブ（埼玉県熊谷市）

http://quaternary.jp/meeting/index.html

月　September
○ 2012年度日本地球化学会年会
日本地質学会共催

９月11日（火）～13日（木）

場所：九州大学箱崎キャンパス文系地区

講演申込及び要旨提出：７月17日（火）予定．

http://www.geochem.jp/index.html

★日本地質学会第119年学術大会（大
阪大会）
９月15日（土）～17日（月・休）

場所：大阪府立大学ほか

Web講演申込（要旨投稿）：７月３日（火）

17：00締切

Web参加申込：８月17日（金）締切

月　November
○3rd Asia-Pacific Conference on
Luminescence and ESR dating
日本地質学会協賛

11月18日（日）～22日（木）

場所：岡山理科大学50周年記念館

http://www.rins.ous.ac.jp/eps/theme/symp

osium.html

○27th Himalaya-Karakoram-Tibet
Workshop
11月28日（水）～30日（金）

プレ・ポスト巡検（１～３日の３コースを予定）

場所：ネパール，カトマンズ

問い合わせ先：組織委員会

hkt27kath@gmail.com

http://www.ngs.org.np

○第28回ゼオライト研究発表会
日本地質学会協賛

11月29日（木）～30日（金）

場所：タワーホール船堀（東京都江戸川区船

堀）

講演申込締切：８月８日（水）

http://www.jaz-online.org/
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新潟県は，わが国の有数の石油・天然ガス地帯である．
また，南関東ガス田はわが国の天然ガス生産量の10%程度
を占め，数百年分の埋蔵量を誇るガス田である．最近は原
子力発電所の停止により輸入液化天然ガス（LNG）が注目
されているが，国内にも貴重な石油・天然ガス鉱床は存在
する．資源ナショナリズムの問題もあり，国産資源に目を
向ける動きもあるが，資源の研究に従事する者としては，
爆発事故等が起きる度に，一時的に国内の天然ガス資源が
注目されることを残念に思う．

ひと言で“天然ガス”というが，狭義には「可燃性天然
ガス」を意味し，その起源には微生物起源のものと熱分解
起源のものが存在する．両者は，メタンの炭素同位体比
（δ13C1）とガス組成のメタン／（エタン+プロパン）比
（C1/（C2＋C3））で区別される（例えば，金子ほか，2002：
早稲田・岩野，2007）．微生物は12Cを選択的に利用して
もっぱらメタンのみを生成するために，天然ガスはPDBス
ケールで－60‰よりも小さなδ13C1と，1000を超える大き
なC1/（C2＋C3）比を示す．一方，熱分解起源の天然ガスで
は，δ13C1は－50‰よりも大きく，エタンやプロパンを相
当量含むためにC1/（C2＋C3）比は100以下となる．地質環境
の下では，両者の混合したガスも存在し，一般にδ13C1，
C1/（C2＋C3）比ともに小さめの値を示す．また，地表で認
められる熱分解起源のガス徴では，メタンの割合が増加し
てC1/（C2＋C3）比が大きな値を示すものもある．

ここ数年，天然ガスに起因した事故が多く起きたが，そ
のほとんどは南関東ガス田分布域での上総層群中に胚胎す
る微生物起源ガスに起因する事故であった．この地域では，
メタンは地下では間隙水に溶存する形で存在しており（水
溶性天然ガス鉱床），ガス田や温泉の開発によって地下深部
から揚水しなければメタンが大規模に遊離することはない．
「地震によって地下からガスが噴出し，首都圏が火の海にな
る」などという妄言に人々が惑わされないよう，地質学に
関わる者として啓蒙しなければならない．一方，房総地域
の地表ではガス徴が認められるように，遊離したガスの一
部が地表まで移動して来ることがあり，密閉した構造物な
どでの爆発事故が危惧される．また，これとは別に，沖積
層内で生成したメタンに起因するトンネル掘削事故や，地
下水位の減少と回復に起因した古井戸からのメタンガス湧
出が報告されており（東京都土木研究所，1993），土木関係
者等へのメタンガス存在の危険性を周知する必要がある．
また，上総層群に限らず，関東平野ではその下位の三浦層
群・葉山層群相当層にもメタンガスが含まれることが大深

度温泉の掘削によって明らかになっており，注意を喚起し
たい．まれに，新第三系・第四系と接する基盤岩中の温泉
に，メタンが付随するケースもある．

新潟県内にも，南関東ガス田と同様の水溶性天然ガス鉱
床が，下越地域の海岸付近に分布している．貯留層は，西
山層よりも若い地層である．一方で，地下数千mにおいて
熱分解により生成した石油・天然ガスを胚胎する鉱床は，
県内の新第三系堆積盆地内に広く分布している．根源岩と
される七谷層・寺泊層中で熱分解により生成した石油・天
然ガスは，浮力により浸透率の大きな地層中を上方へ移動
し，背斜や断層などのトラップを有する孔隙率が大きな貯
留岩中に集積する．場合によっては，断層を介して層序的
に下位の地層中に胚胎する．グリーンタフ中の天然ガス鉱
床はその例である．一説によれば，新潟地域での集積率は
１/40程度とされるので，多くの炭化水素は地層中を移動し
ているか，地表へと逸散，または微生物により消費されて
いると考えられる．したがって，新潟においても，関東地
方同様に地下構造物の建設においては，天然ガスが湧出す
る危険がある．周辺に油・ガス田がなくても，それは経済
的に稼行するだけの量の集積がなかっただけで，油やガス
が地中に存在しないことにはならない．特に，地表でガス
徴と呼ばれるガスの湧出が認められる地域では，危険度が
高いことを指摘したい．ガス徴の確認には，詳細な地質調
査や地元での聞き込みが必要であるが，インターネットで
情報収集できることもある．（例えば，新潟県南魚沼市河原
沢鉱泉　http://snow-country.jp/？a=contents&id=1149）

上記以外の地域でも，石炭層が狭在する北海道や九州の
古第三系分布域など，天然ガスを含む地層は全国に分布す
る．国内における天然ガスの賦存可能性については，地質
調査所発行の日本油田・ガス田分布図で概要が把握できる．

文献
地質調査所（1976）日本油田・ガス田分布図．
金子信行・猪狩俊一郎・前川竜男（2002）アーケアによる
メタン生成と間隙水への濃集機構．石油技術協会誌，67，
97－110．

東京都土木研究所（1993）東京下町低地における可燃性ガ
スの噴出について．東京都土木研究所特別報告第１号，
42p．
早稲田周・岩野裕継（2007）ガス炭素同位体組成による貯
留層評価．石油技術協会誌，72，585－593．
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新潟および関東地方の天然ガスの起源と賦存状態について

