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概　　要

今大会では，２件の公開シンポジウムを行

い，発表は合わせて15件であった．また，国

際ワークショップで10件，今大会からの新し

い試みとなった，アウトリーチセッションで

11件の発表があった．一般発表は，11件のト

ピックセッション，20件の定番セッションに

対して，口頭発表312件，ポスター発表220件

の申し込みがあった．総発表申込総数は568

件に上った．なお，４件の講演は都合により

キャンセルとなり（R８-O-４，T10-O-６，

R10-O-７，R７-P-４）．ポスター発表に対す

る優秀ポスター賞の選考は，各日ごとに審査

が行われ，毎日結果が発表され，石渡会長ら

より優秀ポスター賞の賞状と記念品の授与が

行われた．

会場内には企業・団体の展示コーナー（12

件：株式会社蒜山地質年代学研究所，ライカ

マイクロシステムズ株式会社，石油資源開発

株式会社，メイジテクノ株式会社，高知コア

センター，NPO法人ジオプロジェクト新潟，

独立行政法人海洋研究開発機構，東北大学グ

ローバルCOEプログラム「変動地球惑星学

の統合教育研究拠点」，株式会社地球科学研

究所，ジーエスアイ株式会社，カールツァイ

スマイクロスコピー株式会社，山陰ジオパー

ク推進協議会）が設けられた．また，書籍等

の展示・販売については，株式会社朝倉書店，

一般社団法人京都大学学術出版会，株式会社

テラハウス，株式会社古今書院，地学団体研

究会，関西地図センター，株式会社ニチカに

出店いただき，多数の書籍等が展示販売され

た．

初日は，一般発表のほか，学会各賞の表彰

式と記念講演が実施された．式では，学術交

流協定のために来日頂いた大韓地質学会会長

兪　剛民氏，大阪府立大学学長　奥野武俊氏

よりそれぞれご挨拶を頂いた．夕刻からは，

恒例の懇親会が大学生協食堂において盛大に

催された．

２日目は市民講演会，シンポジウム，一般

発表，ランチョン，夜間小集会，就職支援プロ

グラム，国際ワークショップ「The Geology

of Japan」，10回目の小・中・高校生徒「地

学研究」発表会，本大会からの新しい試みと

なるアウトリーチセッションが行われた．

就職支援プログラムでは，６つの企業・団

体からのご参加をいただき，各ブースでは終

了間際まで熱心に説明を受ける学生の姿も見

られた．「地学研究」発表会では，中学・高

校あわせて13校16件の発表があった．

３日目はシンポジウム，一般発表，ラン

チョン，夜間小集会が行われた．

2012年９月15日から17日まで，日本地質学

会・大阪府立大学共催のもと，大阪府立大学

中百舌鳥キャンパスを主会場として，日本地

質学会第119年学術大会（大阪大会）を開催

した．地質情報展は，日本地質学会・産業技

術総合研究所地質調査総合センター・大阪市

立自然史博物館の共催のもと大阪市立自然史

博物館・花と緑と自然の情報センターにおい

て開催した．学術大会の参加者は，852名

（招待者を含む）［内会員713名，非会員139名］

であった．

大会は，３日とも残暑の厳しい日々で夕方

には激しい雷雨もあったが，盛況のうちにす

べての行事を終えることができた．

今大会も，近年同様，準備・運営業務のか

なりの部分をコンベンション会社に委託し

た.会場の設営・運営という学術大会の主要

業務を，昨年同様準備段階から一手に引き受

けてもらえた. また，事前参加登録業務は，

昨年同様旅行会社を仲介せず，学会サーバー

上に設けた参加登録システムを通じて行うこ

ととなった．今後，以上の業務のノウハウや

問題点を引き継いでいくことで，さらに効率

的な大会運営が可能になるものと期待され

る．

巡検および巡検案内書の作成は，近畿支部

会員を中心にそれ以外の方々のご厚意とご協

力により企画・立案して実施した．プレ巡検

やポスト巡検初日は天候に恵まれず，大雨警

報（土砂災害警戒情報）のため１コースで巡

検が中止になったほか，多くのコースで雨天

の中での実施となった．しかし，ほぼすべて

のコースで定員に近い，あるいは定員を超す

参加者を得て，充実した巡検となった．展示

パネル，展示ブースなどについては，多くの

企業や研究機関にご協力いただいた．また，

堺市観光コンベンション協会からは財政的な

援助をいただいたほか，地質情報展と市民講

演会は科研費補助金を使用させていただい

た．さらに，市民講演会は大阪府立大学創基

130年記念事業として，大学より財政的援助

をいただいた．なお，本大会の普及事業であ

る地質情報展，市民講演会，小さなEarth

Scientistのつどい，教員向け巡検は，以下の

団体の後援をいただいた．大阪市教育委員会，

堺市教育委員会，大阪府，大阪市，堺市，

NHK大阪放送局，毎日新聞社，朝日新聞社，

読売新聞大阪本社，一般社団法人全国地質調

査業協会連合会，関西地質調査業協会，（地

質情報展のみ後援）日本ジオパークネット

ワーク．

以下に大会の概要を報告し，参加者ならび

関係していただいた多くの皆さまに感謝申し

上げる．

市民講演会は「地震・津波・地盤災害～知

ること，伝えること～」と題し，３名の講師

を迎え開催された．講演会には270名を超え

る市民の参加があり，昨年に続き，市民の地

震・津波被害への関心が極めて高まっている

ことが感じられた．巡検は，大阪だけでなく，

和歌山から鳥取にいたるまで広く10コースが

予定されていたが，悪天候のため1コースが

中止となった．

このほかに，東日本大震災復旧復興にかか

わる調査・研究事業報告のポスター展示，地

学教育委員会主催の理科・地学教科書展示解

説が，ポスター会場である学術交流会館で，

会期中行われた．また，地質情報展は，大阪

市立自然史博物館・花と緑と自然の情報セン

ターにおいて９月15日（土）～17日（月・祝）

に開催された．

日　　程

年会の日程概要は，普及行事等も含めて次

のとおりであった．

■９月15日（土）
・名誉会員・50年会員顕彰・学会各賞表彰

（15：30-16：30；Uホール白鷺）

来賓挨拶：兪　剛民　大韓地質学会会長

奥野武俊　大阪府立大学学長

・受賞記念講演会（16：40-17：30；Uホール

白鷺）

日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ：山

本伸次会員「とことんやってみる：変態科

学と私」

日本地質学会賞受賞記念講演：木村　学会

員「地質学の自然観」

・懇親会（18：00；大学生協食堂）

・一般発表：ポスター（９：00-18：00，コ

アタイム12：30-13：50；学術交流会館）

・一般発表：口頭（９：00-15：15；B３棟）

・理科・地学教科書展示解説（８：45-18：

00；学術交流会館）

・東日本大震災復旧復興にかかわる調査・研

究事業報告のポスター展示（8:45-18:00；

学術交流会館）

・企業等団体展示（９：00-17：00；B３棟）

・地質情報展2012おおさか－過去から学ぼう

大地のしくみ（13：00-17：00；大阪市立

自然史博物館はなと緑と自然の情報セン

ター）地質学会展示：地学オリンピック／

惑星地球フォトコンテスト入賞作品展示ほ

か

■９月16日（日）
・シンポジウム「上町断層の地下構造と運動
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大地のしくみ（９：30-17：00；大阪市立自