金子信行（産業技術総合研究所地圏資源環境研究部門）



最近，大飯
おおい

原子力発電所の運転再開問題が社会の注目を集め，
同発電所周辺の活断層が問題になっている．私はこの発電所の
完成前から現在まで約40年にわたり，これが立地する福井県お
おい町大島半島とその周辺の地質学的研究を続けている．そこ
で今回は，大飯など複数の原子力発電所がある福井県西部の地
質について，断層や地震を含め，これまでに公表されている基
礎的な知識をまとめ，一般会員に向けて解説することにする．
大島半島の地質図としては，広川ほか（1957），広川・黒田

（1957），平野（1969），石渡（1978，1985英），福井県（2010）
などが出版されている．大島半島に露出する岩石は古くから
「夜久野（貫入）岩類」と呼ばれていたが（広川ほか，1957），
石渡（1978）はこれらが一連のオフィオライトをなしていると
考え「夜久野

や く の

オフィオライト」と呼んだ．オフィオライトとは，
地球の海洋底をつくっていた海洋地殻とその直下のマントル
が，全体の構造を保ったまま地殻変動によって陸上に現われて
いる層状火成岩体のことである（図１）．すなわち，マントル
のかんらん岩類，地殻下部の斑れい岩類，そして地殻上部の玄
武岩類や堆積岩類が下から上へ重なる厚さ８km以上の岩体が，
福井県大島半島から京都府，兵庫県を横切って岡山県南西部ま
で延長250 km以上にわたり断続的に分布している．夜久野オ
フィオライトは約２億8000万年前（古生代ペルム紀前期）に，
その当時の島弧・縁海系で形成されたと考えられる（石渡，
1999，市山・石渡，2004英）．そして，夜久野オフィオライトは
その直下のペルム紀付加体（超丹波

ちょうたんば

帯）や更にその下のジュラ
紀付加体（丹波帯，約１億5000万年前）に衝上

しょうじょう

している．付加
体は主に当時の海溝

かいこう

（プレート沈み込み帯）に集積した砂岩，
頁
けつ

岩，チャートなどの堆積岩よりなる．つまり，大飯原子力発
電所は古生代後期の海洋地殻の上に立地しており，変質した玄
武岩類（流紋岩や頁岩を伴う）の上にあって（石渡，1978，
1985英），その北側の鋸

のこぎり

崎周辺には玄武岩質の枕状
まくらじょう

溶岩や
集塊
しゅうかい

岩が見られる（平野，1969）．また，その南東側のおおい
町宮留

みやどめ

の赤礁
あかぐり

崎周辺の海岸には，超丹波帯のペルム紀赤色
チャート層に衝上する夜久野オフィオライトの破砕されたマン
トルかんらん岩（小森・道林，2011）がよく露出している．こ
の地域の地質解説書としては，北陸の自然をたずねて編集委員
会（2001，第２コース），石渡・中江（2001），日本地質学会
（2006；各論第３章）があり，露頭写真集としては，石渡ほか
（1999），ふくい地質景観百選編集委員会（2009；p. 28-29，48-
49，110-111など），日本地質学会構造地質部会（2012；第８，
第９地点）がある．オフィオライトについての解説は石渡
（2010）を参照されたい．
大島半島の北半部には玄武岩，流紋岩，頁岩などからなるオ

フィオライトの上部の岩石が分布し，その南半部にはマントル
かんらん岩，斑れい岩などオフィオライトの下部の岩石が分布
していて，両者の間には東南東方向の断層が存在する（平野，
1969；石渡，1978，1985英）．この断層は地形的なリニアメン
ト（線状配列）が顕著で，露頭でも破砕帯や鏡肌

かがみはだ

が発達してい
るが，活断層かどうかは不明である．この断層は，広域的にみ
ると，小浜

おば ま

市街から東南東に延びる北川の谷沿いの活断層であ
る「熊川断層」の西方延長に当たるように見える（図２）．熊
川断層沿いでは，その北側の山地が南側に比べて200～300 m
ほど低くなっていて，水平方向には若干の左横ずれを示すが，
この断層の活動履歴は明らかでない（中江・吉岡，1998）．ま
た，大島半島の北方の若狭湾底には，長さ約20 kmの北西方向

の活断層が推定されており（活断層研究会，1992；中江ほか，
2002），その南東延長は小浜湾内に達する（図２）．しかし，こ
れら２本の断層の延長が交わる小浜湾の中央部では，活断層が
確認されていない（中江ほか，2002）．一方，小浜市街の北東
20 kmにある三方

みか た

五湖の日向
ひる が

湖と菅
すが

湖を貫く南北方向の日向断
層（およびその東側に並行する三方断層）は，1662年６月16日
の寛文

かんぶん

地震（マグニチュード7.2～7.6）を起こし，断層の東側
が約３メートル隆起したとされる（中江ほか，2002）．1325年，
1683年，1748年にも若狭地方で被害が出る地震があった．そし
て1963（昭和38）年３月27日には若狭湾でマグニチュード6.9
の地震が発生し，敦賀

つる が

と小浜の間で被害があった．この地震の
震源は三方五湖の北約25 kmの海底であり，越前岬沖地震，福
井県沖地震とも呼ばれる（図２）．
このように，大飯原子力発電所など若狭湾岸の原発が立地す

る福井県西部地域は，2.8億年前の海洋地殻と，その下盤側の
1.5億年前までのプレート沈み込みによって形成された付加体
から構成されており，日本の他の場所と同様に多数の活断層が
存在していて，江戸時代から現代までの間にも複数回の大地震
が発生している．
なお，私はこれまで原子力発電所の立地や安全性の評価に関

わる仕事を依頼されたことは一切ない．この文章は，長年この
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福井県西部地域の地質について

石渡　明（東北大学東北アジア研究センター）

図１　福井県おおい町大島半島周辺の地質図．石渡（1978），石

渡・中江（2001）に基づく．「輝緑岩」は岩脈などとして地

下で固結した結晶質の玄武岩．「ダナイト」，「ハルツバー

ジャイト」，「ウェルライト」はかんらん岩の種類で，それぞ

れかんらん石，かんらん石＋斜方輝石，かんらん石＋単斜輝

石を主成分とする岩石．



地域の研究をしてきた一人の地質学者として，基礎的な知識を
現時点で広く一般会員にお伝えする必要があると考え，執筆し
たものである．拙稿を校閲して貴重な改善意見をいただいた宮
下純夫氏，斎藤　眞氏，坂口有人氏，ウォリス サイモン氏，
渡部芳夫氏に感謝する．
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図２　若狭湾周辺の活断層と地震の分布．活断層研究会（1992）と