然史博物館はなと緑と自然の情報センター）

地質学会展示：地学オリンピック／惑星地

球フォトコンテスト入賞作品展示ほか

・巡検

A班；山陰海岸におけるジオパーク活動－

大地と暮らしのかかわり－（９/18-19）

B班；兵庫県南東部，川西－猪名川地域の

超丹波帯と丹波帯（９/14）

C班；和泉山脈西端部：和泉層群と中央構

造線（９/18）

D班；中新世の室生火砕流堆積物（９/18）

E班；古琵琶湖層群における新・旧鮮新－

更新統の境界（９/18）

F班；領家帯青山高原地域の変成岩類およ

び花崗岩類（９/14）

G班；紀伊半島西部の秩父帯・黒瀬川帯

（９/18-19）

H班；紀州白亜系四万十帯美山層のメラン

ジュ変形構造と温度圧力履歴（９/18：

荒天のため中止）

I班；GISをつかってみよう（９/18）

J班；地学教育：大阪の津波碑と地盤沈下

対策（９/17）

懇　親　会

第119年学術大会（大阪大会）の懇親会は，

大会初日の９月15日（金）大阪府立大学の生

協食堂において，180人の出席者を得て盛大

に開催された．

受賞式・記念講演会終了直後の激しい雷雨

のため，参加者の懇親会会場への移動が遅れ，

予定よりやや遅れて18：15ころ，司会者（大

会事務局長　石井和彦）は開会宣言をした．

最初に石渡　明 会長よりご挨拶をいただい

た後，同日午前中に，本学会との学術交流協

定の継続締結をおこなった，大韓地質学会，

Yu，Kang-Min会長（Yonsei Univ．）より，

両学会の交流発展を願う日本語を交えたご祝

詞をいただいた．Yu会長は京都大学で学位

を取得された由．大韓地質学会からは，Yu

会長とともにCho Moon-sup 副会長（Seoul

National Univ．），Choi Weon-hack 事務局長

のお二人もご臨席された．

歓談の宴は，前川寛和 大会実行委員長の

乾杯の発声により，賑やかに始まった．しば

らくして各賞受賞者および名誉会員の方々

に，順にご登壇いただきスピーチを頂戴した．

懇親会も終盤にさしかかる頃，次回大会開催

予定地の東北大学箕浦幸治氏から，震災から

立ち直った東北の状況を是非皆さんにお見せ

したいという，次年度大会に向けた力強い決

意表明があった．そして，学会長の大会実行

委員会に対する謝辞の後，司会の閉会宣言に

よって定刻の20：00にお開きとなった．

参加された方々に対して，十分なおもてな

しはできなかったかもしれませんが，短い時

間ながらも，料理とお酒を楽しみつつ，有意

像―都市域伏在活断層の地質学―」（９：

00-12：00；Uホール白鷺）

・市民講演会「地震・津波・地盤災害～知る

こと，伝えること～」（14：30-17：00；U

ホール白鷺）

・一般発表：ポスター（８：45-18：00，コ

アタイム13：00-14：20；学術交流会館）

・一般発表：口頭（８：45-18：00；B３棟）

・アウトリーチセッション（８：45-18：00，

コアタイム13：00-14：30，17：00-18：

00；学術交流会館）

・専門部会等ランチョン５件（12：00-13：

00；B３棟）

地質学雑誌編集委員会/応用地質部会/海洋

地質部会/堆積地質部会/地域地質部会・

層序部会合同

・夜間小集会５件（18：00-19：30；B３棟）

南極地質研究委員会/環境地質部会/地質学

史懇話会/おおさかのジオアーケオロ

ジー/超深度海溝掘削（KANAME）

・理科・地学教科書展示解説（８：45-18：

00；学術交流会館）

・東日本大震災復旧復興にかかわる調査・研

究事業報告のポスター展示（８：45-18：

00；学術交流会館）

・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（10

校15件；学術交流会館）

・国際ワークショップ「The Geology of

Japan」（14：30-18：05；第３会場）

・就職支援プログラム（出展企業６社，14：

30-18：00；学術交流会館）

・企業等団体展示（９：00-17：00；B３棟）

・地質情報展2012おおさか－過去から学ぼう

大地のしくみ（９：30-17：00；大阪市立自

然史博物館はなと緑と自然の情報センター）

地質学会展示：地学オリンピック／惑星地

球フォトコンテスト入賞作品展示ほか

■９月17日（月・祝）
・シンポジウム「西日本の海溝型地震と津波

を考える」（９：00-12：00；Uホール白鷺）

・一般発表：ポスター（８：45-18：00，コ

アタイム13：00-14：20；学術交流会館）

・一般発表：口頭（８：45-18：00；B３棟）

・専門部会等ランチョン３件（12：00-13：

00；B３棟）

古生物部会/構造地質部会若手の研究発表

会/岩石部会

・夜間小集会４件（18：00-19：30；B３棟）

地質技術者教育委員会/構造地質深い定例

会/炭酸塩堆積学に関する懇談会

・学術大会の改革：オープンディスカッショ

ン（18：00-19：30；第５会場）

・理科・地学教科書展示解説（８：45-18：

00；学術交流会館）

・東日本大震災復旧復興にかかわる調査・研

究事業報告のポスター展示（８：45-18：

00；学術交流会館）

・企業等団体展示（９：00-17：00；B３棟）

・地質情報展2012おおさか－過去から学ぼう

義な情報交換や老若交流を展開していただけ

たとすれば幸いです． 懇親会に参加された

会員の皆様を始め，会場設営や受付等をご担

当された方々に対しまして，深く感謝申し上

げます．

（担当　石井和彦）

優秀ポスター賞

15日（土）（２件）

T2-P-1 「岩手県西和賀町周辺奥羽脊梁山脈

の前期～中期中新世テクトニクス」細井　淳

ほか

R20-P-10 「霞ヶ浦を構成する２湖沼（西

浦・北浦）における過去500年間の環境変遷

比較」畑中雄太ほか

16日（日）（３件）

T5-P-3 「東北沖日本海溝に沈み込む遠洋性

粘土質堆積物の地震性高速すべり挙動」澤井

みち代・廣瀬丈洋

R8-P-1 「北海道天塩中川地域，蝦夷層群に

おける上部白亜系砕屑性重鉱物の化学組成」

西尾真由子・吉田孝紀

R19-P-4 「地学教科書における続成作用の

記述と砂岩の続成作用を教えるための氷塊を

使った実験」廣木義久

17日（月）（３件）

R14-P-7 「走査型電子顕微鏡（SEM）を用

いた断層破砕帯の定方位試料の微細組織観

察」亀高正男ほか

R15-P-6 「非造礁性六射サンゴにおける出

芽による無性増殖様式と群体形成」千徳明日

香ほか

R15-P-12 「ニュージーランドカンタベリー

堆積盆地における鮮新－更新統の貝形虫化石

群集を用いた古水深変動の復元」中村めぐみ

ほか
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地質学雑誌編集委員会
会場：第５会場

世話人：山路　敦・秋元和實

地質学雑誌の編集委員会は，普段はメール

で議論しているが，連合大会と地質学会年会

では委員が集まって会議を開いている．今年

も，大阪府立大学で開催された年会において，

９月16日にランチョンのひとつとして委員会

を開催した （出席者11名）．

冒頭に，年２回のface to faceの会議であ

ることから，出席者が自己紹介した．議事の

前に，山路委員長から，地質学会執行理事会

の状況が紹介された．その中で，投稿論文の

査読後の修正期間を90日間にすることが承認

され，出版規則が変更されたことが報告され

た．

以下に，正副委員長提案の５議題と委員会

提案の３議題について，検討した内容を報告

する．

１）編集規則の改定

特集号の巻頭言のページ制限を最大２ペー

ジとすることが承認された．

２）通常号掲載論文のPDF公開

受理後ただちにすることを理事会に提案す

ることにした．

３）地質学雑誌掲載論文が取りやすい賞につ

いて

新たに賞を創設するよりも，現行の論文賞

と奨励賞の選考基準に，レビュー論文（総説）

および充実した記載論文（論説・報告）を加

えるよう，基準の調整を理事会に提案するこ

とにした．

４）非会員の投稿の受け付け

オープン化によってインパクトファクター

をつけてもらいやすくなることも考えられる

が，学会員の権利との関係も考慮しなければ

ならないので，継続審議とした．

５）郵送原稿の取り扱い

問題点を紹介して，意見交換した．

６）地質学雑誌編集出版規則（2011.６.１制

定）の名称変更

投稿者に必ず目を通してもらうための手立

てを議論した．その結果，規則の内容は改訂

せず，文書の名称に「投稿」の文言を加え，

「地質学雑誌投稿編集出版規則」などとする

方向で理事会に提案することにした．さらに，

ホームページに「地質学雑誌投稿編集出版規

則を参照して，原稿を作成してください．」

の一文を入れることにした．

７）著作権について

問題になった事例を基に，意見交換した．

８）査読依頼の英文のテンプレート

編集委員がScholarOneを通じて査読依頼

のメールを出すとき，そのテンプレートを

ScholarOneが作成してくれるが，現状では

和文メールのみである．英文のテンプレート

も作成してもらえるか，検討することにした．

（副編集委員長　秋元和實）

も生じていないため，当面，本セッション

は継続する．

・来年の大会ではジオパークのセッションが

開催される予定であるが，学術的な講演は

地域地質・地域層序セッションで行うのが

望ましい．

・昨年度は地域地質・地域層序セッションで

のポスター発表順を試験的に専門別にした

が，一部で「地域地質」の意味が薄れると

いう意見があったため今年は従来通り地域

順に戻した．特に問題がないようだったの

で，来年度も地域順で行う予定である．

２）ジオパークについて

・いわて三陸ジオパーク構想，南三陸海岸ジ

オパーク構想，伊豆半島ジオパーク構想に

ついて，進捗状況の報告があった．県と市

で，活動・取組にやや温度差が見られる場

合がある．

３）各賞選考について

・ここ数年，本部会から候補者を推薦できて

いない．地域地質・地域層序部会として，

地質図の提示や層序の組立てがしっかりな

されている論文を評価し，推薦していくよ

うに努力する．部会の各賞推薦人だけでな

く，他の幹部からも積極的な推薦が望まれ

る．そして，各部会から２件以上の推薦を

目指す． （内野隆之）

海洋地質部会
会場：第２会場

世話人：荒井晃作・芦　寿一郎・小原泰

彦

大会中日の９月16日（日）の12：00～13：

00に行われた海洋地質部会ランチョンには23

名が参加し，海洋地質に関する情報交換と議

論を行った．IODP（統合国際深海掘削計画）

に関してJ-DESC執行部会からの報告及び

2013年度以降の新しい動きに関する紹介が

あった．2011年東北地方太平洋沖地震に関す

る調査状況と今度の研究に関する報告があっ

た．さらに，現在建造中の淡青丸の代船に関

する紹介がされた．その後，東京大学大気海

洋研究所，海洋研究開発機構，高知大学海洋

コア総合研究センター，東海大学，石油天然

ガス・金属鉱物資源機構，産業技術総合研究

所の各機関における海洋調査に関する情報交

換が行われた．

ここ数年では，ランチョンへの出席者も微

増傾向にある．IODPのコア試料の利用に関

して意見交換もあり，時間いっぱいまで議論

がなされた．今後も海洋地質に関する情報共

有や意見交換の場としてランチョンを続けて

いきたい．特に，若手の研究者も気軽に参加

できる場となるよう工夫したい．

【審査委員】

15日（土） 内山　高，芦　寿一郎，片岡香

子，野田　篤，田村嘉之，小嶋

智・清川昌一，石井和彦

16日（日） 荒井晃作，河村知徳，矢島道子，

水上知行，能美洋介，山路　敦，

村田明広，伊藤康人

17日（月） 平山　簾，和田穣隆，氏家恒太

郎，須藤　宏，岡田　誠，秋元

和實，井龍康文，石井和彦

ランチョン

9月16日（日）12：00-13：00

地域地質部会・層序部会合同
会場：第１会場

世話人：内野隆之・岡田　誠

出席者：永広昌之，天野一男，岡田　誠，

松原典孝，星　博幸，内野隆之

１．人事

地域地質部会（＊新任）

部会長：天野一男（茨城大学）

行事委員：内野隆之（産総研）＊

連絡係：斎藤　眞 （産総研）

国際・対外委員：小嶋　智（岐阜大学）

災害対応：木村克己（産総研）

各賞推薦人：尾崎正紀（産総研）

企画編集：野田　篤 （産総研）

層序部会

部会長：永広昌之（東北大学博物館）

行事委員：岡田　誠（茨城大学）

連絡係：星　博幸（愛知教育大）

国際・対外委員：高橋雅紀（産総研）

各賞推薦人：柳沢幸夫（産総研）

企画編集：上野勝美（福岡大）

地球惑星連合大会コンビーナ：束田和弘

（名古屋大学博物館）

２．報告・議論

１）セッションについて

・定番セッション（地域地質・地域層序，地

域間層序対比と年代層序スケール），ト

ピックセッション（地質情報の利活用）と

もに発表数は例年より増加した．今年はジ

オパーク関連のセッションがなかったが，

地域地質・地域層序セッションで，もう少

しジオパーク関連の講演があっても良かっ

た．特に，ジオパークについては，ジオ

パーク運営組織や関連大学，行政機関等の

予算による年代等のデータが多数得られて

いると思われるので，積極的な講演が望ま

れる．

・地域間層序対比と年代層序スケールセッ

ションについては，第四紀の分野との切り

分けという問題もあるが，現状では一定の

講演数を維持できており，また大きな問題
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応用地質部会
会場：第６会場

世話人：小嶋　智・須藤　宏

実施日程　平成24年９月16日

12：10～13：00

参加者　　10名

■討議内容

１）応用地質部会の専門部会登録とメーリン

グリストへの登録

２）大八木則夫名誉会員

３）地質技術者委員会の発足

４）応用地質学部会の今後の活動

■討議結果

１）会員の専門部会への登録者が少ない実態

が伺われ，出席者へ学会HPからの専門部

会・メーリングリストへの登録について案内

した．

２）大八木会員は，特に地すべりを専門とす

る応用地質学分野と関連性の高い会員であっ

たことから，応用地質部会としても意義深い

ことである．

３）地質技術者教育委員会が，昨年12月から

JABEE委員会と継続教育委員会が統合され

て活動していることを紹介し，応用地質部会

としても活動を支援したい．

４）今後の活動については，

・応用地質学会部会主催のセッション，シン

ポジウム，巡検等をについて環境地質部会，

関東支部，他学会（日本応用地質学会，地

盤工学会，地すべり学会，砂防学会，地下

水学会等）との連携を模索し，検討してい

くことを確認した．例えば，他学会との共

催セッションなどは，他学会員の発表も取

り込むことができる点で有益である．

・応用地質部会員の関心の高い「地震」「津

波」等のテーマに対する取り組み，「津波

堆積物に関する講習会」（仙台大会で予定）

等，純地質学から応用地質学への展開等，

企業からも参加しやすい企画についても検

討していくことが望ましい．

・地質技術者に求められているCPD取得の

ための広報活動も積極的に行う必要があ

る．

などが討議された．

堆積地質部会
会場：第７会場

世話人：片岡香子

堆積地質部会ランチョンは大会２日目に開

催され，部会活動に関する報告と情報交換が

行われた．参加者は20数名程度であった．主

要なものは，部会幹事からの報告，各定番

セッションについて世話人からの報告，

JPGU・堆積学会・有機地球化学シンポ・

IASなど堆積学関係の学会・シンポジウムの

情報や活動報告，準備状況の説明であった．

9 月17日（月）12：00-13：00

古生物部会
会場：第１会場

世話人：平山　廉

日時：2012年９月17日（月）12：00～

参加者：平山，生形，入月，太田ら7名

議題

・古生物セクションの発表件数（特に口頭）

を増やすにはどうしたら良いかについて議

論がかわされた．ポスター発表だとポス

ター賞の選考対象となることもあり，学生

はそちらに流れる傾向が強い．さらに学会

員でないと発表できないこと，年会費や大

会参加費が学生にとってやや高額なため入

会や大会参加の障害となっていることなど

が指摘された．

・来年の地質学会は東北大学で開催されるこ

ともあり，古生物関係者に発表をより積極

的に呼びかけることが 議論された．

構造地質部会若手の研究発表会
会場：第２会場

世話人：大坪　誠（産総研）・山田泰広

（京都大学）・氏家恒太郎（筑波大学）

構造地質部会ランチョンとして若手の研究

発表会を企画し，東京大学大学院博士課程3

年の濱田洋平さんに，「断層物質からよみと

く地震のすべり」のタイトルで講演していた

だいた．

「地震発生メカニズムの解明」という構造

地質部会でホットな研究分野において，若手

研究者である濱田さんから，断層面における

温度上昇とそれに伴う諸現象の記述が地震時

の断層滑り挙動を理解する上で極めて重要で

あることを紹介していただいた上で，濱田さ

んが研究されている，断層物質解析からの断

層すべり解析への定量的アプローチやIODP

NanToroSEIZEによって掘削されたコア試料

への適用成果などを講演していただいた．

ランチョン会場（第２会場）は構造地質部

会員をはじめとする多くの学会参加者で埋め

尽くされ，濱田さんの講演に対してランチョ

ン参加者を含めて楽しくざっくばらんに議論

を行ったり，講演者の濱田さんからランチョ

ン参加者に疑問を問いかけたり，と盛況で

あった．

構造地質部会では，来年度の地質学会でも

同じような形で若手の研究発表会の開催を検

討しているところである．

岩石部会
会場：第３会場

世話人：水上知行

出席者：角替（部会長）・中野（新広報委

員）・水上（行事委員）・Wallis・榎並・

小林・豊島・Satish-Kumar・北野・吉本・

鳥海・外田・馬場・足立・河上・平原・

加々島・青矢・小山内・廣井・西山・岡本

・池田（敬称略） 計23名

１．部会役員の更新

角替部会長から，広報委員について辻森会

員から中野会員への交代が提案され，承認さ

れた．また行事委員について同様に水上会員

の継続が提案され，承認された．

２．連合大会セッション「変形岩・変成岩と

テクトニクス」

岩石部会からのセッションコンビーナーに

ついて乾会員から河上会員への交代が提案さ

れ，承認された．

３．部会推薦に関する報告

本年度は各賞推薦委員会への応募は行わな

かった．部会長より，積極的な推薦を願いた

いとの呼びかけがあった．また，蟹沢聰史先

生を名誉会員へ推薦した旨報告があった．

４．その他の報告

西山会員より地球惑星教育分科会で進めら

れている参照基準の作成について近況報告が

あった．Wallis会員より，地球惑星連合刊行

のジャーナルが来年度策定予定であること，

およびIsland Arc誌の名称変更について報告

があり，それぞれ岩石部会員が積極的に関わ

るよう呼びかけがあった．

５．学術大会改善に関する意見収集

水上会員から広報委員会主催「日本地質学

会学術大会の改革：オープンディスカッショ

ン」の趣旨説明がなされ，岩石部会としての

意見収集が行われた．
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きゅう」の運航計画と，IODPの次期体制に

ついて報告があった．現在のIntegrated

Ocean Drilling Programは2013年10月から

International Ocean Discovery Programに

引き継がれ，JOIDES Resolutionを運航する

USIO，「ちきゅう」を運航するJAMSTEC，

目的に応じて傭船するECORDが，別々に研

究航海を実施する体制となるそうである．続

いて金川久一（千葉大学）が，今年10月から

来年1月にかけて実施予定の南海トラフ掘削

（IODP Exp．338）の概要，日程，乗船研究

者などについて報告した．集会終了後堺東駅

近くで開催した懇親会には，学生・院生25名

を含む老若男女約50名が参加して，意見交換

等をして交流を深めた． （金川久一）

地質学史懇話会
会場：第５会場

世話人：会田信行・金　光男

出席者13名

八尾　昭氏の『“放散虫革命”と日本列島

の地史』と芝川明義氏の『大阪の地学教育

戦後からの変遷』の２件の講演が行われた．

八尾氏は“放散虫革命”（石垣・八尾1982）

の話からはじめ，放散虫研究史の特徴，それ

に関連してプレートテクトニクスの受容時期

はいつごろかについて話された．放散虫化石

の報告は日本では1926年に江原眞伍が最初

で，1938年には藤本治義が三波川帯から発見

している．プレートテクトニクスが普及する

1960年代末，中・古生代放散虫による近代的

な研究が開始された．1970年代後半から

フィールドにおいてプレートテクトニクスの

実証的検討が始まり，放散虫革命へとつな

がった．研究の急速な進展はプレートテクト

ニクスを作業仮説としたものであり，1980年

代の早い時期に日本の堆積岩複合体が付加体

であることを明らかにした．よって，放散虫

革命の視点からは，多くの地質学者は1986年

頃よりもっと早い段階でプレートテクトニク

スを受容していたと結論される．

芝川氏は戦後の学習指導要領の変遷，大阪

府下の高校の現状，大阪府高等学校地学教育

研究会の活動の歴史，大阪府教育センターの

変遷と現状，2013年度以降の高校地学につい

て，を順に報告された．戦後の学習指導要領

は1961年の改訂の時が地学必修の最も良い時

期だった．その後ほぼ10年間隔で改訂が進み，

2011年が最も新しい．高校で地学が設置され

るかは，大学受験でどの程度地学で受験でき

るかにかかっている．大阪では中学校卒業生

の数が1987年度14万人強から2009年度７万人

に半減した．これに伴って高校の統廃合が進

んだ．教員の採用もこの間少なかったことも

あり，50歳以上の教員が全体の54％を占める．

地学教員の採用は1992年が最後でそれからな

かったが，2010年から合格者が出ている．地

学教育研究会は1950年に設立され，夏期研修

会，高校生対象研修会（気象予報士講習会）

おおさかのジオアーケオロジー
会場：第２会場

世話人：渡邉正巳・松田順一郎・趙　哲

済・井上智博・小倉徹也・別所秀高

島根大会での特別セッションを加えると，

今回で13回目の開催となった．

大阪は梶山・市原（1972）による「大阪平

野の発達史」以来，考古学に根付いた地学的

研究（ジオアーケオロジー）が実践されてき

た地域である．また，世話人の多くも，大阪

でジオアーケオロジーを実践してきた．本年

は世話人を中心とした８名（趙　哲済：（公

財）大阪市博物館協会 大阪文化財研究），松

田順一郎：鴻池新田会所，井上智博：（公財）

大阪府文化財センター，辻本裕也：パリノ・

サーヴェイ（株），大庭重信：（公財）大阪

市博物館協会 大阪文化財研究所，別所秀

高：鴻池新田会所，小倉徹也：（公財）大阪

市博物館協会 大阪文化財研究所，辻　康

男：パリノ・サーヴェイ（株）（以上講演順））

が「学史」，「地学と考古学との関わり方につ

いてのまとめ」のほか，ケーススタディーと

して地形復元，植生復元，土壌微細形態学の

現状や可能性などについて，大阪平野内の遺

跡を対象とした講演を行った．

講演者を含め19名と，近年では最も多い参

加者数であった．多くの方に参加して頂いた

にもかかわらず，議論に時間を割くことがで

きなかったことが惜しまれた．

超深度海溝掘削（KANAME）
会場：第４会場

世話人：木村　学・金川久一・斎藤実篤

９月16日18：20～19：00に，平成21～25年

度新学術領域研究「超深度掘削が拓く海溝型

巨大地震の新しい描像」（略称KANAME）

の進捗状況と今後の南海トラフ地震発生帯掘

削に関する情報交換を目的として，標記の夜

間小集会を開催した．参加者は約50名であっ

た．まず領域代表者で前日地質学会賞を受賞

した木村　学氏（東京大学）から，成功裡に

終了した日本海溝掘削，今後行われる予定の

南海トラフとコスタリカ沖の掘削の研究成果

も加えて，残る１年半の研究期間に最大限の

研究成果を挙げるべく奮起を促す，挨拶が

あった．その後倉本真一氏（海洋研究開発機

構）から，今年度から来年度にかけての「ち

夜間小集会

9月16日（日）18：00-19：30

南極地質研究委員会
会場：第１会場

世話人：本吉洋一・外田智千

参加者：35名

１．第53次（2011～2012年）南極観測夏期

地学調査の報告

第53次のセール・ロンダーネ山地における

夏期野外調査について，菅沼悠介（極地研）

から報告があった．今回は，３万年前以降の

氷床変動の解明を目的として，モレーン原や

岩盤の表面露出年代測定を目的としたサンプ

リングを重点的に行った．サンプリングサイ

トは250点にのぼった．今回もドロンイング

モードランド航空網（DROMLAN）を使っ

て直接調査地に空路アクセスし，合計100日

間の調査を行った．今後，調査結果とサンプ

ルの解析を通じて，過去のCO2分圧，氷床融

解，海面上昇などの変動履歴を明らかにして

いく．

２．将来計画について

第VIII期南極観測計画（第55次～第57次；

2013～2016年）の策定について，現状の報告

と科学的評価をクリヤーした地質関連の３件

の調査計画の概要説明が研究代表者からあ

り，今後の計画策定について議論した．第53

次では観測船「しらせ」が昭和基地に接岸で

きず，今後も引き続き厳しい氷状が想定され

ることから，第55次以降での夏期沿岸調査や

内陸でのオペレーションを見直さざるを得な

いこと，そのため，エンダビーランドの調査

は第VIII期での実施は困難で，第IX期（第58

次～；2016年～）に先送りされたこと，残り

２件（セール・ロンダーネ山地，昭和基地周

辺）については，第VIII期内での実施を前提

に，研究代表者に対して計画書（改訂版）の

提出を依頼中であることが示された．

南極観測の計画がプロジェクト制に移行し

た関係で，個人レベルでの計画の申請はでき

るようになったが，今後も学会コミュニ

ティー等でのバックアップは重要であり，研

究集会等を通じて議論していく方針を改めて

確認した．

３．シンポジウムについて

2012年11月～12月に予定されている「第３

回極域科学シンポジウム（11月26～30日）・

第32回極域地学シンポジウム（11月29日～30

日），場所：極地研」，ならびに，「二次イオ

ン質量分析計（SHRIMP II）を用いた共同

研究に関する研究集会（12月１日），場所：

極地研」についての案内があった．
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119年年会記事（大阪大会）

辻さんの講演風景（渡辺撮影）



て実施した．上町断層は，大阪堆積盆地の中

央を南北に走る，大阪大都市圏を通過する活

断層であり，断層が活動した際は，大都市圏

での大きな地震災害規模になることが想定さ

れる．したがって，上町断層の地下形状や活

動性評価の高度化は，地震災害の軽減にかか

わっても，重要な課題である．大阪堆積盆地

は中央構造線，有馬―高槻構造線，六甲―淡

路断層帯，生駒断層に挟まれ，上町断層はそ

の中央を南北に走り，この地域の構造発達史

を考察する上でも重要な断層帯である．シン

ポジウムでは，上町断層帯の変動地形学的研

究の現状と課題を浮き彫りにして，地質学的

課題である地下構造や構造発達史の材料をひ

もときながら，シミュレーション等を含めて，

現時点で集積されている上町断層の地質学的

実態を明らかにすることを目的とした．最後

に，その運動によって起因される強震動の予

測に関する情報を紹介することとして，下記

の構成で実施された．世話人は竹村恵二（京

都大学）・三田村宗樹（大阪市立大学）・末

廣匡基（阪神コンサルタンツ）で，シンポジ

ウムが進められた．

はじめに：竹村恵二・三田村宗樹・末廣匡

基

上町断層研究の歴史と課題：竹村恵二・三

田村宗樹・末廣匡基

活構造からみた大阪堆積盆地における上町

断層帯の性格：岡田篤正

上町断層周辺の地下構造（反射法探査か

ら）：末廣匡基・横田　裕

重力異常からみた上町断層および大阪堆積

盆地の構造（招待）：井上直人ほか

深層ボーリング資料からみた上町断層の活

動性：三田村宗樹

ボーリングデータベースからみた上町断層

変形帯と活動性：北田奈緒子ほか

個別要素法を用いた撓曲構造復元シミュ

レーション；上町断層南部地震探査断面に

みられる撓曲構造解釈への応用：楠本成寿

（招待）

上町断層の活動による強震動：岩田知孝

（招待）

総合討論

短いシンポジウム時間ではあったが，1995

年の阪神・淡路大震災後の調査研究の進展を

含めて，上町断層帯の地表表現と分布，ボー

リングや地盤データベースを用いた地下での

変形，基盤構造との関係がまとめられ，断層

構造の解析へのあらたな手法の導入等が紹介

された．また強震動予測についての現状も紹

介され，「上町断層の地下構造と運動像―都

市域伏在活断層の地質学」にふさわしい内容

となった．今後も，これらの個別の研究課題

での研究の進展が図られるとともに，地震災

害軽減のための貴重な情報の収集とその発信

が必要だとの感を持った．

（竹村恵二）

の開催や会報の発行等を行っている．

両氏の講演要旨は地質学史懇話会会報に掲

載される予定です． （会田信行）

環境地質部会
会場：第６会場

世話人：田村嘉之・風岡　修

9月17日（月）18：00-19：30

地質技術者教育委員会
会場：第１会場

世話人：山本高司（地質技術委員会委員長）

第２回地質技術委員会が大阪大会３日目の

夜間小集会で開催された．議題は，１．各大

学におけるフィールド教育の現状と課題，２．

地質系企業における近年の採用状況と震災を

うけての変化，３．地球惑星科学大学教育分

科会報告，４．大学間のフィールド教育の連

携，５．今後の取り組み方針（フィールド教

育・新たな技術者資格制度）であった．参加

者が少なかったため，事前にメールにて大

学・研究機関の委員にはフィールド教育の現

状と課題について，企業関係の委員には近年

の採用状況と震災後の業界の状況変化につい

てアンケートを実施した．

フィールド教育の現状としては，各大学の

スタッフやカリキュラムの関係で実施内容に

差がみられる．１年から継続的にフィールド

教育を実施し，４年の卒論時には地質図作成

を課している大学がある一方で，指導教官・

研究室によって野外調査はほとんどされてい

ない場合も多い．フィールド教育の課題とし

ては，スタッフ不足，移動手段，安全面，経

済面などの制約あげられる．また，就職先は

４年生では地質系企業に就職する学生は極め

て少ないのが現状である．大学間の共同教育

や単位の互換についてはほとんど行われてい

ない．

企業の地質系学生の採用状況は，ここ数年

は継続して採用している企業が多くなりつつ

ある．採用基準としてはフィールドワークを

主体とした卒論・修論を実施した学生を積極

的に求めている傾向にある．この点が大きな

ミスマッチを生んでいると言わざるを得な

い．東日本大震災を受けて，復興に関わる地

質調査の業務はかなり増加しているが，来年

度以降は設計・施工段階に入り減っていくこ

とが予想される．液状化・津波堆積物・原子

力関連の調査については，今後の政策方針で

不透明なところがあるが，地質技術者が求め

られる市場が増えることも予想される．その

他，地学教育を取り巻く環境として「参照基

準」の作成が進められていることが報告され

た．また，液状化マップに関しては今回の震

災を受けて見直す自治体が増えており，今ま

での工学的判定に対して地質的観点から考察

する必要性が示された．
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構造地質部会定例会
会場：第２会場

世話人：大坪　誠（産総研）・山田泰広

（京都大学）・氏家恒太郎（筑波大学）

夜間小集会において「構造地質部会定例会」

を開催した．定例会においては，

（1）事務局メンバー来年度更新案，

（2）予算，決算等，

（3）活動報告（日本の地質構造百選書籍出版

後の状況など），

（4）その他，

の議題を話し合った．

事務局メンバー来年度更新案，および，予

算*決算については，事務局からの報告内容

が承認された．

活動報告として，事務局から，（a）日本の

地質構造百選書籍出版後の状況に関して，出

版が５月の連合大会に間に合い，「日本の地

質構造100選WEB写真集」も公開したこと，

（b）地質学雑誌特集号「構造地質学と応用

地質学の接点」の進捗状況について，（c）地

質学雑誌編集委員の推薦について，等が報告

された．

その他の議題として，「構造地質部会を今

後どのように盛り上げていくか？」について

議論＊意見交換を行った．主に，（a）構造地

質学関連分野の研究成果を発信する場として

のJpGUと地質学会との立ち位置，（b）構造

地質学コミュニティとして今後力を入れてい

く研究スタンスや研究活動（研究において理

論＊フィールド＊実験をどのようにバランス

よく取り組んでいくか，夏の学校の企画をど

うするか，等），（c）若手研究者の育成，等

に関する意見が出され，今後も構造地質部会

内で議論することとなった．

学術大会の改革：
オープンディスカッション
会場：第５会場

世話人：星　博幸

（別途行事委員会記事　本誌P. 29頁参照）

炭酸塩堆積学に関する懇談会
会場：第６会場

世話人：松田博貴

シンポジウム

S1：上町断層の地下構造と運動像

―都市域伏在活断層の地質学―

（近畿支部企画）

2012年９月16日午前に，標記のシンポジウ

ムが開催された．シンポジウムは，大阪堆積

盆地の陸域に分布する上町断層帯を対象とし



S2： 西日本の海溝型地震と
津波を考える

（執行理事会社会貢献部会・
近畿支部合同企画）

近日報告予定

就職支援プログラム

地質学会では，就職希望の学生・院生が民

間企業・団体，研究機関と直接に情報交換で

きる場として就職支援プログラムを企画し，

今年で第６回目になります．本年度も大会２

日目の午後２時半から６時まで行い，民間企

業８社が参加しました．

まず，各社から業務内容や求める人材につ

いて５分程度のプレゼンテーションがあり，

その後に各社の出展ブースで個別に詳しい説

明や質疑応答が行われました．今年度は資

源・土木・測量・機器製作といった幅広い分

野の企業が参加されたこともあり，学生・院

生が希望の分野やその業界のことを熱心に聞

く姿がみられました．ただし，会場が講演会

場のフロアーの異なることや宣伝不足もあり

参加者は限定されているように思われまし

た．今後は就職担当の教員へのアプローチも

必要でないかと考えています．

このプログラムは来年度からは名前を変え

て，内容やプレゼンテーションの仕方など見

直していきたいと計画しています．これは，

経団連の「採用選考に関する企業の倫理憲章」

により企業の広報活動開始時期は12月以降と

されたことを考慮したもので，業界の現状や

採用状況等の情報提供を主に置き，幅広く地

質関連企業を紹介していくことを考えていま

す．この時期は，学生・院生は地質を生かし

た仕事に何があるのか，自分の将来設計も含

めて迷っています．その選択幅を広くするよ

うな情報提供が就職後のミスマッチを少なく

するものと思われます．

来年度は，就職希望の学生・院生の皆様に

は，ぜひご利用いただきたいと思います．特

に，学生を指導されている教官の方々にも，

会場に足を運んでいただき，企業の採用状況

について情報収集していただくとともに，学

生・院生の皆様に積極的な参加を呼びかけて

いただくようお願いいたします．

最後に，本行事に参加いただいた企業8社

の皆様，企画にご協力をいただいた賛助会員，

関連企業の皆様，および大会準備委員会・行

事委員に，改めて御礼申し上げます．

参加企業・団体一覧（申し込み順）

・石油資源開発株式会社

・川崎地質株式会社

・太平洋セメント株式会社

・株式会社ダイヤコンサルタント

・ジーエスアイ株式会社

・株式会社地圏総合コンサルタント

・地熱エンジニアリング株式会社

・アジア航測株式会社

（運営財政部会担当　執行理事　山本高司）

地質情報展2012おおさか
－過去から学ぼう
大地のしくみ－

「地質情報展2012おおさか」が，日本地質

学会と産業技術総合研究所地質調査総合セン

ター，大阪市立自然史博物館の共催のもと，

大阪市立自然史博物館・花と緑と自然の情報

センターで９月15日から17日までの３日間開

催されました．

今年の地質情報展は９月15日（土）が開会

式と一般公開，16日（日）と17日（月・祝）

が一般公開という形で開催されました．会場

は長居公園内という好立地に加え，普段から

お客さんが多い博物館ということもあり，過

去の地質情報展を大幅に上回る4,681名の

方々にお越し頂くことができました．一方，

地質学会会場から少し離れていたこともあ

り，学会関係者の参加は例年より少なめでし

た．

15日の開会式では，日本地質学会の石渡明

会長と産業技術総合研究所地質調査総合セン

ターの佃栄吉代表，関西地質調査業協会の荒

木繁幸理事長の挨拶がありました．また，韓

国地質学会のYu, Kang-Min会長，Cho,

Moon-Sup副会長，Choi, Weon-Hack事務局

長にも御出席していただき，大いに盛り上が

りました（写真１）．

【展示と解説のコーナー】は大きく分けて，

「大阪の地史・地質」，「地震・津波・地盤災

害」，「復興支援」，「再生可能エネルギー」，

「地質とふれあう」の５つで，計29種類の展

示・解説を行いました．コーナーの一角には，

大阪およびその周辺のシームレス地質図を床

張りで展示しました．多くの方々が足を止め

て，自分の住んでいる地域の地質はどのよう

なものからなっているのか，凡例を参照した

り，係の者に質問したりしていました．大き

な地質図の上を歩きながら自分の住んでいる

地域を専門家と一緒に探してみることで，記

憶に残り理解も深まったことと思います．さ

らに，シームレス地質図の隣には150万分の

１スケールの地質ジオラマ模型を置き，どの

ように地質図が作られるのかを理解してもら

いました．このジオラマ模型は手動の発電機

により電車を走らせることができる工夫がな

されており，子供たちだけでなく大人にも人

気でした．また，地震や津波についての関心

度はやはり高く，南海トラフの巨大地震や大

阪の直下型地震について多くの質問を受けま

した．その他，ジオパークや東日本大震災以

降注目を集めている再生可能エネルギーの展

示の人気が高かったようです．

【体験コーナー】では，「実験水路で津波

を起こしてみよう！」，「地盤の違いによる地

震の揺れ実験」，「石を割ってみよう！」，

「ペットボトルで地盤の液状化実験」，「自然

の不思議：鳴砂」，「グラブ採泥器を使ってマ

ンガン団塊を採ろう！」，「パソコンで地学ク

イズにチャレンジ！」，「ポップアップカード

を作ろう！」，「自分だけの化石レプリカをつ

くろう!」の９種類を用意しました．【体験

コーナー】は終始多くの方々で賑わっていま

したが，中でも「自分だけの化石レプリカを

つくろう!」は開始前から行列ができるほど

の人気でした．今回用意した化石レプリカは，

アンモナイト，三葉虫，巻貝ビカリアの3種

類で，みなさん夢中になって化石の石膏模型

を作っていました（写真2）．また，「実験水

路で津波を起こしてみよう！」や「ペットボ

トルで地盤の液状化実験」など，自分で手を

動かして，五感を動員して「やってみる」こ

とによって地質災害の起こる仕組みを理解し

てもらいました．

【地質学会のコーナー】は「ジオ写真展」，

「ジオルジュ紹介」，「地学オリンピックの紹

介」がありました．中でも「ジオ写真展」が

人気で，ダイナミックな写真を前に多くの

方々が足を止めて見入っていました．また，

【地質標本館がやってきた！】のコーナーで

は「地質なんでも相談」と「ミュージアム
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各ブースでの説明の様子．



ら説明した．弾性波速度低下のインバージョ

ン解析から検出される中・下部地殻の粘性低

下領域が，海洋プレートスラブからウェッジ

マントルへの水供給によって引き起こされ，

歪集中帯としてGPS観測で検知されるという

最新知見を盛り込んだ内容であったが，「地

殻応力天気図」という表現でイメージを掴む

工夫を施すなど，大変啓発的な講演であった．

三田村氏は，第四紀層の分布図に基づいて，

近畿大都市圏が軟弱地盤上にあることへの聴

衆の理解を促し，「揺れの増幅」と「長周期

の揺れの継続」という地盤特性を解説した．

さらに，東日本大震災の震源域と被災地の地

理的配置と比較しながら，予想される巨大地

震発生域と大都市圏が近いという関西エリア

の特徴を指摘し，「太平洋沿岸の深刻な被害」

と「短時間の津波襲来」という災害特性を述

べた．その後，ボーリング情報に的を絞り，

地質学的な観察・記載に基づいて，どのよう

に過去の環境を復元し地下構造を推定する

か，浅層と深層のデータ毎に丁寧に解説した．

地盤と地震の関係については，兵庫県南部地

震の大阪平野での地震動が１～２秒と６秒前

後という二つの卓越周期を示しており，それ

ぞれ家屋の倒壊と大型構造物（石油貯蔵タン

クや超高層ビル）のダメージを引き起こすも

のであることを指摘した．最後に，人工地盤

が液状化など地震動が誘発する地盤災害に極

めて脆弱であること，人工地盤は臨海に限ら

ず旧河道・ため池・谷地形などを埋め立てた

内陸域にも存在することを強調した．地質学

がどのように防災に貢献するかを幅広い層の

聴衆に紹介する，貴重な講演であった．

総じて，難解な専門用語や高度な理数系知

識に依拠せず，聴衆にとって身近な興味ある

例を用いて研究の最前線を体感してもらう工

夫が施されており，レベルの高い「市民講演」

であった．特に「自然災害・防災」をキー

ワードとした地質学の社会貢献という見地か

らは，講演順に「海洋地質調査のレベルの高

さとその重要性」「地震発生メカニズムの複

雑さとその重要性」「地盤構成要素の多様さ

とその重要性」について，聴衆に貴重な情報

を提供したものである．

（伊藤康人）

法人大阪府立大学

後援：大阪市教育委員会，堺市教育委員会，

大阪府，大阪市，堺市，NHK大阪放送

局，毎日新聞社，朝日新聞社，読売新聞

大阪本社，一般社団法人全国地質調査業

協会連合会，関西地質調査業協会

司会進行：伊藤康人（大阪府立大学）

講演１．金田義行（海洋研究開発機構・技術

研究統括）：将来の地震津波災害にどう

備えるか～過去の巨大地震大津波からの

教訓～

講演２．飯尾能久（京都大学防災研究所地震

予知研究センター・センター長）：内陸

地震はどうして起こるのか？

講演３．三田村宗樹（大阪市立大学大学院理

学系研究科・教授）：近畿の地盤特性と

地震時の挙動

９月16日（日）14：30－17：00に，大阪府

立大学なかもずキャンパスのUホール白鷺で

「市民講演会」が開催された（参加者270名）．

今年の市民講演会は，開催地での地震災害に

対する関心を考慮し，地震・津波・地盤災害

に造詣の深い研究者に講演を依頼した．

金田氏は，南海トラフで発生が予想される

巨大地震に関心が高まる中，東日本大震災の

経験に学ぶことの重要性を強調し，巨大な津

波を引き起こしたメカニズムを，海底地形・

地震探査・潜水艇による表層変位観察などの

データを駆使して具体的に解説した．また，

大都市圏で深刻となる広域複合災害のシミュ

レーションから，いかにして長周期地震動や

液状化現象による被害を軽減するかについ

て，研究の現状を紹介した．さらに，巨大地

震発生時に損害を最小限に食い止める早期警

戒システムについて，海底地震計データ伝達

網や水圧計による津波モニタリングなどの例

を述べた．講演は高度な映像データを自在に

用い，津波襲来時の防潮堤越波シミュレー

ション（例として釜石市の防潮堤破断が示さ

れた）など具体的な事例に則った興味深いも

のであった．特に海域については，素晴らし

い地下探査データが多数披露されていた．

飯尾氏は，内陸地震が海溝型巨大地震とど

のように異なるかを平易に解説した．兵庫県

南部地震についてどのような科学的検証が行

われてきたかを例に取って，地震断層の地表

観察・余震分布の意味・地震の繰り返しによ

る変動地形の形成など，具体的な研究内容を

述べた．次いで，内陸地震の起こるメカニズ

ムを「プレート運動による歪の蓄積」と「局

地的な歪の集中」をキーワードに解説し，

「なぜ地表で顕著な活断層が見つからない地

域で地震が発生するのか？」という未解明の

問題を紹介した．そして，地殻深部の「やわ

らかいところの変形」（延性変形）で表層の

歪集中と破壊が生じる，という地震発生帯形

成メカニズムの作業仮説を，数値シミュレー

ションと山陰地方の地震活動事例を示しなが

グッズ及び地質調査総合センターの出版物販

売」がありました．「地質なんでも相談」で

は顕微鏡で砂の観察もしてもらいましたが，

顕微鏡を楽しそうに覗く子供たちの姿が印象

的でした．

このように，今年の地質情報展も子供から

一般の方々まで，幅広い方々にご来場いただ

きました．３日間ではありましたが，たくさ

んの方に楽しみながら「地質」を学んでいた

だけたと実感しております．

（産業技術総合研究所　今西和俊）

市民講演会

「地震・津波・地盤災害
～知ること，伝えること～」

主催：一般社団法人日本地質学会，公立大学
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写真１　開会式の様子．奥から佃GSJ代表，