中江ほか（2002）に基づく．若狭地震の震源位置は理科年表

平成24年版（丸善）による．産業技術総合研究所地質調査総

合センターの既刊５万分の１地質図幅の図幅名と範囲も示し

た．



大阪府立大学中百舌鳥キャンパスで９月15日（土）～17日
（月・祝日）に行われる大会では，定例の行事の他，いくつか
の地学教育関係の行事が予定されています．現職教員の皆様に
は学校行事などで参加しづらい時期かとは存じますが，出来る
限り多く，教員の皆様のご参加をお願い申し上げます．

＜定例行事＞
１．レギュラーセッション『地学教育・地学史』を予定してい
ます．

２．夜間小集会『地学教育』を予定しています．

３．小さなEarth Scientistのつどい～第10回　小，中，高校生
徒「地学研究」発表会～
今大会では中日の９月16日（日）に開催いたします．参加校

募集中です（７月17日締切）．詳しくは，ニュース誌４月号ま
たは，大会HPをご参照下さい．

４．理科教員向け巡検
例年のように，小・中・高校教員を対象とした巡検を行いま

す．巡検の内容は次の通りで，大会全体の巡検の一つ【J班】
として実施されます．
巡検テーマ『大阪の津波碑と地盤沈下対策』
日時：９月17日（月・祝）午後（半日コース）
案内者：三田村宗樹会員（大阪市立大学）
内容：地盤沈下や津波被害，低平な都市部での防災教育に向け
た教材活用について，見学をしながら議論します．
見どころ：防潮堤と街の構造，安政南海地震の津波碑（大地震
両河口津浪記），防潮水門と「渡し」（落合上渡・甚平衛渡），
地盤のかさ上げ（地盤沈下対策）など
費用：150円（保険代）＋交通費（公共交通機関で移動，運賃
は各自負担）
定員：20名
参加申込：大会のWEBページ（大会参加登録システム）から
申し込んで下さい．（地質学会会員の参加の場合，別途大会

参加登録費が必要です）
申込締切：８月17日（金）18時

＜トピック的な行事＞
１．シンポジウム『西日本の海溝型地震と津波を
考える（仮題）』
９月17日（月・祝日）の午前に行います．シンポジウムの一

部で防災教育を取り上げる予定です．同日午後の「理科教員向
け巡検」とセットで参加すると効果的かと思います．

２．トピックセッション『新学習指導要領の実施で地学教育は
どのように変わるか？』
学習指導要領の改訂に伴う移行処置は，小学校が2010年度，

中学校が2011年度で修了し，今年度はともに新課程に完全移行
しています．また高等学校では今年度から新課程「地学基
礎」・「地学」が始まります．学校教育の中での地学教育の地
盤沈下が言われて久しいですが，新学習指導要領の実施に伴い，
そこに変化が起こることが期待されます．このようなことから
トピックセッションを計画しました．
学習指導要領の改訂に関わる話題はトピックセッション，そ

れ以外の話題はレギュラーセッション『地学教育・地学史』で
発表していただければと存じます．
また，このトピックセッションに関連して，大会会場で新旧

の教科書（小・中の理科，高校の地学関係）を展示したいと考
えています．

その他，「地質情報展2012おおさか：過去から学ぼう　大地
のしくみ」（９月15日～17日），市民講演会「地震・津浪・地盤
災害：知ること，伝えること」（９月16日午後）なども開催さ
れます．参考になることが多いと思いますので，多くのご参加
をお願いいたします．

これら地学教育関係のほか，大阪大会の情報は，大会HP
〈http://www.geosociety.jp〉をご参照下さい．
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地学教育のページ

地
学
教
育

（写真左・中）教員巡検見学ポイント，大地震両川口津浪記（大阪市浪速区大正橋東詰）．落合上渡と木津川防潮水門．（写真右）昨年水戸

大会での「地学研究」発表会の様子．

日本地質学会第119年学術大会（大阪大会）での地学教育関係行事
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「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の
見直しについて（審議経過報告）」に関する意見

文部科学省による東北地方太平洋沖地震を踏まえた「地震及
び火山噴火予知のための観測研究計画」の見直し審議の経過報
告についての意見募集に対して，2012年５月19日付けで，日本
地質学会から以下のとおり意見を提出しましたので紹介しま
す．
なお，「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の見直

しについて（審議経過報告）」の本文については，総務省運営
行政ポータルサイトe-Govより下記URLを参照ください（６月
５日現在）．
http://search.e-gov.go.jp/servlet/Public？CLASSNAME=
PCMMSTDETAIL&id=185000576&Mode=0（意見提出受付締
切済み）

「地震及び火山噴火予知のための観測研究計画の
見直しについて（審議経過報告）」に関する意見

日本地質学会会長　宮下純夫
3.11東日本大震災に関しては，日本地震学会よりなぜ「想定

外」となったかの分析が公表されている【地震学の今を問う
（東北地方太平洋沖地震対応臨時委員会報告）】．そこでも指摘
されているように，地質学の分野では，津波堆積物の研究など
から既に90年代初め頃から超巨大地震および津波の発生が報告
され，数百年の周期も予測されていた．にも関わらず，そうし
た成果が実際の防災計画に生かされないまま20年間近い時間が
過ぎたことは痛惜の思いである．とりわけ，千年・万年に一度

意見・提言 の事象にも耐えるべきであった原発に壊滅的な震災事故を招い
た事態は，深刻に反省される必要がある．
今回の事態は，基本的なサイエンスのあり方にも問題を投げ

かけている．測地審議会の基本的な重点は，観測・モデル・シ
ミュレーションの３つにおかれているように見える．今回の審
議経過報告においては，３ページの最後の部分で，これまでの
あるモデルの依存への反省が述べられているが，もっと深刻に
総括する必要があるのではないか．なぜアスペリティモデルへ
の呪縛が生じたかに関する真摯な総括がなされなければいけな
いと考える（そのモデルを全面否定している訳ではない）．
地震・火山の長期予測を考える上で，過去の履歴を精密に解

明することは極めて重要である．津波に関しては，日本の海岸
線に沿う全ての平野で津波堆積物の掘削調査を行うことが必要
である．火山活動に関しては，精密な火山活動史の解析のため
に火山層序の詳細な検討や岩石の年代測定などが不可欠であ
る．
これらはいわば地質学的観点からの基礎的研究である．
しかし，測地審議会の地震や火山活動に関する研究体制や方

針が，現行過程の観測とそこからのモデル化，シミュレーショ
ンに偏重していることを憂慮している．もちろん，現行過程の
観測は重要であり，これまでにも数々の新知見をもたらし，モ
デル化やシミュレーションについても成果を上げてきたことを
否定するものではない．しかし，同時に地質学的観点からの研
究も不可欠で，地質学的検討から得られた事実は，モデルの出
発点の基礎にあるべきだが，そのことの軽視が今回の「想定外」
の事態を招いたのではないだろうか．
ぜひ，地質学的観点からの研究についても本建議書にバラン

ス良く取入れらることを要望する．また，地質学・地形学・地
震学・環境科学など幅広い分野の関連科学との交流・議論を活
発化にし，それらの分野の専門家の意見を積極的に科学計画の
策定に取り入れる仕組みをつくることを要望したい．
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Island Arc Award（2012）
Structure of Sumatra and its implications for the tectonic

assembly of Southeast Asia and the destruction of Paleotethys.

＜Island Arc, 18, ３-20（2009）＞

Anthony J. Barber and Michael J. Crow

スマトラの地質構造，および東南アジアの形成とパレオテチスの閉

鎖に対するその意義

（＊受賞理由等はニュース７月号総会記事内に掲載予定です．）

［Research Articles］
1．Effects of tides and weather on sedimentation of iron-

oxyhydroxides in a shallow-marine hydrothermal environment

at Nagahama Bay, Satsuma Iwo-Jima Island, Kagoshima,

southwest Japan

Shoichi Kiyokawa, Tomomi Ninomiya, Tomoaki Nagata,

Kazumasa Oguri, Takashi Ito, Minoru Ikehara and Kosei E.

Yamaguchi

浅海熱水環境における水酸化鉄の堆積作用への潮汐・気象状況の関

連性：鹿児島県・薩摩硫黄島長浜湾

清川昌一・二宮知美・永田知研・小栗一将・伊藤　孝・池原　実・

山口耕生

鹿児島県薩摩硫黄島にある長浜湾は浅海熱水活動が活発で水酸化

鉄堆積作用を研究する上で非常に恵まれたところである．湾内の船

付き場は人工的な防波堤に囲まれ，外洋からの影響が小さく，大量

の水酸化鉄が沈殿している．湾内は赤褐色の海水からなり，海底に

は1.5mにおよぶ堆積物がたまっている．約２週間の湾内濁度変化

断面図の作成および表層長期カメラ撮影により赤褐色海水の動きを

明らかにした．その結果，天候が穏やかな場合は潮汐の影響が大き

く，満潮時に外洋水が湾内に入る．小潮のときは潮の流れが小さい

ために沈殿が起こりやすい．台風では波・うねりの影響で海底がか

き混ぜられ非常に濁る．大雨時には海岸線の水酸化鉄に富む砂の隙

間を通って雨水が流れ込み，多くの鉄物質を供給する．鉄堆積物形

成にはこのような自然現象の影響も重要である．

Key Words : Fe-oxyhydroxides, hot spring, rain, shallow-marine,

storm, tide.

2．High-resolution lithostratigraphy and organic carbon

isotope stratigraphy of the Lower Triassic pelagic sequence

in central Japan

Hironobu Sakuma, Ryuji Tada, Masayuki Ikeda, Yuichiro

Kashiyama, Naohiko Ohkouchi, Nanako Ogawa, Satoko Watanabe,

Eiichi Tajika and Shinji Yamamoto

中部日本，下部三畳系遠洋性堆積物層序の高解像度復元および有機

炭素同位体比変動

佐久間広展・多田隆治・池田昌之・柏山祐一郎・大河内直彦・小川

奈々子・渡部哲子・田近英一・山本信治

三畳紀前期を通じた全球的な古環境変動を明らかとするため，中

部日本，犬山地域において，詳細な野外調査に基づき，下部三畳系

遠洋性堆積物層序の高解像度復元を行った．さらに，高解像度年代

モデルを確立するため，含有される有機物の炭素同位体比を測定し，

南中国の浅海成炭酸塩岩から得られた高解像度炭素同位体比変動と

対比した．その結果，SmithianおよびSpathianを通じた，超海洋パ

ンサラサの遠洋性堆積物層序に関する，高解像度年代スケールが得

られた．本年代モデルから，Smithian後期を通じた堆積速度の急激

な上昇が明らかとなり，パンサラサへの陸源砕屑物の供給量が増大

した可能性が示唆された．

Key Words : carbon isotope, Lower Triassic, mass extinction,

pelagic sequence, Permian - Triassic boundary, siliceous rock.

3．Petrogenesis of anhydrous clinopyroxenite xenoliths and

clinopyroxene megacrysts in alkali basalts from the

Ganseong area of South Korea

Sung Hi Choi and Nak Kyu Kim

韓国，Ganseong（アンソン）地域のアルカリ玄武岩に包有される

無水の単斜輝石岩捕獲岩類と単斜輝石巨晶の岩石成因論

韓国Ganseong地域の後期新生代アルカリ玄武岩には多量の超苦鉄

質捕獲岩と単斜輝石巨晶が含まれる．捕獲岩の大部分を占めるのは

無水の単斜輝石に富むウェールライト―単斜輝石岩類で，ウェール

ライトからかんらん石単斜輝石岩，単斜輝石岩の範囲に及ぶ．本研

究では記載岩石学と鉱物・全岩化学組成に基づいて，ウェールライ

ト―単斜輝石岩類の捕獲岩と単斜輝石巨晶の成因について検討す

る．炭酸塩やアパタイトを欠き，Ti/Eu比が高く，単斜輝石に富む

鉱物学的特徴から，Ganseong地域のウェールライト―かんらん石単

斜輝石岩の起源としてかんらん岩―メルト反応は除外される．これ

らの全岩化学組成（例えば苦鉄質メルトと比べて，MgO量に比して

CaO含有量が高く，U，K，PやTiなどの不適合元素濃度が低いこと）

は，輝石岩類は結晶化したマグマそのものではなく，少量の残液を

含む集積岩であることを示している．無水で斜方輝石を含まない鉱

物組み合わせ，かんらん石→単斜輝石→斜長石という晶出順序，鉱

物化学組成（例えば同じMg#に対して低Cr#，高TiO2含有量のスピ

ネルや，TiO2およびNa2O含有量の高い単斜輝石）から，親マグマ

候補として比較的水に乏しいプレート内アルカリ玄武岩が最もらし

い．単斜輝石巨晶の組織と組成から，高圧下でホストマグマから結

晶化したのではない．単斜輝石巨晶はウェールライト―輝石岩類の

単斜輝石で定義される組成トレンドのFeに富む端成分を占める．輝

石岩捕獲岩と単斜輝石巨晶の間でMg#が漸次減少し，大きな組成差

がないことは，同様の親マグマの分別と分化であることを示してい

る．単斜輝石巨晶は，Ganseongウェールライト―単斜輝石岩類を形

成した一連のマグマの進化過程において，より分別が進んだ段階で

結晶化したペグマタイト質の単斜輝石岩の破片であろう．

Key Words : clinopyroxene megacryst, Ganseong, Korea, wehrlite

- clinopyroxenite.