石渡地質学会会長，荒木関西地質調査業協会

理事長，Yu韓国地質学会会長，Cho韓国地

質学会副会長，Choi韓国地質学会事務局長．

床に貼っているのは大阪周辺のシームレス地

質図．

写真２　大いに盛り上がった化石レプリカの

様子．

写真３　第３回惑星地球フォトコンテスト入

選作品展示．



耶・榊原　暁・生田恭太郎・伊東万奈瑞・岩

本有加・岡本奈緒美・竹谷亮人・松下紗矢

香・渡邊有美・五百井悠一郎・石田裕樹・稲

岡大悟・長谷川真緒・藤原　奨・若園怜子・

玉田梨恵）

２．香川県坂出市のボーリングコアから産出

した完新世介形虫化石を指標とする古環境の

変化（高松第一高等学校；織田未希・中屋敷

彩・西江百加）

３．棚倉断層周辺の新第三系における堆積環

境の復元（水戸葵陵高等学校；星加夢輝）

４．白亜紀海底探検～１億年前，大阪は海の

底だった～（大阪府立清水谷高等学校自然科

学部；文山誠友・竹中勇介・中本光玲・佐々

木玲奈・竹内瑠希・高木健人・小篠尚之）

【奨励賞】

１．山陽帯フェルシックマグマ分化過程後期

におけるマフィックマグマの混染（兵庫県立

加古川東高等学校地学部角閃石班：新庄研

斗・友藤　優・瓜本拓也・黒田健太・成田花

菜・高田真里・藤田優希・大坪榛名・山根綾

子）

２．鉱物粉末の大きさによる色相変化の原因

（兵庫県立加古川東高等学校地学部条痕色

班；蓬莱明日・山本崇広・村主美佳・小松原

啓紀・高田千春・伊東万奈瑞・有働篤人・小

野友生奈・石田 薫・戎　秀梧・川勝太郎・

増井　瑞・増田宗利）

３．愛知県粟代鉱山の黄鉄鉱について（滋賀

県立彦根東高等学校；奥　裕輔・河野晋平・

上林恵太）

【発表会参加校】

大阪府立岸和田高等学校，大阪府立清水谷高

等学校，大阪府立港高等学校，大阪府立堺東

高等学校，大阪教育大学附属高等学校天王寺

校舎，城星学園高等学校，大阪市立新北島中

学校，兵庫県立加古川東高等学校，滋賀県立

彦根東高等学校，高松第一高等学校，早稲田

大学高等学院，水戸葵陵高等学校，那須烏山

市立下江川中学校

（地学教育委員会　三次徳二）

理科・地学教科書展示解説

日本地質学会地学教育委員会では大阪大会

のトピックセッション「新学習指導要領の実

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～

大阪大会２日目に，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～がおこなわれた．年会における

発表会は９年前の静岡大会からおこなわれて

おり，今回の開催で，節目の10回目を迎える

こととなった．この発表会の目的は，地学普

及の一環として学校における地学研究を紹介

することで地学教育の奨励と振興を図ること

と，地学を研究する児童・生徒と研究者の交

流が進み，地球科学普及の一助となることで

ある．

今回の発表会もポスターセッション会場の

一角を本企画の会場として利用させて頂いた

ので，多くの会員の方にご参加頂けたものと

思われる．今回は久しぶりに関西圏における

開催であり，高等学校で地学が多く開講され

ている地域での開催でもあったので，前回の

水戸大会を超える13校（16件）の発表があっ

た．なお，大阪府内の学校からの参加は７校

であった．年会を開催する都道府県からの参

加校が多いことは，今回の特徴であった．

今回から優秀賞選考の審査基準と審査員が

変更となった．審査基準は，「研究の動機が

明確であり，問題点をはっきりととらえてい

るか」，「観察・実験から導かれたデータを基

に，結論が導かれているか」，「わかりやすい

ポスターとしてまとめられているか」の３つ

の観点である．一方で，発表（説明内容）に

ついては，加点していない．これまで，生徒

が参加して説明を行う学校に優秀賞が授与さ

れることがほとんどであったが，今回から，

学校行事等で説明する生徒が参加できなくて

も，研究そのものがすばらしく，ポスターの

説明がしっかりなされていれば，高い評価が

なされる仕組みとなった．また，これまで執

行理事の方々にお願いしてきた審査員は，今

回から理事の方々にお願いしている．任期２

年のうち，１回は担当していただけるように，

お願いしている．

全ての発表を審査した結果，下に示す４件の

発表に対して優秀賞が授与されている．また，

フィールドに根ざして研究している学校への奨

励賞については，下の３件に授与された．

最後となったが，審査にあたっていただい

た理事各位，大阪府内の学校の先生方，行事

委員会，会場校である大阪府立大学と近畿支

部の関係各位，さらに今回の発表会参加者に

謝意を表したい．

【優秀賞】

１．高級石材凝灰岩「竜山石」の特性をリサ

イクル商品に活かす（兵庫県立加古川東高等

学校地学部竜山石班；米今絢一郎・赤松沙

施で地学教育はどのように変わるか？」の開

催にあわせ，ポスター会場の一角をお借りし

て，新旧の高校地学教科書，新旧の小学校・

中学校理科教科書，改定された小・中・高校

の学習指導要領などを展示しました．いろい

ろの学校種・学年のさまざまな教科書会社の

教科書を比較してみる機会はあまりないと思

います．多くの会員の皆様に関心を持ってご

覧いただけたようで，展示の準備をしたもの

として感謝いたします．また教科書展示につ

いてご理解・ご協力をいただいた大阪大会準

備委員会と行事委員会の皆様にお礼申し上げ

ます．

展示会場では「このような教科書類を入手

するにはどのようにすればよいか」とのご質

問を多数いただきました．この場をお借りし

て，教科書類の入手方法について紹介させて

いただきます．

学校で使用する教科書はどこの書店でも購

入できるわけではなく，各地方の教科書取次

店で購入することになっています．取次店リ

ストなど詳細につきましては一般社団法人全

国教科書供給協会のホームページ（http://

www.text-kyoukyuu.or.jp/）から，各地方の

教科書供給所のホームページに行き，リンク

をたどって確認して下さい．一部の教科書取

次店は店頭販売や通信販売も行っています．

ネットの検索で「検定教科書購入」などの

キーワードで検索してみて下さい．

今後もこのような展示を行っていきたいと

思いますので，ご意見ご要望がありましたら，

地学教育委員会<main@geosociety.jp>まで

お寄せ下さい．

（地学教育委員会教科書展示担当　中井　均）

国際ワークショップ
「The Geology of Japan」

今回の国際ワークショップは，現在出版に

向けた準備が進められつつある書籍「The

Geology of Japan」を紹介し，その中身につ

いて議論する目的で開催された．これはイギ

リス地質学会が発行する「Geology Of …」

シリーズの一冊となるもので，アマチュア・

プロを問わず，日本に興味を持つ地質研究家

を読者層に想定した概説書である．日本の地

質の概要を英文で記述した書籍は，この20年

間出版されていない．「The Geology of
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者が自分達の担当する章の内容を中心に講演

が続いた．発表者とおおよその内容は以下の

通りである．石渡明氏（東北大学，第３章担

当）：オフィオライトその他のマフィック－

超マフィック岩の時空間分布と多様性，永広

昌之氏（東北大学，第２章a． 担当）：東北

日本と黒瀬川帯に見られる基盤岩類の概要，

中島淳一氏（東北大学，第７章担当）：地震

波トモグラフィーからわかる日本列島の地下

構造，宮崎一博氏（産総研地調，第２章e．

担当）：肥後および長崎をはじめとする九州

の変成岩類とその熱履歴，中島隆氏（産総研

地調，第４章 担当）：日本における花崗岩

類の時空間分布と同位体特性，Simon Wallis

氏（第２章c．担当）：対の変成作用をもた

らした三波川・領家帯のテクトニックなモデ

ル，木村学氏（東京大学，第２章d．担

当）：最近の四万十帯研究から得られた新た

な知見のまとめ．また，口頭発表以外に以下

のポスター形式の発表２件もあった．渡辺寧

氏（産総研地調，第10章 担当）：地質構造

と関連した金属資源の産状，小嶋智氏（岐阜

大学，第２章b．担当）：根田茂帯から阿武

隈帯を含む本州・四国の『古い』付加体の概

Japan」は，最新の研究成果を含むこれまで

の知見の蓄積を一つにまとめ，世界に向けて

発信する大きな役割を担うものとなるはずで

ある．その内容をより多くの方々に知ってい

ただき，参加者のコメントやディスカッショ

ンを通じてより良いものにしたいというのが

本ワークショップのねらいであり，本書を構

成する各章の執筆者を中心に，11件の発表が

行われた．

はじめに，ワークショップの発起人である

Simon Wallis氏（名古屋大学）が「The

Geology of Japan」出版企画の趣旨と経緯を

説明し，開会となった．

Moonsup Cho氏（ソウル大学）を皮切り

に講演が始まると，会場は聴衆でほぼ満席と

なり，参加者の関心の高さがうかがわれた．

韓国地質学会の副会長であるCho氏には特別

に講演をお願いし，韓国と日本の地質の関連

についてお話しいただいた（講演要旨を下記

に掲載）．引き続いて，磯崎行雄氏（東京大

学）による日本列島の形成モデルが紹介され

た．付加体の成長と構造侵食が繰り返された

とするこのモデルは，日本の地質を理解する

上で 重要な新説であろう．この後に，執筆

要．最新のデータを中心にしたものから長年

にわたる研究のレビューまで，スタイルは発

表者により様々だったが，いずれも多彩な内

容を簡潔にまとめ，わかりやすく参加者にア

ピールするものであった．講演の方は，

Wallis氏，奥平敬元氏（大阪市立大学），石

渡氏が交替で座長を務めてスムーズに会が進

行し，最後にディスカッションの時間が設け

られた．ここでは特に，「The Geology of

Japan」の最終章となる海外の地質研究家向

け巡検ガイドについて様々な意見が飛び交

い，にぎやかな雰囲気のうちにワークショッ

プは幕を閉じた．

若い学生を含む多数の会員にお集まりいた

だいたことで，開催の目的は大部分達成され

たと言っていい．参加者にとっても，日本の

地質学の現況を知る良い機会となったのでは

ないだろうか．学会をはじめご協力いただい

た多くの方々に感謝するとともに，ここで得

られた意見や要望を活かし，より良い形に完

成させた「The Geology of Japan」を出版す

ることで報いたいと願っている．

（熊本大学　小島知子）
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（2）永広昌之（東北大学総合学術博物館）：