Vol.21, Issue 2

Islands Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 21 Issue２が2012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編集委員会）
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4．Lateral variations in the lithology and organic chemistry of

a black shale sequence on the Mesoarchean seafloor affected

by hydrothermal processes: The Dixon Island Formation of

the coastal Pilbara Terrane, Western Australia

Shoichi Kiyokawa, Takashi Ito, Minoru Ikehara, Kosei E. Yamaguchi,

Shoichiro Koge and Ryo Sakamoto

太古代中期の熱水活動に関連した黒色頁岩層の岩相・有機炭素の側

方変化：西オーストラリア・ピルバラ海岸グリーンストーン帯・デ

キソンアイランド層

清川昌一・伊藤　孝・池原　実・山口耕生・高下将一郎・坂本　亮

西オーストラリア・ピルバラ海岸グリーンストーン帯中のデキソ

ンアイランド層は，32億年前の海洋性島弧起源の地質帯で，熱水活

動の痕跡と当時の海底になまった珪質な地層が広く分布する．デキ

ソンアイランドでは，海岸線に５kmに渡って連続露頭が続き，当

時の海底環境を復元できる貴重な場所である．有機物に富む熱水脈

の影響を受けた火山岩上に10－20mの黒色チャート層が広く覆って

おり，２層の凝灰岩層を鍵に層序対比より堆積層の側方変化を明ら

かにした．黒色チャートの有機物炭素量はおよそ0.1wt/％で，炭素

同位対比は脈とともに－40 to －25‰であり，熱水活動の直後に正

断層の影響を受けていた．当時の海底は非常に淀んだ無酸素の状態

であり，有機物を含む熱水から供給された有機物が分解されずに，

熱水起源のシリカとともに広く海底を覆っていたと考えられる．

Key Words : Archean, carbon isotopes, black chert, black chert

vein, greenstone belt, hydrothermal system, komatiite, normal

fault.

地質学雑誌特集号：「早期公開」開始しました

地質学雑誌の特集号に受理された論文を，当該特集号の
印刷前に，順次学会WEBサイトで公開します．ただし，こ
のWEBサイトを閲覧できるのは，地質学会会員のみです．
ここに掲げられた論文のPDFファイルは，当該特集号の冊
子体の印刷とともにこのサイトからは削除され，J-STAGE
のサーバーに移動して通常号と並んで公開されます．

このWEBサイトを作った理由は以下の通りです．特集号
の冊子体は，全掲載論文が受理されてから印刷されるので
すが，しばしば一つの特集号において受理の時期が数ヶ月
以上も異なる論文が混在することがあります．すなわち，
最も受理の遅い論文に冊子の印刷が律速されます．この影
響を少しでも軽減し，早い受理＝早い公表となるように本
サイトが作成されました．
一方，通常号掲載論文は，ページ数の都合で次号に回さ

れる場合を除いて，受理された順に印刷されます．そのた
め，受理から印刷までは，平均的に特集号よりも短時間で
あり，そのため，通常号掲載論文は，早期公開の対象には
しておりません．

このWEBサイトに掲げられた論文のPDFファイルは，
印刷時と同様の版組がなされていますが，当該特集号が未
完成の状態での公開であるため，印刷年・巻・号・ページ
番号などが付されておりません．当該特集号の冊子体が印
刷されるときに，それらが付されます．早期公開論文を引
用するときには，「著者名（印刷中）」と引用して頂くよう
お願い致します．

2012年５月
地質学雑誌編集委員会委員長

山路　敦

早期公開は，学会ホームページ「会員のページ」からアク
セスして下さい.
（会員番号・パスワードによるログインが必要です）
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2012年が明け，新春の挨拶がまだ飛び交ってまもなく，「第
10回地球システム・地球進化ニューイヤースクール」が大阪で
開催された（１月４―５日）．ニューイヤースクール（以下
NYS）は昨年東京で開催されたが，私は参加したことがなく残
念な思いをしていたので，先輩や友人から話を聞いて「来年は
必ず参加しよう」と楽しみにしていた．地球惑星科学に関わる，
自分の分野外の人といろいろな話ができる機会は貴重であり，
新たな１年をスタートする前に客観的に研究について見つめな
おしたいと思った．会場は大阪大学で，友人に会えるのもうれ
しく，じつは大阪自体ほとんど行ったことがなかったので場所
に対する楽しみもあった．しかし，いざ大阪駅に降り立つと，
隣接する梅田駅では同じ阪急でもホームが多く行き先が多様
で，さらに人混みに圧倒されて乗換えに大混乱した．自分は東
京の複雑な地下鉄に乗り慣れていると自信を持っていたのだ
が，場所が変われば日々の経験は必ずしも生かされないことを
痛感した．
前夜のアイスブレーカーでは，他大学の学部生，大学院生，

研究員をはじめ，約20名人が
集まり，静かな居酒屋で和気
あいあいと交流会がひらかれ
た．自己紹介や名刺交換を皮
切りに，出身場所に関する
ローカルな話，研究室や学部
のくわしい話や研究のことな
ど，話題が絶えなかった．私
は修士１年だが，他大学の同
期もたくさんおり，仲よくな
れたのがうれしかった．研究
や進学のことなど，お互い抱
えている悩みは共通なものが
多かった．しかし，研究分野
は異なり，研究手法や研究室の体制の違いもあって，置かれて
いる環境もそれぞれ異なる・・．いろいろな方と話しこんでい
るうちに，気づけば時間はあっという間に過ぎてしまうもので，
アイスブレーカーは翌日の開会に備え，幕を閉じた．

まだ寒さが厳しいけれど日差しが照った冬の朝．全国から66
人強の学生，研究員，教員が大阪大学会館に集まった．いよい
よ二日間にわたるNYSがスタートした．一日目は，５つのレク
チャーとサイエンスディスカッションからなり，二日目は，３
つのレクチャー，サイエンスディスカッション，そして，東日
本大震災をテーマに二つの特別企画とグループワークが用意さ
れ，とても充実したスケジュールだった．レクチャーは８名の
講師による講演からなり，質問タイムも設けられているが，さ
らなる議論の時間はサイエンスディスカッションにあてられ，
講師の方と個人的にお話ができた．
よーし，たくさん学んで吸収するぞぉ！！と気合いを入れて

席についた．この日のレクチャーは，
■「はやぶさ試料分析からはやぶさ２に向けて」（大阪大学・

顫山明先生）
太陽系史にわたる小天体の内部・表層活動史の考察を可能にす
るはやぶさの試料分析のお話が聞けた．
■「気候の維持と変動における大気海洋相互作用の役割」（京
都大学・根田昌典先生）
熱帯域や中緯度の大気海洋相互作用や，その素過程について学
んだ．
■「これからの地学教育・防災教育」（産業技術総合研究所・
植木岳雪先生）
学校における地学教育をどう充実させることによって，地学に
興味をもってもらえるか，また，地学を専門とする教員の増進
にもつながる体制づくりにはさまざまな工夫が必要だというこ
とが改めて実感され，問題意識がたくさんあった．
■「ダイナミックな変動をとらえる―どのような方法で何がわ
かるか？」（京都大学・辻健先生）
干渉SAR解析による地殻変動のモニタリングや地震探査から地
殻内部の応力を知ることなどについてお話しされた．沈み込み
帯のmega-splay faultの性状について考察するツールや手法は
とても興味深い．
■「学生に伝えたい『研究倫理』」（NHKエデュケーショナ
ル・村松秀先生）
論文捏造に関する衝撃的なお話から始まり，世界の研究者の研
究体制や姿勢など，知らない側面がたくさんあった．
■「Cross-border:研究分野と国境を越えて」（高知大学海洋コ
ア総合研究センター・氏家由利香先生）
研究分野を途中で変えること，外国に留学・研究の環境を変え
ることはときに非常に勇気がいり，難しいかもしれない．しか

し，彼女の話を聞いて，柔軟
に環境を変えて，思い切って
方向転換すると，まったく違
うものが見え，いままでやっ
てきたことも生かせて大きく
新たに前進できることがわ
かった．とても魅力的なお話
だった．

レクチャーのあと，サイエン
スディスカッションでは，個人
的に質問・議論したいことを胸
に各講師のもとへ赴き，お話が
できる機会が設けられた．先生

を囲って少人数のグループができ，みんな熱心に質問していた．
充実したレクチャー・議論がおわると，一息ついてまもなく

懇親会がキャンパス内の食堂のホールで開かれた．こちらは立
食形式で，アイスブレーカーのときよりももちろん人数も多い
ので，移動しながらいろいろな人と交流ができた．見渡すと，
学部生もたくさん参加しており，幅広い世代の方々がこのNYS
に参加している．とくに，学部一年生が来ていて感心した．彼
らの志が高いからこそだが，NYSが学生に将来の進路や興味の
矛先を幅広く検討する場を与えており，そういった意味でもこ
のイベントの意義が感じられた．ひょいととなりの人に「はじ
めまして」，人の合間をぬって「こんにちは！」いろんな方と
話ができた．出身の学部学科，大学院，研究室の個性的な話や
研究内容など，興味深い話をたくさん聞くことができた．同期
とはとくに気兼ねなく話すことができ，楽しかった．本当に
様々な研究をしている方がいて，同じ地球惑星科学という分野
だが，所属や研究内容，手法が実に多様だ．自分の普段知って
いる世界にとらわれていることに気づく・・．研究目的や意義
について，考える良い機会だった．二次会は不覚にも参加でき

浜橋真理
（東京大学大学院理学系研究科
地球惑星科学専攻修士1年）

ニューイヤースクールの思い出

院生コーナー



日本地質学会News 15（６） 17

講義のようす（顫山先生）

ができた．
私は「緊急時に研究者がするべきこと・してはいけないこ

と」，「科学のアウトリーチ」のテーブルに参加した．初めに前
者を選んだのは，正直自分でも答えがわからず，地震がきたと
きに研究者がどのような行動をとるべきか，地震発生後どのよ
うな説明が求められるか，みんなと議論したかった．緊急避難
場所の見直しと確認，発表される被害予想の過大評価の防止，
生じうる語弊に対する正統な判断など，決して簡単なことでは
ないが，一つ一つできることはなにか考えた．
「科学のアウトリーチ」というテーマでは，科学者と社会と

の間のコミュニケーションがどのようにとられるべきか話し
合った．自己満足の研究ではなく，広く人々に理解されるため
にはさまざまな工夫が必要である．いろいろな意見が出された
が，参加者はみな研究に誇りを持っており，研究が好きだから
この場（NYS）にいるのだと感じた．そうならば，社会に発信
したいと願う気持ちは強くもつべきであり，問題意識の矛先，
行動はおのずとついてくるはずである．モチベーションがあり，
みんなで力を合わせれば，アウトリーチに力を入れることは可
能だと思った．
最後に，各グループで出た意見をまとめ，全体で共有した．

東日本大震災では，非常に多くの方が犠牲になってしまい，今
後取り組まなければいけない問題はたくさんある．しかし一人
一人がどうにかしようと問題意識を持ち，行動を起こすことで，
全体で必ず大きく前進するはずである．その気持ちは会場にい
る全員で共有できていたと思う．希望を持って，今後の日本を
みんなで育てていきたい．

二日間（アイスブレーカーを含めると三日間）にわたるNYS
は幕を閉じた．とても充実した，実りの多い三日間だった．自
分の研究分野，環境から離れて，他の分野の研究者や同世代の
人と話す機会は本当に貴重なものだった．自分が何のために研
究をしているか，どのように社会に役立てたいか考えるきっか
けがたくさんあった．今後もこのようにふと立ち止まり，自分
の足元を振り返ることを忘れないようにしたい．また，これか
らもとくに同期のつながりを大事に，お互い助け合って切磋琢
磨していきたいと思った．
最後に，第10回NYSを主催し，企画してくださったNYS事

務局の皆様に，感謝の意を申し上げたい．三日間，いろいろな
場面で，本当にお世話になりました．どうもありがとうござい
ました．

なかったが，二日目のレクチャーやグループワークを楽しみに，
懇親会そして一日目のNYSは終了した．

NYS二日目．早くも最終日となってしまったが，この日は盛
りだくさんの内容だった．最初に昨日同様レクチャーとサイエ
ンスディスカッションが予定され，その後東日本大震災に関す
る特別企画，グループワークが行われた．
二日目のレクチャーもさまざまなテーマでおもしろい話をた

くさん聞くことができた．
■「光合成＝太陽から生命圏へのエネルギー移動機構の多様性
とそこから見える課題」（京都大学・宮下英明先生）
地球生命圏におけるエネルギーフローやカーボンフロー，生物
が担うエネルギー収支についてお話された．
■「断層の深部掘削研究―地震時に断層で生じている物理化学
的な素過程について―」（大阪大学・廣野哲郎先生）
台湾の集集地震で活動したチェルンプ断層掘削から明らかに
なったthermal pressurizationによる断層の動的弱化や，地震
時に断層で何が起きているのか講義された．
■「水循環における自然―人間相互作用：ヒ素汚染地下水の形
成機構」（大阪市立大学・増田晴恵先生）
世界の水の分布とその性質，バングラデシュを例に，その土地
の水を利用する人々との関係や影響について講義してくださっ
た．自然環境と人間の共生における問題はたくさんあり，それ
を科学的に評価することの重要性を改めて実感した．