歌津魚竜館大型標本レスキュー

東北大学総合学術博物館では，津波で被災

した南三陸海岸沿いの博物館の自然史標本レ

スキュー事業の一環として，南三陸町「歌津

魚竜館」の化石標本の救出・保全・修復作業

を行ってきた．また，これらの標本の意義を

広めるために，被災標本を中心とする巡回展

の開催や地元での展示への協力を行ってい

る．

２．福島第一原子力発電所事故に伴う除染に

関連した調査・研究事業３件

（1）榊原正幸（愛媛大学）：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

放射性セシウムにより汚染された水田にお

いて，カヤツリグサ科ハリイ属マツバイを用

いて効率良く除染するファイトレメディエー

ション実用化実験を，福島県農業総合セン

ター（郡山市）の圃場で実施した．実験の結

果，汚染水田からの放射性セシウムの除去に，

マツバイの利用が極めて実用的であることが

明らかになった．

（2）高橋正則（庄建技術株式会社）：微生物

による放射性物質の除染の実証試験

放射性物質の除染効果について，各種の実

証試験を旧緊急時避難準備区域内（福島第一

原発から30 km以内）において実施した．そ

の結果，用水中の放射性セシウムを除去する

方法として，モミガラによる除去方法が効果

的と確認された．この新しい除染技術は，除

染業務において発生する放射性物質を含む除

染水の浄化方法としての応用も可能となり，

除染現場において実用化された．

（3）上砂正一（環境地質部会）：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

放射線の測定方法・評価方法を検討する資

料を得るために，計画的避難地域に指定され

ている福島県飯舘村で現地調査を実施した．

放射線量測定は１m高よりも地表面での測定

が好ましく，平面探査では，微地形・表層地

質・植生条件によって測定地点を考慮しなが

ら絞り込み調査を行う地質汚染単元調査法が

有効であった．深度探査では，地表面より３

～４cm程度が放射性物質の影響範囲であっ

た．以上より，放射線遮蔽対策の施工管理に，

簡易測定の重要性が再確認された．

３．液状化に関する調査・研究事業

（1）卜部厚志（新潟大学災害・復興科学研究

所）：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

茨城県潮来市の日の出地区で発生した広範

囲にわたる宅地の液状化について，被害分布，

液状化要因，液状化深度の解明をおこなった．

ボーリング調査の結果，宅地造成の際の浚渫

砂は層厚２～５m程度であり，浚渫砂の層厚

が厚くかつ細粒な地域で液状化の被害程度が

大きいことがわかった．さらに，地表の噴砂

は粒度分布の特徴から，地表下３m以深から

もたらされた可能性があることがわかった．

シニア昼食会

大会に参加されたシニアの会員数名をお誘

いし，今回は大会最終日の17日に事務局主催

の昼食会を堺市内の「木曽路」で催した．地

元大阪の藤田名誉会員には会場のお世話をい

ただいた．当日会場に来られた方に気軽に参

加していただけるよう，掲示等で案内を出し，

直接お声をかけるなどして参加していただい

た．普段お会いする機会の少ない方々との思

いがけない出会いの楽しい歓談のひとときで

あった．

出席者（写真）：左から橋辺菊恵（事務局），

上砂正一，天野一男，藤田　崇，志岐常正，

吉田　勝，佐藤和志．（撮影）堀内昭子

2011年度日本地質学会
震災復旧・復興プラン
ポスター発表会

大阪府立大学で開催された日本地質学会第

119年学術大会（2012年９月15日～17日）に

おいて，2011年３月11日に見舞われた東北地

方太平洋沖地震に伴う震災復旧・復興プラン

の成果発表が，ポスター会場入り口の特別展

示エリアで３日間にわたって行われた．2011

年に公募を行い，８件の応募から６件が採択

されたものである．いずれの成果も，今年の

News誌に掲載済み（５号，８号），または掲

載予定である．以下，ポスター発表の概要を

紹介する．

１．標本レスキュー事業２件

（1）大石雅之（岩手県立博物館）：陸前高田

市立博物館地質標本救済事業

東北地方太平洋沖地震の津波により被災し

た陸前高田市立博物館所蔵の地質標本につい

て，「陸前高田市立博物館地質標本救済事業」

を実施した．全国の地質系学芸員や大学教官

等33名が８月と10月に樹脂製コンテナ255箱，

標本実数3,283点について，洗浄等の作業を

行った．平成24年も引き続き作業が行われて

いる．
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産品が多く使

われた夕飯が

出され，ジオ

談義で盛り上

がった．

２日目は香

美町の香住海

岸，今子浦，

新温泉町の但

馬御火浦，鳥

取市の鳥取砂

丘 を 見 学 し

た．まずは遊

覧船かすみ丸

に乗船．海か

ら見る大地の

風景もまた山

陰 海 岸 ジ オ

パークの売りの一つ．そしてやはり見ていた

だきたかったのが美人三姉妹船長のガイド術

（写真１）．操船しながらも途切れることがな

い流暢なガイドは何度聞いても飽きることが

ない．今子浦では，民間によるジオガイド養

成を行っているNPO法人たじま海の学校の

今井さんに解説していただいた（写真２）．

キレのあるトークであっという間に今井ワー

ルドに引き込む．但馬御火浦では地元漁師さ

んが解説．周辺のジオパーク的見どころ解説

のほか，ジオパークを活用した地域活性化の

取り組みなどについて熱く語っていただい

た．

以上のように，A班では人を結ぶリレーの

ような感じで各地を案内させていただいた．

ジオパークにおいて最も重要なのは活動する

地域住民の存在．参加された皆様にはそれを

十分理解していただけたかと思う．

（松原典孝）

【参加者の感想】

A班は１泊２日で山陰海岸ジオパークの

内，特に兵庫県北東部から鳥取県北東部を中

心とした地域を見学し，それぞれの地域の地

質とそれに根付く風土や文化，さらにはジオ

パークの活動戦略などについて見聞を深め

た．２日間とも雨予報だったが，２日目はな

んとか晴れ，美しい海岸地形や日本海を眺め

巡　検

★

９月18日（火）～19日（水）実施

案内者：先山徹（兵庫県立人と自然の博物

館）・松原典孝（兵庫県立コウノトリの郷公

園）・三田村宗樹（大阪市立大学大学院理学

研究科）

参加者：奥平敬元（大阪市立大学）・高橋直

樹（千葉県立中央博物館）・大木淳一（千葉

県立中央博物館）・河本和朗（大鹿村中央構

造線博物館）・佐藤　景（東北大学大学院理

学研究科）・小荒井衛（国土地理院）・布川

嘉英（栃木県立博物館）・足立奈津子（大阪

市立大学理学研究科）・畑中雄太（茨城大学

理学部）・佐藤尚弘（明治コンサルタント㈱）

【案内者の報告】

A班は「山陰海岸におけるジオパーク活

動－大地と暮らしのかかわり－」というテー

マで2010年に世界ジオパークネットワークに

加盟した山陰海岸ジオパークを巡検しまし

た．コンセプトは「ジオパークにおいて地

形・地質資源をどう活用しているか」「ジオ

パーク活動に地域住民がどうかかわっている

か」を見てもらうということであった．

１日目，大阪を出た我々は豊岡市の神鍋高

原，兵庫県立コウノトリの郷公園，玄武洞を

見学しました．神鍋山では，スキー場等に利

用されているスコリア丘（神鍋山）とスコリ

ア分布域でのクロボク土を利用した畑地，溶

岩流が作り出す滝の観光利用，溶岩のクリン

カーからの湧水などを見学した．お昼はジオ

グルメ“湧水を利用し育てられた鱒のフライ

定食”．皆さんご満足いただけたようであっ

た．玄武洞ではジオガイドさんに解説をいた

だいた．普段，一般の人へは多くを語らない

岩石であるが，ガイドさんの通訳によってい

かに魅力が増すかを理解していただけたと思

う．笑顔が絶えないのもジオパーク的！夜は

ジオパーク活動を応援してくれている宿に宿

泊．香住ガニ（ベニズワイガニ）など，地場

A班　山陰海岸におけるジオ
パーク活動－大地と暮らしのか
かわり－

ることが出来，山陰海岸ジオパークの魅力を

満喫出来た．

１日目は主に兵庫県の内陸地域で，第四紀

玄武岩質単成火山群の一つである神鍋スコリ

ア丘とその周辺のスコリア分布と畑作の関

係，神鍋溶岩流が作る地形と湧水の関係，コ

ウノトリと人間との共生について，観光地と

しての玄武洞を見学した．２日目は海岸沿い

へ移動し，遊覧船かすみ丸から香住海岸の地

形と地質を見学した。新第三紀北但層群で構

成される今子浦，但馬御火浦の地質と海産物

による地域作り，古砂丘と新砂丘からなる鳥

取砂丘も見学した．どのサイトも魅力的で

あったが，かねてから行ってみたいと思って

いた玄武洞の柱状節理には心を奪われた（写

真３）．

全体を通して特に印象に残ったのは，但馬

御火浦の地域作りである（写真４）．ジオを

活かした特産品を積極的に産みだし，それを

実際に商品化する流れは，私が関わってきた

茨城県北ジオパークにも是非とも取り入れた

いと思った．さらに，本巡検で口にした食材

の一つ一つが山陰海岸ジオパークのジオに結

びついていることも印象的であった．岩石海

岸の急峻な地形の海底で捕れる魚介類や、溶

岩流のフローユニット間から湧くおいしい湧

水で育ったニジマスなど興味深かった．

本巡検では，終始，どの時代のどの岩相に

A班：写真２．現地ガイドの案内で今子浦の

かえる島を見学．
A班：写真３：玄武洞での解説風景 A班：写真４：但馬御火浦でのジオパークを

活用した村おこしの取り組みについて地元漁

師さんが解説．

A班：写真１．かすみ丸遊覧船の三姉妹船長（初代と２代目）と

記念撮影．
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も関係なく露頭に暫く張り付く参加者と，そ

れを剥がすのに苦労する案内者がとても楽し

い雰囲気を醸していた．内容豊かな巡検を企

画して下さった案内者をはじめ，現地でガイ

ドしてくださった方々に感謝します．また，

夜，おいしいどぶろくなど地酒を飲みながら

様々な議論をして頂いた参加者の皆様にも心

より感謝いたします．

（畑中雄太　茨城大学理学部）

★

９月14日（金）実施

案内者：菅森義晃・小泉奈緒子・竹村静夫

参加者：伊藤　剛・今田耕二・鎌田耕太郎・

亀高正男・河尻清和・佐藤大介・竹村厚司・

都築　宏・西尾　光・浜橋真理・山口飛鳥・

鷲見浩司

【案内者報告】

B班では，兵庫県南東部，川西－猪名川地

域の超丹波帯と小動物を観察した．超丹波帯

には中生界の前弧海盆堆積物とされる地層の

存在が，川西－猪名川地域などで知られてい

たが，案内者らの最近の成果によって，これ

らの地層はペルム紀の付加複合体と解釈され

るようになってきた．本巡検では，超丹波帯

の岩相を効率よく観察することに主眼をおい

て，見学ルートを設定した．

午前９時半ごろ，新大阪駅を小型バスに乗

車して出発したが，渋滞に巻き込まれ，予定

よりもStop１への到着が遅れた．竹村静夫氏

が超丹波帯の概要を説明した後，Stop１で超

丹波帯猪名川コンプレックス中の珪質泥岩の

観察が行われたが，雨が降るのは午後からと

思っていた筆者の予想を裏切り，何人かの方

をずぶ濡れにさせてしまった（バスを降車す

る際，念のため雨具の準備を呼びかけるべき

であった）．しかし，Stop２～Stop６にかけ

ては天気が持ち直し，日差しが出ると暑いく

らいであった．Stop２，３，６は猪名川コン

プレックスの岩相（砂岩泥岩互層，破断砂岩

泥岩層，珪長質凝灰岩）を見学した．Stop３

の手前では，タヌキに似た小動物が我々を出

迎えてくれ，即席の小動物の撮影会が行われ

た．巡検終了後に竹村厚司さんから，この小

B班　兵庫県東南部，川西－猪
名川地域の超丹波帯と丹波帯

動物がニホン

アナグマであ

るとのレポー

トを寄せてい

た だ い た ．

Stop４では猪

名 川 コ ン プ

レックスとそ

の上位の超丹

波帯国崎コン

プレックスと

の境界を，当

日の雨で水位

が上昇してい

たが，ダム湖

の対岸から遠

望することが

できたが，時

間が押していたこともあり，一部の露頭につ

いては観察を断念した．Stop５では，国崎コ

ンプレックスの岩相（砂岩泥岩互層，苦鉄質

岩，チャート）を観察した．また，本巡検の

最後の観察地点であるStop７で丹波帯の岩相

を見学するはずであったが，雷雨のため観察

を諦めざるを得なかった．

案内者（菅森）の拙い説明等至らぬ部分が

あったかと思うが，参加者からいただいたコ

メントや議論は，今後の研究を進める上で大

変参考になった．そして，ロープで降りるよ

うな場所があったにもかかわらず，今回の巡

検がケガなく無事に終了できたことについて

は，何よりも幸いであり，参加者の皆さんの

ご協力に感謝する次第である．

ところで，SNSに巡検中の写真をアップ

ロードされた参加者がいることを巡検終了後

に知った．今後，紙面だけでなく，このよう

なSNSの発信力を学会や巡検にも有効に活用

していくことが求められていくのだろうと感

じた次第である．

最後に反省点を１つ．全員の自己紹介はし

ておくべきであった…

（大阪市立自然史博物館外来研究員

菅森義晃）

【参加者感想】

兵庫県東南部の川西－猪名川地域におい

て，B班の巡検が行われた．近年の成果から，

この地域の超丹波帯は猪名川コンプレックス

と国崎コンプレックスから成るペルム紀の付

加複合体であると解釈されており，本巡検で

は，主にこれらのコンプレックスの観察を目

的とした．

Stop１では河床に露出する，超丹波猪名川

コンプレックスの赤色・緑色珪質泥岩層を観

察した．案内者からこの露頭からペルム紀放

散虫が産出するとの説明があり，参加者はサ

ンプリングを行っていた．しかし，急な強い

雨により早めに露頭を離れることとなった．

Stop２では猪名川コンプレックスの砂岩泥岩

互層がみられる．砂岩層中には級化構造やコ

ンボリュート葉理などの堆積構造が観察でき

た．Stop３に向かう途中では，思いがけぬ途

中参加者である野生のアナグマと遭遇した

（案内者の菅森氏によって急遽Stop 2.5が設

定された）．Stop３では猪名川コンプレック

スの砂岩泥岩互層を観察した．この砂岩泥岩

互層は破断相を呈しており，砂岩岩塊が泥岩

中に含まれる様子も観察された．Stop４では，

ダム湖を挟んだ対岸側から，これまでに見て

きた猪名川コンプレックスと，同じく超丹波

帯の国崎コンプレックスとの境界部を遠景で

きた．Stop５では，まず国崎コンプレックス

の泥岩を観察した．この露頭から放散虫化石

が産出することが説明され，参加者がサンプ

リングを行っていた．その後，その付近にあ

る苦鉄質岩とチャートが露出する露頭に向

かった．かつては微化石を含むチャートも多

く露出していたとのことであったが，残念な

がらチャートの多くは露頭が人為的に削られ

たため失われていた．Stop６は，猪名川コン

プレックスの泥岩基質中に珪長質凝灰岩のブ

ロックが含まれる露頭である．これらの泥岩

と凝灰岩とで含まれる放散虫化石の群集構成

が異なると紹介され，その原因に関して議論

が行われた．当初はこの後に，丹波帯箕面コ

ンプレックスの露頭（Stop７）を訪れる予定

であったが，土砂降りの雨により観察ができ

なかった．しかし，バスの中で待機している

間に，案内者から巡検地域外の地質まで含め

て詳細な説明を聞くことが機会を得られたこ

とは幸いであった．

わずか１日ではあったが，各コンプレック

スを代表する岩相を紹介して頂き，研究史の

詳しい説明と合わせて，超丹波帯というもの

を把握できたと感じる．不安定な天候の中，

柔軟な対応により充実した巡検を実行して頂

いた．案内者の菅森氏・小泉氏・竹村先生に

深く感謝します．

（新潟大学自然科学研究科　伊藤　剛）
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B班：国崎コンプレックスの泥岩（Stop５）

を観察．

B班：集合写真（撮影したカメラ：竹村厚司氏所有．撮影者：菅森義晃）．

雷雨のためバス車内で集合写真を撮ることに…



９月18日（火）実施

案内者：宮田隆夫・安　弦善・猪川千晶

参加者：生野賢司，伊藤　孝，伊藤久敏，

小川正之，加藤　潔，清家一馬，小山俊之，

酒井　亨，佐野郁雄，澤畑優理恵，高山信紀，

田中伸明，徳橋秀一，中谷　剣，西岡芳晴，

鶴田　卓，野田　篤，氷高草多，平山　廉，

細谷正夫，森　宏（21名）

【案内者の報告】

2012年９月18日（火）に和歌山市北部から

大阪府岬町にかけた地域で中央構造線と白亜

系和泉層群についての巡検を行った．朝，台

風16号の影響による雨の中，参加者21名（当

日の欠席者１名を除く）が集まるのを待って

８時40分ごろ出発した．Stop１～Stop３に

は，ジオパークに関心をもつ和歌山県環境生

活部自然環境室の谷脇智和氏が見学に加わっ

た．巡検は雨が降ったりやんだりの空模様の

中を行った．中央構造線のアウトラインや和

泉層群堆積盆地の特徴，Stop地点の見どころ

などの説明は，天候の関係で，地質図等の図

面資料を回して見せながらバスの車内で行っ

た．

Stop１では，中央構造線の断層露頭と低位

段丘面を開析する河谷の変位地形を観察し

た．Stop２では，和泉層群の背斜構造を観察

し，褶曲の形態や中央構造線（主境界断層）

に対する褶曲軸の配列について討論を行っ

た．Stop３では，干潮時の波蝕台において，

おもに中央構造線の副断層と和泉層群の変形

構造（小規模な横ずれデュープレックス，ス

ランプ褶曲），堆積構造，珪長質凝灰岩を見

学した．地層の左水平隔離と断層面上の条線

を観察しながらその副断層の変位について議

論を行った．Stop４では，和泉層群中の小断

層とコダイアマモ化石，スランプ褶曲を見学

した．砂岩層（タービダイト）に見られるコ

ダイアマモ化石について，参加者の徳橋氏か

ら補足説明を受けた．さらにスランプ褶曲の

形成につても活発な意見が出され，有意義で

C班　和泉山脈西端部：和泉層
群と中央構造線

あった．Stop５では，和泉層群と大阪層群と

の傾斜不整合を見学した．その後，南海みさ

き公園駅で16時20分ごろ解散し，参加者の大

部分はこの駅から大阪方面に帰り，残りの６

名程が案内者とともに大阪府立大学まで戻り

巡検を修了した．

最後に，この巡検を行うに際し，和歌山県

環境生活部自然環境室，NPO南海せとうち

ジオガーデン，株式会社三笠建設および岸和

田観光バスの方々にはご協力をいただいた．

この場を借りてお礼申し上げます．

【参加者の感想】

中央構造線（MTL）は，中生代のアジア

大陸東縁部のテクトニクスを解明する上で鍵

となる大規模の横ずれ断層である．また，

MTLに沿って分布する和泉層群の堆積盆は，

宮田先生のご研究によって，プルアパート堆

積盆であったとみなされる．古今東西，日本

で横ずれ堆積盆の形成機構を研究する上で極

めて重要な場所と言えるであろう．

本巡検の見学地点は，白亜紀後期のMTL

の断層運動と和泉層群の形成機構，MTLの

第四紀後半の活動を短時間で垣間見るには欠

くことのできない見事な露頭ばかりであっ

た．今でも各露頭を鮮明に覚えている．この

巡検コースは，後世の地質学者のためにも残

されるべきものの１つではないだろうか．

特に，干潮時に現れる城ヶ崎海岸の波蝕台

の露頭は興味深かった．そこでは，和泉層群

のタービダイト相中のフルートキャスト，グ

ルーブキャスト，スランプ褶曲などの見事な

堆積構造のほかに，波蝕台南部では，新知見

の横ずれ断層沿いのデュープレックス様構造

をみることができる．案内書の小縮尺の図に

は，仮称として，城ヶ崎断層の名があったが，

果たしていつどのような機構で動いたのであ

ろうか？　非常に興味を注がれる．今後の安

さんと宮田先生の研究の進展に大いに期待し

たい．

バスの中でも，宮田先生は，これまでの知

見とそれらに基づく和泉堆積盆の形成機構を

講義し続け，我々参加者にタン・ルー断層系

の話までされ，アジアにおけるMTLの断層

運動の位置づけを鳥瞰的に理解させようとな

さっていた．お陰様ですばらしい一時を過ご

すことができた．宮田先生は，今年，36年間

お勤めになった神戸大学をご退職になられた

が，大阪市立大学の客員教授に就任され，ま

すますお元気で研究に熱心なご様子が見て取

D班：Stop３の露頭前C班

C班：城ヶ崎の和泉層群

C班：城ヶ崎の波蝕台にて．安さんの説明．

C班：和泉層群の露頭観察の様子

（Stop３，和歌山市城ケ崎）
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判断した．対岸からの遠望と河原の転石の観