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．
yhamada@eps.s.u-tokyo.ac.jp 濱田洋平（東京大）
gsc421511@s.okayama-.u.ac.jp 湯川弘一（岡山大）
12ND404L@mcs.ibaraki.ac.jp 細井　淳（茨城大）
3SC12024G@s.kyushu-u.ac.jp 佐藤峰南（九州大）

レクチャーが終わり，いよいよ特別企画の講演とグループ
ディスカッションの時間である．東日本大震災が発生してから
約10カ月がたっていた．甚大な被害を食い止められなかった原
因，今後につなげるべきこと，考え直さなければいけないこと，
みんなとじっくり考え話し合う貴重な機会だった．講演ではま
ず初めに，東京大学地震研究所の大木聖子先生が「アウトリー
チ担当から見た，科学者・メディア・社会の関係」という題で
お話しされ，つづいて室崎益輝先生が「専門家のリスクコミュ
ニケーション（市民との，専門家相互の）」という題で講義し
てくださった．人々を動かす「防災」のむずかしさ，情報の共
有と一人一人のリスク評価のすれ違いが被害の拡大につなが
る．さまざまな問題点が浮き彫りになった．何をどうすれば，
既存の知識を防災につなげられるか，また，間違っていた知識
をどう変えなければいけないか．いまこそみんなで考え，話し
合わなければいけない．
グループディスカッションでは，テーマごとにわかれ，それ

ぞれ「東日本大震災をなぜ想定できなかったか」，「東日本大震
災から新たに考え直すべきこと」，「科学のアウトリーチについ
て」，「緊急時に研究者がするべきこと・してはいけないこと」
について意見を出し合った．全員が積極的に議論に参加できる
ように大きな模造紙に自分の意見を書き込んだ．議論は白熱し
たが，もちろん好きなときに自由にほかのテーブルに移ること

議論に白熱するグループディスカッション



日本地質学会News 15（６）18

さる４月26日，東京神田の学士会館で「玉木賢策先生を
偲ぶ会」が開かれ，120人あまりの方々が集まり在りし日の
玉木先生の思い出話に花が咲きました．玉木先生が出張先
のニューヨークで突然亡くなられてから，早くも一年にな
ります．昨春，東北地方太平洋沖地震が起こった時に
ニューヨークへの機上にあった玉木先生は，国連での委員
会の席上で急な痛みを訴えられました．解離性大動脈瘤と
の診断で緊急手術となったとの報がまず入り，手術成功と
のしらせに安堵したところ，容態が急変され４月５日（現
地時間，日本時間６日）に亡くなられました．享年62歳，
あまりに突然のことでした．
玉木賢策先生は1948年10月１日生まれ，1974年３月に東

京大学工学部資源開発工学科を卒業されたのち，通商産業
省産業技術院地質調査所（当時）に就職されました．在職
中の1984年３月から１年間は米国ロードアイランド大学に
在籍してRoger Larson博士のもとで研究を行い，帰国後に
九州大学理学部から学位（理学博士）を取得されました．
1986年３月には東京大学海洋研究所（現大気海洋研究所）
の助教授に着任され，1994年に教授に昇任されました．海
洋研在職中には，深海調査研究計画委員会と海洋研研究船
運航委員会の委員長を歴任し，海洋研究開発機構と大学双
方の研究船の運航システムを現在の公募・審査の形に改め
られました．2004年４月に東京大学大学院工学系研究科の
教授へ転任され，2008年には新たに設立された同研究科エ
ネルギー・資源フロンティアセンター長に就任されました．
また，2002年からは国連大陸棚限界委員会の委員を２期９
年にわたり務められ，2010年３月からは外務省参与として
日本の大陸棚の延伸に尽くされました．亡くなられた時も
大陸棚限界委員会のためにニューヨークに滞在中でしたが，
一年後「偲ぶ会」が開かれた日の新聞各紙は「日本の大陸
棚延伸申請の一部が国連で認められた」と報じ，参加者は
玉木先生の最後の仕事の結実を見ることとなりました．
地質調査所在職中は，日本周辺の海域調査や中部太平洋

における深海底鉱物資源探査などに従事されました．特に，
日本海の地殻構造に関する調査結果は後に博士論文として
まとめられ，海洋研着任後に主導された地磁気観測のデー
タとあわせ，1989年の国際深海掘削計画（ODP）第127次
航海の日本海掘削へつながるものとなりました．日本海の
拡大過程はここではじめて明らかになり，その後も東アジ
ア全域のテクトニクスや背弧リフト・海盆の形成モデルの

研究へと発展しました．海洋研究所着任後にまず取り組ま
れたのは，中部太平洋の発達史であり，マイクロプレート
の概念をいち早く導入されました．その後は国際中央海嶺
計画InterRidgeに深く関わり，日本での中央海嶺・熱水系
研究を牽引し，日本の顔として国際的に活躍されました．
2000年にはInterRidge国際オフィスを日本に誘致し，４年
間にわたり議長として計画の運営に尽くされました．その
間，インド洋，北極海，アデン湾と多くの国際共同航海を
主席研究者として実現し，多くの成果を挙げ，多くの学生
が育ちました．人類進化にも大変興味をお持ちで，アデン
湾の航海では中央海嶺とホットスポットの相互作用という
テーマだけではなく，海底堆積物を元にアフリカ地溝帯で
人類が進化していった時代の環境を復元するのだ，と人類
史の研究者とも熱心に議論されていました．工学部移籍後
は，鉱物資源に着目した熱水系の探査に軸足を移され，イ
ンド洋や伊豆小笠原を主な対象とされていました．国連の
仕事も増え，センター長としての仕事も多く，海洋研時代
ほど大航海を次々と，ということはなくなりましたが，船
でご一緒するとよれよれのTシャツに短パンにサンダルで，
とても嬉しそうに海底地形のモニタをのぞき込んでいた姿
が思い出されます．
科学以外の部分でも，常に最先端の動向をキャッチし取

り入れるということに熱心でした．音楽，食べ物，IT機器，
工学部に移られてからは経済動向なども良く話題にされて
いました．時代の先を読んで新しいものを取り入れては蘊
蓄を傾け，自慢するのがお好きでした．飄々として穏やか
で，学問においても日常においてもスタイリッシュであっ
た，というのが多くの人の認めるところであると思います．
一方で，どこどこが今は評判ですから食べに行きましょう
といったことをよく言う割には普段の昼食は何かひとつに
凝ると毎日そればかり，ご自慢のものも熱がさめるとすっ
かり置き去られ，次のものに目がいくといった面もありま
した．工学部に移られた時に理由を問われると「海洋研に
20年近くいて，もう飽きたんです」とおっしゃって，質問
した人はある種の韜晦