察にとどめた．Stop２では火山豆石を含む異

質岩片の多い凝灰岩，その一部を浸食する細

粒凝灰岩および，黒曜岩レンズを含む溶結凝

灰岩を観察する予定であった．とくに，基質

の凝灰岩が流紋岩質であるのに対し，黒曜岩

レンズは最大長径80 cmに達する大きなもの

で，多くが輝石デイサイト質である．給源カ

ルデラのマグマ組成，マグマ溜りの構造を議

論する予定であった．

名阪国道脇の道の駅「針テラス」で昼食休

憩をとり，13：20に出発した，なだらかな花

崗岩からなる高原を北上した．バスの車内で

参加者による自己紹介があった．東北や四国

地方など，遠方からの参加者や，巡検コース

に出身地がある人などがわかった．

Stop３は奈良市街地に近い旧道沿いでの観

察であった．数㎝大の軽石を含む非溶結の火

砕流堆積物と，その一部を侵食する再堆積性

凝灰岩，凝灰角礫岩を観察した．Stop１での

堅固な溶結凝灰岩と対照的に，灰白色でやわ

らかく，ねじり鎌で露頭を削って観察した．

火砕流台地の上面に形成された谷部に，火砕

物からなる土石流や粒子の濃集した流れ

（hyperconcentrated flow）の堆積物が堆積

する．その後，停滞水域で細粒の凝灰岩が形

成される．停滞水域が決壊などで失われた後

に土石流を含む水流による粗粒な火砕物が供

給されるという変化を観察した．

また，下位の火砕流堆積物とされるものに

軽石の濃集部や粗粒な凝灰岩がレンズ状に挟

まれる産状をめぐって，議論があった．

Stop 3でも雨模様，さらにヒルの出現に悩

まされた．奈良公園とその周辺に生息する鹿

と湿潤で温暖な気候が影響しているものと思

われる．悪条件であったが，参加者の議論は

案内者に大きな刺激となった．感謝申し上げ

る．

【参加者の感想】

D班は奈良県に分布する室生火砕流堆積物

と石仏凝灰岩を見学した．これらの火砕岩は

紀伊半島に推定される中新世の巨大カルデラ

起源と考えられている．本巡検は日帰りでは

あったが火砕流堆積物の岩相変化を観察し，

噴火の規模や推移，火砕流の変遷を十分に見

学できた．見学地点は合計３カ所設けられて

おり，室生火砕流堆積物の噴出源に近いもの

から縁辺部へと見学地点が設定され，各地点

を順番に巡ることで火砕流のほぼ同時間面に

おける変遷を追うことができる．

Stop１では室生火砕流堆積物の基底から上

部への変遷とその岩相を観察した．大雨で

あったが，皆レインウェアを着たり傘を差し

ながらも強溶結岩相を観察した．ユニット区

分が難しいことなどの課題も含め説明を受

け，参加者からは次々に質問が出た．皆で虚

心坦懐に岩相変化やユニット境界を観察し

た．帰り道ではフィアメの中から二次流動の

証拠を見つけ出すことができ盛り上がった．

Stop２では天候はやや回復し，雨は小雨に

なった．しかしこれまでの大雨によって河川

は増水しており，見学予定である対岸の露頭

を間近で観察することができなかった．それ

でも折角なのでと河床に降り，遠目での露頭

観察を行った．間近で観察することはできな

かったものの，転石は表面が綺麗に磨かれて

いるため，灰色，黒色のフィアメなど内部構

造をきちんと観察することができた．遠目の

露頭観察でも層理面に発達する模様について

など活発な議論が行われた．

昼食後のStop３では室生火砕流堆積物の縁

辺部と考えられている石仏凝灰岩を見学し

た．林道に沿って火砕流堆積物とその再堆積

物を見ることができた．本見学地点の岩相は

明らかにこれまでとは様子が異なっていた．

火砕流堆積物は非溶結～弱溶結であり，内部

の軽石は扁平化していない．またここでは成

層構造の認められる再堆積物も見学できた．

一部では火砕流堆積物とその再堆積物が同一

層準に認められたが，これについては火砕流

台地が削られた所に再堆積物が堆積したもの

とのと説明を受けた．見学地の林道にはヤマ

ビルがたくさん出現するといったハプニング

があり，私を含む多くの参加者が足回りを中

心にヒルがついていないか，血を吸われてい

ないか度々確認していた．参加者はヒルに注

意しながらも，それでも草木を掻き分け露頭

を観察し，説明を受けると共に白熱した議論

が行われた．

私は東北日本のグリーンタフ（主に水中火

山岩類）を堆積学的に研究している．本巡検

は私が研究している東北日本と対の西南日本

であり，かつほぼ同時期（前期～中期中新世）

であることから，本巡検への参加を決めた．

私はこれまで陸上の火砕流堆積物や，その岩

相を丁寧に見たことがあまり無かったので，

この巡検は私にとって有意義なものになっ

た．特に陸上の大規模火砕流堆積物を縁辺へ

向かって岩相変化を観察できたことは，非常

に勉強になった．

本巡検は案内書の他に別途資料が多く用意

されていた．岩石スラブの表面を磨き綺麗に

見えるようにした標本も多数用意されていた

ので，悪天候にもかかわらず，綺麗な岩相を

見ることができた．最後に本巡検を企画・準

備・案内して下さった案内者の方々に深く御

礼申し上げます．

（茨城大学大学院理工学研究科博士課程

細井　淳）

９月18日（火） 実施

案内者：里口保文・山川千代美・高橋啓一・

林　竜馬

参加者：宇都宮正志・瀬尾菜々美・七山　太・

柏木健司・向井理史・菅沼悠介・大串健一・

中山俊雄・小嶋　智・片岡達也・辻　智大・

勝田長貴

E班　古琵琶湖層群における
新・旧鮮新－更新統の境界

れた．

途中雨に降られながらも，宮田隆夫先生，

安　鉉善氏，猪川千晶氏には，すばらしい巡

検のご案内をしていただいた．厚く御礼を申

し上げます． （駒澤大学　加藤　潔）

９月18日（火）実施

案内者：佐藤隆春・中条武司・和田穣隆・鈴

木桂子

参加者：石井陽子・香川　淳・風岡　修・川

畑　博・佐藤大介・新正裕尚・高嶋礼詩・高

橋正樹・辻野　匠・壷井基裕・津村善博・西

山賢一・林　譲治・藤林紀枝・方違重治・細

井　淳・南浦育弘（17名）

【案内者の報告】

室生火砕流堆積物は中新世の大規模な火砕

流堆積物であり，現存する堆積物はその一部

である．とはいえ，強溶結部から非溶結部ま

での凝灰岩を観察するため，巡検コースは約

100 kmの移動距離となった．奈良県の榛原

駅に午前８：30に集合し，マイクロバスで出

発した．

実施日は未明から断続的に大雨となった．

「降り続くことはないでしょう」との報道を

信じて出発したものの，ストップ１に近いト

ンネルを抜けると，バスのワイパーも利かな

くなるほどのドシャ降りとなった．

林道を上がり，曽爾村の屏風岩（Stop１）

で観察を開始した．この地点は室生火砕流堆

積物の岩相観察に最適の露頭である．落石な

どによる事故防止のため，全員がヘルメット

着用し，観察を開始した．下位から順に，同

年代と推定される礫岩，異質岩片を含む火砕

流堆積物とその上部の火山豆石，ガラス質で

細粒な凝灰岩とそれに含まれる火山豆石およ

び，結晶の多い凝灰岩を見学した．全体的に

強溶結している上に，濡れた露頭での観察は

なかなか難しいものがあった．参加者から，

強溶結凝灰岩を層厚約400 m以上の厚さで供

給する火山噴火をどのように復元できるの

か，プリニー式噴火による降下火山灰は確認

できるのかなどの質問があった．

林道をおりると，国道わきの川は増水して

いた．ストップ２は河床で観察予定であった

が，やはり増水のうえに，滑りやすく危険と

D班　
中新世の室生火砕流堆積物
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D班：対岸のStop２は増水のため渡れず，遠

望による観察であった．



ていく第四紀の始まりで，湖底とその付近で

堆積した地層の変化を見ることができた．露

頭の前で楽しく交流する場を提供してくだ

さった案内者の皆様に心から感謝いたしま

す．

（横浜国立大学環境情報学府博士後期課程

宇都宮正志）

９月14日（金）実施

案内者：河上哲生（京都大）・西岡芳晴（産

総研）

案内補助：東野文子（京都大院M2）

巡検参加者：池田　剛・大友幸子・小川ひと

み・加藤涼介・金丸龍夫・齋藤陽介・酒井治

孝・佐藤　景・佐藤隆春・佐藤博明・佐野郁

雄・田中伸明・壷井基裕・松村太郎次郎・森

宏・山崎由貴子（敬称略，16名）

【案内者報告】

９月14日（金），巡検日和．朝８時20分に

三国ヶ丘駅に集合し，10人乗りのレンタカー

２台に分乗した．隣の席同士で会話を進める

うちに，約１時間40分で伊賀市真泥のコンビ

ニに到着．昼食を購入しつつ休憩をとる．付

近の川床には古琵琶湖層群が露出するが，今

回は車中での説明にとどめた．約10分で砂泥

質片岩が露出するStop１に到着．地質図を見

ながら青山高原地域の地質を概説し，露頭へ．

この地点は広域変成作用に加え，加太花崗閃

F班　領家帯青山高原地域の変
成岩類および花崗岩類

とができた．また，大きな事故や問題もなく

実施することができたことが何よりであった．

（琵琶湖博物館　里口保文）

【参加者の感想】

ちょうど鮮新－更新統境界付近の海成層を

研究している私にとって，本巡検は同時代の

陸水成の地層を観察する絶好の機会であっ

た．台風の影響で雨が降る中，巡検決行．案

内者は琵琶湖博物館の里口さん，山川さん，

高橋さん，林さんであった．

STOP１：甲賀町小佐治 雨に濡れる崖を登

り，新定義の鮮新－更新統境界（約2.6 Ma）

付近の小佐治火山灰層を観察．現在の琵琶湖

から30 kmも離れたこの場所に，当時広く深

い湖が存在したと聞き，この湖が第四紀の始

まりに消滅した要因に思いをめぐらせた．

STOP２：湖南市吉永の野洲川 大雨で川が

増水しており，予定していたテフラの露頭ま

で行くことはできず．しかし，化石林と大型

動物の足跡化石で有名なこの場所で，材化石

やゾウの足跡を観察することができた．高橋

さんや山川さんの解説を聞いていると，河川

のそばに生い茂った林と，そこで暮らすゾウ

たちの姿が浮かんでくるようであった．

STOP３：湖南市石部緑台 旧定義の鮮新－

更新統境界（約1.8 Ma）付近の五軒茶屋火山

灰層（恵比寿峠-福田火山灰層）を観察．厚

さ３m以上の火山灰層の大半は再堆積したも

のとのこと．この火山灰層は遠く関東地域で

も見られ，現在の日本でこのような降灰が起

きたらと想像すると，雨に濡れた体がより冷

えてくるようであった．

STOP４：琵琶湖博物館 陸上で観察した五

軒茶屋火山灰層がボーリングコアの深度900

mで見つかることに驚き，変動し続ける琵琶

湖の歴史の長さを実感した．琵琶湖博物館は

自然史だけでなく，人間生活と湖の関わりを

学べることが魅力であった．水族館のように

水槽の数も多く，豊富な展示内容にファンが

多いのも納得．

あいにくの雨だったが，世界的に寒冷化し

【案内者の報告】

この巡検は，近畿地方において鮮新－更新

統の新・旧定義における鮮新－更新統境界付

近の両方の層準が観察できる古琵琶湖層群に

おいて，両者を露頭観察するとともに，陸域

で形成された地層にとっての鮮新－更新統境

界の意味を考えるものとして行われた．大会

中から台風が沖縄地方へ接近しており，台風

が列島を抜けて温帯低気圧になった巡検の日

には，近畿地方は雨雲がかかり，一日中雨の

予報であった．朝の天気予報では大雨になる

予報であったが，現地での雨の具合はそれほ

どひどいものではなかったことから，とりあ

えず様子を見ながら行おうということで出発

をした．子供が参加する博物館行事ではあり

えない判断だっただろう．参加者12人，案内

者４名で，小型バスで移動しながら４地点で

の観察を行った．

前半２地点は，現在の定義（新定義）によ

る鮮新－更新統境界の観察を行った．古琵琶

湖層群では，広い湖環境が広がっていたこと

を示す甲賀層と湖沼が点在する環境を示す蒲

生層との境界付近にあたり，観察はいずれも

甲賀層の最上部に挟在する小佐治火山灰層付

近で行った．ただし，観察地点の一つが河原

で，雨天時の増水によって一部地域のみの観

察であったことと，増水が続いていたことか

ら早めに切り上げた．

昼食を挟んだ後半の２地点は，以前の定義

（旧定義）による境界付近の観察で，古琵琶

湖層群では砂層が卓越する草津層下部の五軒

茶屋火山灰層付近の層準である．これらの地

点は，道路沿いの露頭と琵琶湖博物館に保管

されているボーリングコアの観察であったこ

とから，雨天の影響はあまりうけなかった．

琵琶湖博物館での観察であることから，コア

が保管されている収蔵庫や展示の見学も行っ

た後，博物館前で集合写真を撮影し，最寄り

駅でほぼ予定通りの時間に解散した．

あいにくの天候であり，いくつかの地点は

予定していたほどには観察することができな

かったものの，すべての地点の観察を行うこ

F班E班：Stop４琵琶湖博物館前にて．
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【案内者の報告】

G班は紀伊半島西部の海岸沿いを北から南

へ，秩父北帯・黒瀬川帯・秩父南帯を巡検し

た．その見どころは秩父帯のジュラ紀－白亜

紀古世付加体，黒瀬川帯の先ジュラ紀諸岩類

とジュラ紀新世－白亜紀被覆層，およびそれ

らの地質構造であり，目的は秩父帯・黒瀬川

帯の地質構造形成史を議論することであっ

た．募集人数20名に対して様々な分野の様々

な階層の15名が参加され，小型バス１台で効

率よく巡検地点を巡ることができた．巡検を

通して熱心に観察し議論してくださった参加

者に感謝する．

１日目は台風16号のせいで中紀地域に大雨

警報が出され，JR箕島駅前を出発する時は

雨だったが，Stop１では運良く雨はやんだ．

本地点では秩父北帯と御荷鉾帯の諸岩類を観

察し，放散虫化石年代や地質構造から御荷鉾

帯が秩父北帯に含められることを説明した．

ただ，川の増水によって，予定したStop１c

へアプローチできなかったのは残念であっ

た．Stop２では黒瀬川帯弱変成岩類と被覆層

の下部白亜系間の不整合を観察し，不整合形

成時期や古環境について説明した．また，黒

瀬川帯が秩父帯上のナップであるなら，その

形成時期はいつだったかを議論した．Stop３

では秩父北帯メランジュ中の含珪長質火成岩

礫岩を観察したが，途中，雨が激しくなった

ため車中で礫の供給地や後背地の地質につい

て議論した．Stop４では秩父北帯メランジュ

と被覆層の上部白亜系を観察した．Stop４a

において著しく岩相変化するメランジュの形

成要因について議論した．これで１日目の巡

検を終え，宿舎の有田オレンジユースホステ

ルに入った．宿舎は貸し切りとなり，夕食後

は懇親会に移行して消灯時間まで“黒瀬川帯

ナップ説”や様々な話題で盛り上がった．

２日目は，１日目とうってかわって好天に

恵まれた．Stop５では黒瀬川帯の諸岩類と被

覆層の上部ジュラ系－白亜系を観察した．

Stop５aにおいて参加者からマイロナイト・

カタクラサイトなどの用語の解説を受け，

ト に 見 舞 わ れ ，

男性参加者が後

ろから車を押す，

木を挟み込むな

どしてやっとの

ことで脱出でき

た．この露頭は

１日の中で最も

興 味 が 湧 い た ．

特に変成作用起

源の紅柱石とメ

ルトから晶出し

た自形の紅柱石

の両方がみられ

る点が非常に興

味深かった．案

内がなければ私

は到底気付かな

いだろう．STOP３では珪線石が褶曲作用に

より面構造に沿って再配列している点が興味

深かった．変成作用に伴う変形と部分溶融と

いう化学過程が同時に観察されるところに自

然の醍醐味を感じた．STOP４では石灰珪質

岩のブロックを観察した．もともと石灰質堆

積物とシリカに富む層が互層してできたとの

解説があった．露頭では，炭酸塩に富む部分

が相対的に浸食を受けて凹んでいる様子が観

察できた．残念ながら露頭では詳細な鉱物組

み合わせを同定できなかったので，再度巡検

案内書で鉱物組み合わせを確認しようと思っ

た．STOP５は最も部分溶融が進んだ露頭で

あり，全体的に優白質部が卓越していて優黒

質部の割合は少なかった．同じ露頭で，メル

トが固結した花崗岩が見られたことが興味深

い．STOP６で観察した花崗閃緑岩は顕著な

面構造が発達していた．STOP７では花崗岩

に貫入したマフィックな岩脈と思いきや，逆

に花崗岩がマフィック岩脈内に貫入している

箇所がある同時性岩脈を観察した．移動時間

が比較的長かった本巡検であったが，大友さ

んの取り計らいで車の中で自己紹介を行った

おかげで，参加者同士の交流や議論が活発に

なった．案内者の河上さんと西岡さんには改

めて感謝の意を示します．短い間でしたが，

非常に有意義な一日を過ごすことができまし

た．

（筑波大学生命環境科学研究科　齋藤陽介）

９月18日（火）～19日（水）実施

案内者：八尾　昭⑬

参加者：飯島　力①・黒田潤一郎②・竹村厚

司③・鎌田祥仁④・山口飛鳥⑤・宮東　照

⑥・下次圭太⑦・中屋志津男⑧・上西敏郎

⑨・柏原輝彦⑩・松本孝之⑪・浜橋真理⑫・

酒井治孝⑭・内野隆之⑮・都築　宏⑯（15

名：①～⑯はG班参加者集合写真中の番号に

対応）

G班　紀伊半島西部の秩父帯・
黒瀬川帯

緑岩による接触変成も受けているが，原岩の

砂泥互層に由来する構造が残る．次に，Stop

２で部分溶融の開始を示唆する岩石組織を観

察．青山高原地域では近年，シカ対策のため，

多くの林道入口が網でふさがれている．事前

に役場と区長さんに連絡を取り，網を外して

林道を利用する許可を得た．１台の車が林道

脇のくぼみに落ち込むアクシデントに見舞わ

れたが，幸いけが人もなく車も無傷で，巡検

を続行できた．約20分遅れでStop３へ移動し，

部分溶融によって形成されたメタテキサイト

に囲まれ，昼食と記念撮影を行う．分厚く発

達したメラノゾームや，褶曲軸面に沿って

リューコゾームが集積する様子を観察した．

Stop４では石灰質岩のレンズを観察し，原岩

について考えを巡らせた．Stop５ではさらに

部分溶融と変形が進んだダイアテキサイトを

観察．Stop３以降，川の中の露頭が続いたた

め，徐々に「水没」する参加者が増えてきた．

Stop６では，新期領家花崗岩と古期領家花崗

岩の貫入関係を観察した．この露頭を境に，

露頭にしがみつく参加者の顔ぶれがガラッと

変わった．次の露頭までは１時間ほど要する

ため，コンビニでひと休み．暑い一日を象徴

するかのように，アイスクリームを食べる参

加者が続出した．最後の露頭は初瀬のシンプ

ルトニックダイクであった．露頭での観察か

ら，脈貫入時の岩石の状態について，活発な

議論が交わされた．

日帰りでの実施は，時間的にはタイトで

あったが，駆け足ながらも，領家帯主要構成

岩類を一通り見る，という目的は達成できた

と考えている．プレ巡検のメリットは，参加

者の方々の旅行手荷物が少ないため，車中ス

ペースの計算が容易なことが挙げられる．ま

た，翌日の運転を心配することなく，打ち上

げで案内者が心おきなく喉を潤せる，という

のも素晴らしい．露頭での活発な議論は地質

学の醍醐味．地質学の魅力を伝えるためにも，

学会巡検は今後も必要である．

（河上哲生）

【参加者感想：巡検に参加して】

F班では青山高原で高温変成岩とそれに伴

う部分溶融組織，花崗岩の貫入構造や同時性

岩脈を主に観察した．どの見学地も非常に興

味深いものばかりであり，全体を通して，案

内者の河上さんの研究に対して，率直に素晴

らしいと感じた．具体的には，露頭でみられ

る組織や鉱物組み合わせ，変形構造を詳細に

記載したうえで，薄片やSEM下での微量元

素組成や微細組織の観察結果がうまく統合さ

れていると感じた．STOP１ではまだ部分溶

融を受けていない低温部の泥質・砂質岩部を

観察した．一見するとホルンフェルスに見え

る岩石だが，広域変成作用後の花崗岩貫入の

影響がみられると知って，広域変成作用と花

崗岩の貫入による熱の影響をどのように区別

するのか疑問に思った．STOP２では露頭到

着直前に車が一台脱輪するというアクシデン

G班：Stop ６cの立厳石灰岩を背景にして
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伴って，地質学分野でも広く利用されるよう