とうかい

もしくは冗談と受け取っていたよう
でしたけれど，私はそれがかなり本音だったのだろうと
思っています．いつも次の時代を見据えて新しい計画をお
持ちでした．国連の仕事は一区切りつきかけていたので，
最後の滞在となったニューヨークでもたぶん次の新しい何
かを考えておられたのではないかなあ，と思います．
他人の人生の選択には影響したくない，と常々おっ

しゃっていましたが，指導学生のみならず玉木先生の周囲
にいた多くの人が人生の様々な場面で様々な形で影響を受
けていたと思います．希有の才人であり，スタイリストで
した．出張が多く，亡くなられたのも出張先でしたので，
訃報に接しても，お別れの会が開かれても，どこかでまだ，
先生は長い出張中で，「いやー，今回は大変な目にあいまし
た．ところでニューヨークの病院の食事はどんなか知って
ますか？」って帰ってくるような気がしていました．今，
一年が過ぎて，ようやく少しずつ，ああ本当にもう玉木先
生はいないのだと思えるようになりました．教えていただ
いたこと，ずっと忘れません．

（沖野郷子）

追　悼

玉木賢策先生の
一周忌にあたって
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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）
日本列島と地質環境の長期安定性　2011年発行　会員価格500円（非会員600円）

国立公園地質リーフレットたんけんシリーズ（20部以上購入の場合割引あり）
１．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
２．屋久島地質たんけんマップ―洋上アルプスは不思議な地質がいっぱい―　2009年３月発行　会員価格300円
３．城ヶ島たんけんマップ―深海から生まれた城ヶ島―　2010年９月発行　会員価格300円

国立公園地質リーフレットシリーズ
１．箱根火山　2007年７月発行　会員価格1,000円（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117年学術大会講演要旨（2010年富山） 会員頒価4,000円，〒500円
第117年見学旅行案内書（2010年富山） 会員頒価2,800円，〒500円
第116年見学旅行案内書（2009年岡山） 会員頒価2,800円，〒500円
第115年見学旅行案内書（2008年秋田） 会員頒価2,500円，〒500円
第114年学術大会講演要旨（2007年札幌） 会員頒価4,000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



入　会　の　ご　案　内
　入会ご希望の方は下記の入会申込書を一般社団法人日本地質学会事務局へお送りください．
　入会には正会員１名の紹介が必要です．近くに紹介者となるべき会員がいない場合はその旨お申し出ください．また，申し込み
時には，初年度の会費を添えてお申し込みください．会員としての正式登録は，入会承認後，初年度会費の入金を確認した上で
行い，雑誌の送付（４月号から）を開始いたします．
　　申込書送付先：101－0032　東京都千代田区岩本町２－８－15　井桁ビル６F　一般社団法人日本地質学会
　　送金先：郵便振替口座　00140－8－28067　日本地質学会
　　会費（※１）年額：正会員 12,000円　（学部学生割引＊5,000円，院生割引＊8,000円【定収のない方に限る】　※２）
　　※１：学会費には地質学雑誌の購読料が含まれています．
　　※２：学部学生割引，院生割引を希望される方は，下記の割引申請欄に指導教官の署名，捺印をもらってください．

一般社団法人日本地質学会入会申込書 Application form for the Geological Society of Japan
　　　　　　　 太枠内のみにご記入ください（＊Official use only）

＊会員番号

氏名（ふりがな） Name in Japanese

年Year　　  月Mo　　  日Day 生born on

学歴 Academic career :

自宅住所 Home address : （郵便番号 Zip code　　　 －　　　　）

所属機関名称・所属機関住所 Affiliation with address : （郵便番号 Zip code　　　 －　　　　）
※　郵便物がきちんと届けられるよう，ご記入ください．

電話 Phone :

電子メール E-mail :

ファックス Fax :

電話 Phone :

電子メール E-mail :

連絡先 Correspondence:

□最終学歴　  □所属先学科名・部課名（掲載不可の場合は「○○大学○○学部」，「㈱△△△△社」までを必須項目として掲載）

□所属先住所　  □所属先電話・FAX番号　  □自宅住所　  □自宅電話・FAX番号　  □e-mail Address

Recommended by（name of member）　　　　　　　　　　　　　　　　　 Signature

会員名簿の掲載項目：2年に1度，会員名簿を発行しています．氏名・所属先は掲載必須項目です．下記の項目について掲載を拒否
する項目には □ にチェックを付けてください（チェックが無い項目は掲載承諾いただいたものとします）．

興味専門分野：あなたの興味専門分野を教えてください．3つまで選択することができます．（該当する項目に○印を付けて下さい）

専門部会：現在，下記の13の専門部会があり活動しています．専門部会に参加ご希望の方は登録をお願いします．所属希望の部会を3つ
　まで選択することができます．（該当する項目に○印を付けて下さい）

＊受付（　　　　年　　　月　　　日）　　　　＊入金（　　　　年　　　月　　　日）　振替・現金・銀行・他

＊承認（　　　　年　　　月　　　日）　　　　＊送本（　　　　巻　　　　号）

紹介者名（正・院生会員）

学部学生割引・院生割引申請欄：運営規則に基づき会費の院生割引を申請いたします．

上記本学の学生につき，　□　学部学生　・　□　定収のない院生（研究生）  〔いずれかにチェックをつけてください〕
であることを証明いたします．

指導教官　所属：　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　印

1．地域地質 2．層序 3．堆積地質  4．現行地質過程  5．海洋地質  6．構造地質
7．岩石 8．火山 9．応用地質 10．環境地質 11．情報地質 12．古生物 13．第四紀地質

  1．層位   2．堆積・堆積岩   3．古生物   4．構造地質   5．火山・火山岩   6．深成岩   7．変成岩
  8．鉱床地質（金属・非金属）   9．鉱床 10．鉱物 11．燃料地質 12．地熱 13．第四紀 
14．環境地質 15．都市地質 16．土木地質 17．土質工学 18．水文地質 19．探査地質 20．土木工学
21．情報地質 22．地震地質 23．海洋地質 24．地球物理 25．地球化学 26．地質年代学 27．地理
28．地学教育 29．考古 30．その他 40．地球惑星

印

□　自宅  Home □　所属機関  Office

ファックス Fax :

学校 High school 年卒業 Year completed

大学 University 学部 Faculty 年 月 卒業（見込み）Year completed

大学 Univ. 研究科 Fac. 年 月 修了（見込み）Year completed

大学 Univ.

修士 Master :

博士 Doctor : 研究科 Fac. 年 月 修了（見込み）Year completed

Sex: □ 男 Male　 □ 女 Female　 Country:

ローマ字表記 family name first name

＊会員種別　　□正会員  （□学部学生割引  ・  □院生割引）
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