になってきている．今回は初めてGISを使用

する受講者がたくさんいることを想定して，

GISの基礎概念や基本的な操作方法を中心に

テキストを準備した．また，後日，自分のパ

ソコンでGISを使用できるように，ソフト

ウェアとサンプルデータ一式を収録したCD-

ROMを配布した．

午前は，GISの基本機能やデータ形式，座

標系と投影法などについて講義した．また，

フリーオープンソースソフトウェアのGISや

データの入手方法などについても紹介した．

午後は，一人一台のノートパソコンに，各自

がGRASS GISとQuantum GISをインストー

ルし，簡単な地形解析や人工衛星画像解析を

行う実習を行った．最後には，３次元地質モ

デルの可視化も行った．受講者のご協力もあ

り，予定通りにすべての講義と実習を終える

ことができた．受講者の中には，後日，自分

のパソコンにGISをインストールして試して

いる方もいると聞き，案内者としてうれしく

思っている．

（大阪市立大学　根本達也）

【参加者の報告】

I 班では，地理情報システム（GIS）に関

する講義と実習が行われた．当日は生憎の雨

模様であったが，終日屋内における座学とコ

ンピュータ処理であったため，天候に左右さ

れることなく無事全日程を終えることができ

た．

午前中は，パワーポイントを使ったGISに

関する講義であった．講義内容は，ラスター

型データとベクトル型データの違いといった

基礎的なものから，GISデータの入手方法と

いった少し専門的なものまで，多岐にわたる

ものであった．個人的には，座標系と投影法

の話と，GISによる３次元地質モデルの構築

原理の話が特に興味深かった．座標系と投影

法は，GISデータを扱う上で常に注意しなけ

ればならないが，これまで深く学ぶ機会を持

たなかったので，今回の講義は非常に有意義

であった．３次元地質モデルの構築原理の話

は，全ての内容を理解するまでには及ばな

トーナル岩がシルル紀石灰岩を“捕獲”した

機構や時期について議論した．Stop５bでは

多くの参加者が上部ジュラ系鳥巣式石灰岩の

化石採集に精をだした．本地点を通して，黒

瀬川帯の大規模構造と“黒瀬川帯ナップ説”

の関係を説明した．Stop６では海岸に大規模

に露出する秩父南帯メランジュとそれに含有

される後期古生代石灰岩岩体を観察し，その

形成時期や形成機構を説明し，形成過程を議

論した．Stop６b～cでは秩父北帯メラン

ジュとの変形の違いなどが議論された．Stop

７では秩父南帯の最後のメランジュを観察

し，巡検の全日程を終えた．

【参加者の感想】

本巡検は，紀伊半島西部の秩父帯・黒瀬川

帯の地体構造を理解することを目的に９月18

日・19日の２日間にわたって行われた．和歌

山県有田川町，湯浅町，由良町を中心に，１

日目は主に秩父北帯を，２日目は黒瀬川帯，

秩父南帯を見学した．

１日目は，JR箕島駅に集合の後，Stop１

～Stop４を見学した．Stop１では秩父北帯

および御荷鉾帯の岩石を，Stop２では黒瀬川

帯の弱変成岩およびそれと不整合で接する下

部白亜系の被覆層，Stop３では秩父北帯のメ

ランジュ中に見られる礫岩を，Stop４では下

部ジュラ系のメランジュと上部白亜系の被覆

層を観察した．Stop３で見られた礫岩の礫構

成のうち，石灰岩のみ角礫で，それ以外が円

礫だったことに疑問を持った．説明によると，

その他の礫が運搬される途中で，石灰岩を礫

として取り込んだ結果であるということだっ

た．秩父北帯のメランジュ（Stop４）は，泥

質岩に剪断が見られ，そこに含まれる岩石も

変形を受けていたが，そのメランジュ中の岩

石の組み合わせが数十mの間で変化していた

ことに驚かされた．

２日目は，黒瀬川帯の岩石類と被覆層の鳥

巣式石灰岩（Stop５），後期古生代の石灰岩

体および秩父南帯のメランジュ（Stop６），

秩父南帯最下位の神谷ユニットと仏像構造線

（Stop７）の３地点を見学した．Stop５では，

わずか数百mの間にシルル紀からペルム紀の

様々な岩石類が露出しており，それぞれが断

層を境に接していた．その岩相の急激な変化

に驚いた．Stop６の後期古生代の石灰岩から

は，様々な時代のフズリナが産出しており，

参加者はしばらくの間フズリナ探しに没頭し

ていた．秩父南帯のメランジュは北帯のもの

と比べて，泥質岩に剪断が見られず，メラン

ジュ中のブロックも変形を受けていなかっ

た．秩父帯の北帯と南帯とでこうも，メラン

ジュのタイプが異なることに驚かされた．こ

のメランジュのタイプの違いは，秩父帯の構

造発達史に大きく関わってくるのかもしれな

い．Stop７では仏像構造線が見られるものと

思っていたが，残念ながら構造線付近が石垣

に覆われてしまっていた．

この巡検では，秩父帯のメランジュのタイ

プが北帯と南帯では異なること，西南日本，

特に秩父帯および黒瀬川帯の構造発達史を考

える上では，各地質体の年代が重要であるこ

とを学び，充実した２日間を送ることができ

た．最後に，この巡検を準備，案内してくだ

さった八尾先生に感謝いたします．

（福岡大学大学院理学研究科　宮東　照）

荒天のため中止

９月18日（火）実施

案内者：升本眞二・根本達也

参加者：石渡　明・伊藤優花・上砂正一・金

丸龍夫・神嶋利夫・金　光男・楠田　隆・高

下裕章・櫻井皆生・佐々木亮道・柴　博志・

富樫　均・丹羽正和・野々垣進・野々垣淑

恵・星　博幸・吉田　勝・米島真由子（18名）

【案内者の報告】

I 班は，「GISをつかってみよう」と題して，

GIS（地理情報システム）の講義と実習を

行った．GISはハードウェアの高速化やフ

リーオープンソースソフトウェアの普及に

Ｉ班　
GISをつかってみよう

H班　紀州白亜系四万十帯美山
層のメランジュ変形構造と温度
圧力履歴

Ｉ班：午後の実習中の様子 Ｊ班：大地震両川口津波記での集合写真（飯島　力氏撮影）
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９月17日（月）実施

案内者：三田村宗樹

参加者：飯島　力・池田　碩・石井陽子・磯

野　清・岡田浩二・河村教一・北村正信・小

幡喜一・小尾　靖・鈴木貴子・鈴木豊久・祖

開康彰・竹内靖夫・楠田　隆・都築　宏・中

條健次・氷高草多・藤井豊明・古野邦雄・細

谷正夫・明海智里・矢島道子・湯川正敏・若

林シゲミ（以上24名，50音順）

【案内者報告】

９名の非会員を含む計24名（教員15名，大

学３名，博物館２名，一般４名）の参加を得，

うす曇りの中の実施となった．JR難波駅13

時集合後，道頓堀川沿いに防潮堤，橋の付替

え，工業用水道などを見学し，大阪の発展の

歴史と地盤沈下経緯の説明を行った．木津川

との合流部に建つ大地震両川口津波記を見

学，刻まれる記述と東北地方の津波被災との

類似点などを話し合い，残される災害碑文を

防災教育に生かす工夫の必要性を確認した．

南海電鉄汐見橋線経由で木津川防潮水門を見

学，落合上渡に乗船し，デルタ地帯の都市の

J班　理科教員向け巡検
大阪の津波碑と地盤沈下対策

かった，適切にGISを利用すれば簡便かつ効

果的に地質情報を可視化できるということが

分かり大変勉強になった．午後は，GRASS

GISとQuantum GISという２つのフリーオー

プンソースGISの実習であった．実習では，

主にGRASS GISを使い，簡単な地形解析・

衛星画像処理・３次元可視化などを通して，

その基本的な操作方法を学んだ．時折，操作

に困ったときには，案内者の方々が丁寧かつ

根気強く対応して下さり，とても助かった．

さまざまなバックグラウンドの参加者が，誰

一人遅れることなくスケジュール通りに実習

を終えられたことも，案内者による適切な時

間調整の賜物だと思う．

今回の巡検（講習）では，講義と実習の内

容がほぼ全て記載されているテキストが配布

された．この資料は，GISを使ったことが無

い人でも理解できる内容となっており，巡検

に参加する上で非常に役立った．特に，

GRASS GISとQuantum GISのインストール

方法や操作方法に関しては，１つ１つの手順

が豊富な画像を用いて記されていたため，後

日，自身のパソコンを使って復習する際に非

常に有効であった．巡検は１日だけのもので

はあったが，内容の濃い有意義なものであっ

た．屋外での巡検も興味深いですが，今後，

このような屋内での巡検（講習）も続けてい

ただけることを切に願う．

最後になりましたが，準備の段階から当日

の実施まで御尽力いただいた案内者の升本先

生，根本先生，学会関係者の方々に深く御礼

申し上げます．ありがとうございました．

（産業技術総合研究所　野々垣淑恵）

一端を見学した．地盤沈下対策事業の一つで

ある地盤嵩上げ事業が大阪市大正区・港区で

行われた経緯を説明すると，他地域では地盤

沈下対策として地盤嵩上げ事業の実施はない

とのことである．地盤嵩上げが上下水道など

を始めからやり直す事業であることを説明．

その状況を認識し，参加者は東北地方沿岸部

での地殻変動に伴う地表面沈下対策としての

地盤嵩上げの難しさを認識した．大正区を甚

兵衛渡で港区に移り，予定より１時間超過し，

JR弁天町駅にて17時過ぎに無事解散となった．

（大阪市立大学　三田村宗樹）

【参加者感想】

デルタ地帯に発達した大都市大阪における

水と市民生活との係わりについて，主に防災

の視点に立ってたどる巡検であった．道頓堀

川沿いでは，過度な地下水の揚水による地盤

沈下の深刻さと，それに伴う防潮堤のかさ上

げ工事の歴史を知ることができた．「大地震

両川口津浪碑」には，安政南海地震（1854年）

のときの津波来襲の有様が記され，後世の

人々が津波被害から免れるようにとの思いが

込められた碑文に強く胸を打たれた．大型船

が航行できるように考案されたアーチ型の木

津川防潮水門の開閉の様子を今回は見学でき

なかったが，またの機会に是非見てみたいと

思った．

本巡検で，低平地に発達した大阪の街を水

害からいかに守っていくか，行政や地域住民

の取り組みの一端をうかがい知ることができ

た．また，防災教育の大切さも再認識させら

れた．こと防災に関しては，「備えあれば憂

いなし」とはいかず「備えあっても憂いはつ

きない」という思いを強く抱いた．

最後に，残暑厳しい中，丁寧にご案内いた

だいた三田村さんに厚く御礼申し上げます．

（茨城県立麻生高等学校　飯島　力）

J班：木津川防潮水門見学風景（石井陽子氏

撮影）
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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

「東日本大震災後の水環境における放射性物

質の挙動」

東日本大震災から２年を迎えようとしてい

ます．被災した福島の原子力発電所から放出

され，広い範囲で汚染を引き起こした放射性

物質に関して，新たな知見が日をおって蓄積

されている状況にあります．環境中の挙動を

把握することは，安全確保や除染対策を行う

上で極めて重要であると考えます．本セミ

ナーでは，放射性物質に係る国の動向，およ

び森林域，上下水道，沿岸域などの水環境に

おける放射性物質の動態について解説してい

ただきます．

主催：（公社）日本水環境学会

期日：2013 年１月24 日（木） 9:55～16:45

場所：自動車会館大会議室（東京都千代田区

九段南４-８-13）

参加費：会員7,000円，学生会員3,000円，

非会員15,000円，学生非会員4,000円

定員先着160名

申込方法FAX，E-mail ，またはハガキに①

参加者氏名（フリガナ），②会員・非会員の

別，③会員の場合は会員番号，④連絡先（所

属団体名，住所および電話・FAX 番号）を

ご記入の上，下記宛てお申し込み下さい，ま

た，参加費を１月15日までにお振り込み下さ

い．入金を確認，後，参加証（ハガキ）をお

送りいたします．

参加費振込先. 三菱東京UFJ銀行市ヶ谷支店

（普通） 0754950

（公社）日本水環境学会セミナ一口

シャ） ニホンミスズカンキョウガッカイ

セミナーグチ

申し込み・問い合わせ先：

日本水環境学会セミナー係

E-mail：yamamoto@jswe.or.jp

〒135-0006 東京都江東区常盤２-９-７

グリーンプラザ深川常盤201号

Te1. 03-3632-5351  Fax. 03-3632-5352

2013年11月１－４日（講演は２－４日）に

“The International
Biogeoscience Conference
2013 Nagoya, Japan”のご案内

第58回
日本水環境学会セミナー

１．採用人員　　研究員　　　１名

２．研究分野　　海洋微古生物学

３．職務内容　　海洋の微化石に関する調査

研究，標本資料の収集・保管，微古生物標

本・資料センターの運営・維持・管理，並

びに展示・学習支援活動．

部内での所属は環境変動史研究グループ．

４．勤　　務　　独立行政法人国立科学博物

館地学研究部

（筑波地区：茨城県つくば市天久保４－

１－１）

国立科学博物館
地学研究部研究員公募

５．応募資格　　博士の学位を有する者（平

成24年度内に取得見込みの者を含む）

６．採用予定時期　　平成25年４月１日また

はそれ以降の早い時期

７．提出書類

（1）履歴書（写真貼付） １部

（2）研究業績目録　１部

（3）主要論文３編の別刷りまたはコピー

各１部

（4）現在までの研究概要　A４紙１枚

（1500字以内）

（5）今後の研究の抱負　A４紙１枚

（1500字以内）

（6）博物館活動，とくに展示及び学習支

援活動に関する抱負　A４紙１枚

（1500字以内）

（7）推薦書（または応募者について照会

できる方２名の氏名，連絡先）１枚

（8）研究費などの取得状況　１部

※当館では，個人情報保護の観点から応募

書類は次の通り取り扱いますので予めご

了承ください．

①提出書類は選考以外の目的には使用し

ません．

②提出書類は選考後当方にて適切に処理

します．なお，書類の返却を希望する

場合は宛先を記し返信料に相当する切

手又は着払い宅配便伝票を貼った封筒

を同封してください．

８．面接等　審査の過程で面接及び口頭によ

る研究内容等の発表をお願いすることがあ

ります．その際の旅費・滞在費は応募者の

自己負担としますので予め御了承ください．

９．応募期間　平成25年１月15日（火）必着

封筒の表に「研究員応募書類」と朱書き

し，書留で郵送してください．

10．応募書類提出先及び問合せ先

〒305－0005 茨城県つくば市天久保４－

１－１

独立行政法人国立科学博物館地学研究部

研究員選考小委員会　　横山一己

TEL 029－853－8161

FAX  029－853－8998 

11．参考

今回の公募対象は大学の助教相当の研究者

です．地学研究部の組織，研究内容，研究ス

タッフなどについては，国立科学博物館ホー

ムページ（http://www.kahaku.go.jp/）の

「研究と標本・資料」を参照下さい．

公募結果

名古屋大学大学院環境学研究科地球環境

科学専攻

公募人事（教授または准教授）結果

須藤　斎（准教授，12月1日発令）

名古屋大学において生命初期進化に関する国

際会議を開催します．この会議では地質学，

地球化学，古生物学，微生物学，分子生物学

等多岐にわたる分野の専門家が集まり，生命

の初期進化や先カンブリア時代の表層環境に

ついて議論する場を提供したいと考えておりま

す．セッションのテーマは１）Fossil and

sedimentary evidence for early eukaryotes

and photosynthetic bacteria, 2）Geochemical

evidence for biotic diversity and metabolisms

of early life, 3）Insights from modern life to

the early evolution of life, 4） New

techniques and methodologies in Precambrian

research, 5）Overview of environments and

life in the Precambrianを予定しており，こ

れらを一つの会場で開催します．基調講演は

Andrew H. Knoll教授（ハーバード大学），

山岸明彦教授（東京薬科大学），Roger E.

Summons 教授（マサチューセッツ工科大

学），井上勲教授（筑波大学）を予定してい

ます．口頭及びポスター発表を行いますが，

枠が限られておりますので，発表をご希望の

方はなるべく早くお申し込み下さい．なお発

表の採否と口頭／ポスターの割り振りは運営

委員会に御一任願います．

申し込み・お問い合わせ先：

名古屋大学・杉谷健一郎

（sugi@info.human.nagoya-u.ac.jp）

詳細と最新情報は下記で公開しておりま

す：http://www.info.human.nagoya-u.

ac.jp/̃sugi/Site/Biogeoscience_Conference_

2013.html
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紹　介

紀伊半島における
四万十付加体研究の新展開

紀州四万十帯団体研究
グループ　編著

地団研専報第59号，2012年８月15日発行，

カラー口絵６頁＋本文295頁，A４変形判，

附図・20万分の１地質図，１. 頒価2,000

円，送料260円

この専報は，50年近くにわたる紀州四万十

帯団体研究グループ（以下，四万十団研）に

よる紀伊半島西部および中部に分布する四万

十帯での野外調査を主とする“研究の総まと

め”といえる論文集である．

四万十団研は地学団体研究会（以下，地団

研）の中核的な研究グループとして活発に活

動してきた．初期の活動で重要なのは，大陸

起源と考えられるオルソコーツァイトの礫が

南方からの古流向を示す古第三系のタービダ

イト層中に存在することに基づく“黒潮古陸

説”の呈示である．地団研が反プレートテク

トニクス（PT）論を展開していく過程で，

この“黒潮古陸説”は重要な役割を果たした．

この“黒潮古陸説”は“日本におけるPTの

受容”が地質学サイドで遅れる一因となった

仮説であるといえよう．1980年代前半頃まで

はこの“黒潮古陸説”をふまえた議論が展開

されていたが，四万十団研もPTを受け入れ

はじめ，その過程で黒潮古陸とプレート沈み

込みを関係づけようとする試案も提示され

た．だが，説得力をかき，“黒潮古陸説”は

忘れられていった．このことと関係してか，

個人としての調査研究はともかくとして，四

万十団研としての活動は1980年代後半以降か

らは明らかに停滞した．

PT論との関係はともかくとして，紀伊半

島西部・中部の四万十帯の概要を明らかにし

たのは間違いなく四万十団研であり，この過

程でいくつかのユニークな発見・記載を行っ

ている．私が特に興味をもったのは，海底地

すべり堆積体（さらし首層）の記載，四万十

帯を覆う前弧海盆堆積物（田辺層群）中の泥

ダイアピール，音無川帯・牟婁帯の褶曲と関

連した砂岩岩脈などである．これらはいずれ

も，世界的に見て先駆的な研究であった．

長い前置きはこれくらいにしよう．今回の

専報は，PT論を全面的に“受容”した上で，

四万十帯の地質とその形成過程がまとめられ

ている．「まえがき」では，この専報の視点

と概要が示されている．ここで気になるのは，

四万十団研の内部で“PT論の拒絶と受容”

がどのような過程・議論を経てなされていっ

たかが，ごく簡単にしか触れられていないこ

とである．“受容”から既に長時間が経過し

ているかもしれないが，「プレートテクトニ

クスの拒絶と受容」（泊，2008：東京大学出

版会）が出版された現在，この問題は科学史

として興味深い．この専報を四万十帯研究の

新たな出発点とするためには，ここで過去の

調査・研究過程を“総括”しておくべきでは

なかったと感じる．

この専報は以下の三部で構成されている．

ここに，すべての論文を紹介するスペースは

ない．概要だけを述べていこう．

第一部：四万十付加体の地質と構造

紀伊半島の四万十帯については，白亜系の

部分は日高川層群とされ，花園層，湯川層，

美山層，竜神層，丹生ノ川層，暁新統～下部

始新統は音無川層群，中部始新統～下部中新

統の牟婁層群に区分されてきた．今回は，こ

れらのうち前弧海盆堆積物として扱われてき

た湯川層と牟婁層群を付加体として扱い，丹

生ノ川層が音無川層群に対比され，地層区分

や時代論で大幅な改訂がなされている．基本

的には地向斜構造論のもとで使用された名称

が踏襲されてはいるが，その内容は大幅に刷

新された．

この専報では，白亜系については付加コン

プレックス，古第三系については付加シーク

エンスと呼び，それらの中をユニット，サブ

ユニットに分割し，定義ないしは再定義して

いる．なお，「海洋性岩石を含まず，初生層

序の成り立つ付加体」を付加シークエンスと

呼ぶことにする，という提唱には異論が出る

であろう．実際，各論文中で地層区分に関す

る用語の使用が若干混乱している感がある．

それはともかくとして，この第一部を読むこ

とによって各層（付加コンプレックス・付加

シークエンス，）の地質構成と構造が理解で

きる．この記述の中で，気になったのは，付

加ユニットの区分基準として重要になってき

た整然相なのか，メランジュ（あるいは混在

岩）相なのかが，読み進んでいかないとわか

りにくいことである．ユニットの概要を最初

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．

推薦の対象：自然科学分野に属するものとし

ます．

受賞候補者：日本の国籍があり，且つ日本在

住の方であれば，ほかに賞を受けられた方

でも，また以前に推薦された方でも結構で

す．

＊受賞候補者には必ず所属組織・研究機関の

長又は相当する学識者の推薦が必要です．

（受賞候補者は原則として受賞対象題目１

件につき１人とします．）

推薦要項書：必要事項を記入してお送り下さ

い．なお参考資料として，受賞候補者の受

賞対象題目と関係する主要論文テーマ（10

篇以内）のリストおよび主要論文３篇以内

の別刷（コピーでも可）を各１部ずつ，同

封してお送り下さい．この資料はご返却い

たしませんのでご了承願います．

選考：５つの分科（①数学・物理，②化学，

③工学，④生物・農学，⑤医学）に分けて

行いますので，推薦要項書１ページ上段の

希望分科欄に推薦者が考えた希望の分科を

○印で囲んでください．但し，決定は選考

委員会が行います．

受賞者の決定：2013年５月中旬とし，贈呈式

は2013年６月17日（月）に行います．

推薦要項書提出締切日：2013年１月31日（木）

（学会締切１月10日）

推薦要項書送り先：〒104-0061 東京都中央

区銀座３丁目７番12号

公益財団法人　藤原科学財団

TEL （03）3561-7736

FAX （03）3561-7860

募集要項書等，詳しくは，http://www.

fujizai.or.jp

第54回藤原賞受賞候補者推薦
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に述べておくべきであろう．

第二部：四万十付加体に関連する諸問題

ここでは付加体をおおう前弧堆積物との関

係，地質構造の諸問題，高間隙水圧と構造形

成，堆積過程と堆積環境，放散虫化石，中新

世火成活動・温泉・斜面災害などについての

17論文が掲載されている．この中で，前述し

たさらし首層，前弧海盆堆積物中の泥ダイア

ピール，および砂岩岩脈などが新たなデータ

と解釈を加えて再提示されている．

天鳥北方海岸の牟婁帯の褶曲群は著名と

なったが，その中に発達する砂岩脈を含めて，

今回新たな観察結果が記載され，その成因が

議論されている．また，新たな進展として，

メランジュ中の剪断センスや付加体形成後の

屈曲構造などが取り上げられている．

“黒潮古陸説”の根拠となった古流向につ

いては，新たな復元法も加えて再検討し，南

方からの古流向を側方流によるものとして解

釈している．事実として，陸とは全く反対方

向の南方からの流れはあるのだが，これを簡

単に側方流としてしまってよいのかについて

は，まだ問題が残る．四万十団研は堆積学的

検討とともに，堆積岩岩石学的記載にも重点

を置いてきた．本専報でも，礫岩組成，砂岩

組成，重鉱物組成および珪長質凝灰岩の岩石

学がまとめられている．

枕状溶岩を含む緑色岩とチャートは，付加

体中では分布は少ないものの重要な構成要素

である．本専報では，これらの海洋性岩石の

産状や岩石学についてのまとめも欲しかっ

た．

第三部：構造発達史

第一部，第二部を通じて，全面的にPT論

が展開されてきたが，第三部はその総まとめ

と言って良い３編の論文である．ここでは秩

父帯から四万十帯への移行過程，および北か

ら南へと若くなる付加過程などが議論されて

いる．しかしながら，四万十帯を含めて他の

過去の付加体および海域の付加体の形成過程

について様々な議論がなされてきた現在で

は，特に目新しいと思われる指摘はない．だ

が，詳細な地域地質のデータをふまえた議論

になっていることについては評価すべきであ

ろう．

各論文中の地質図とは別に，調査地域全域

を統一基準でまとめた20万分の一カラー地質

図が添付されている．この地質図は四万十団

研の最大の成果ともいえるもので，四万十帯

の地質全体を通観するには便利な地質図であ

る．ただし，産総研の20万分の１地質図幅の

ように地形図の上に描かれていないので，位

置が特定しにくいという欠点がある．また，

凡例には各ユニットを構成する地層が整然相

なのかメランジュ相なのかという説明がな

い．白亜系の部分は，すべて整然相のように

見えてしまう．このことを知るためには，第

一部の各ユニットに関する説明にあたらなけ

ればならない．また，付加体の構成物として

重要な緑色岩とチャートについては，鍵層と

同様に地質図中に強調して描いたほうが良

い．各ユニット相互の時代関係も凡例だけで

は理解しがたい．空きスペースがあるので，

前書きの第１図のような層序構造ユニット対

比図をカラーで掲載してほしかった．

本専報は，紀伊半島四万十帯研究の最新の

成果を知るには大変良い論文集である．新知

見も豊富である．ただし，各論文の質に差異

があったり，全体の構成にバランスを欠く部

分がある．付加体地質学としての新鮮味にも

やや乏しい．それらよりも，フィールドを

ベースとした研究を，これだけ集積できたこ

とを高く評価したい．

カラー口絵および地質図付きで300ページ

に達する書物としては極めて安価である．

書店での販売はないが，下記に申し込めば，

入手可能．

〒171-0022 東京都豊島区南池袋２-24-１

八大ビル505号　地学団体研究会

Fax：03-3983-7525

またはEmail：chidanken@tokyo.email.ne.jp

（狩野謙一）
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ラクイラ地震裁判における科学者への
実刑判決を憂慮する

日本地質学会は，イタリアの2009年ラクイラ地震に関する裁
判において，６人の地球科学者が過失致死罪で禁錮６年の実刑
判決を受けたことについて，重大な懸念を表明する．

この地震による死者は300人以上に達し，重要な文化遺産を
もつこの地域に大きな破壊をもたらした．我々はこれらの大損
失を悲しみ，犠牲者に哀悼の誠を奉げる．この地震や他の地震
から教訓を学び取り，地震災害のより深い理解と危機管理の改
善に活かすことが大切である．我々地球科学者はこの仕事の中
心的な役割を担っている．

日本では，長期計画に地震のリスクを考慮することの重要性
が強く意識されてきた．我々地球科学者は，緊急地震速報の実
現などにより地震災害の軽減に大きく貢献してきたと考えてお
り，地震の分布と各地域の地震発生確率についても，よくわ
かってきた．しかし，個々の大地震の規模，位置，時間の正確
な予報は，東日本大震災の場合がそうであったように，まだ暗
中模索の状態であり，地震発生の理論も，まだ完成への道のり
は遠い．

ラクイラ地震裁判は，世界の地球科学界に多くの警告を発し
ている．もし優秀な地球科学者が，地震危険度評価に善意で参
画した結果として，その後に発生した地震の災害に対する責任
を取らなければならないなら，将来だれがこの重要な役割を引
き受けようとするだろうか．地球科学者たちは非常に不確実で
複雑な地震などの自然現象の解明に苦悩しながらも，真摯に立
ち向かっている．地球科学者たちが地震研究や危険度評価に
もっと積極的に参加し，それに集中できるようにすることが，
結局は一般社会の利益になると思う．

地震，津波，その他の激しい自然現象は，我々のこの活動的
な惑星の営みの一部である．地球科学者はそこから生ずる人間
社会への災害をできるだけ小さくするために不可欠な役割を
担っている．それは，地震発生の仕組みをよりよく理解するこ
と，そして一般社会にこの知識をより効果的に伝達することで
ある．地球科学者を監獄に押し込み，破産的な罰金を科すこと
は，次の地震災害を軽減する何の足しにもならず，次世代の地
球科学者が政府の担当者に協力して防災に尽力することを妨
げ，より安全・安心な社会の構築に必要な市民との意見交換へ
の参加をも阻害するだろう．

我々は今回のイタリアの地球科学者たちへの実刑判決を憂慮
し，彼らがこれからも自由に地震とその災害軽減のための研究
に尽力できるようになることを切に願う．

2012年11月２日
一般社団法人日本地質学会 会長　石渡　明

副会長　サイモン ウォリス
副会長　渡部芳夫
部会長・理事一同

Concern about the outcome of the L'Aquila
prosecution

The geological Society of Japan wishes to express its grave
misgivings about the way in which 6 geoscientists were held
to be guilty of manslaughter as a result of the 2009 L'Aquila
earthquake in Italy.

意見・提言 The L'Aquila earthquake resulted in the death of more than
300 people and widespread destruction to a culturally
important area. This is a tragic loss and our thoughts are
with the victims. It is important that lessons are learnt from
this and other similar events to contribute to a better
understanding of earthquake disaster and how risk
governance can be improved. Geoscientists have a central
role in this process.

Japan is particularly conscious of the importance of
incorporating seismic risk in long-term planning. We
recognize the great advances that have been made in
disaster mitigation and the role that geoscientists have
played. Thanks to their contributions, we now have a much-
improved understanding of the distribution of earthquakes
and the probability of their occurrence. However, precise
prediction of the size, location and timing of individual
earthquakes remains elusive and, as shown by our
experience with the Great East Japan Earthquake,
earthquake models are far from complete.

The L'Aquila case has alarmed many in the Geoscience
communities throughout the world. If eminent geoscientists
can be held responsible for the effects of earthquakes as a
result of their willingness to help in the risk assessment, who
will come forward to offer take on this important role in the
future? Geoscientists are struggling to understand extremely
uncertain and complex natural phenomena such as
earthquakes. We think it will be of greater benefit to society
if geoscientists are encouraged to place greater emphasis on
researching earthquakes and engaging with hazard
assessment.

Earthquakes, tsunami and other violent natural phenomena
are part of the workings of our active planet. Geoscientists
have a vital role to play in minimizing the resulting risk to
human society; both through better understanding of the way
in which earthquakes form and in communicating this
knowledge effectively to the public. Locking the scientists up
and burdening them with crippling fines will do nothing to
minimize the next earthquake disaster and will discourage
the next generation of geoscientists from engaging with
government authorities and participating in the public debate
needed to work towards a safer and more secure society.

We express our serious concern about the prison sentences
given to the Italian scientists. We hope they will continue
their studies on earthquakes and associated damage
mitigation without the fear of imprisonment.

November 2, 2012
Akira Ishiwatari, President

Simon Wallis, Vice President
Yoshio Watanabe, Vice President

Directors and Councilors
The Geological Society of Japan
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日韓地質学会学術交流協定調印

井龍康文（執行理事：国際交流担当）

本年10月15日から17日に開催された日本地質学会第119年学
術大会（大阪大会）に，大韓地質学会より，Yu, Kang-Min会
長（延世大学），Cho, Moon-Sup副会長（ソウル大学），Choi,
Weon-Hack事務局長（韓国水力・原子力発電株式会社）の３名
が参加された．日本地質学会と大韓地質学会は，2007年以来，
互いに隔年で学術大会を表敬訪問しており（ただし，昨年の訪
問はなし），今年の大韓地質学会一行の来日となった．Yu会長
は京都大学で学位を取得された知日家で，堆積学が専門である．

10月15日午前，大阪自然史博物館にて，日韓地質学会の意見
交換および日韓地質学会学術交流協定の調印が行われた．日本
側の参加者は，石渡　明会長，ウォリス副会長，高木秀雄執行
理事，江川浩輔会員（産業技術総合研究所メタンハイドレート
研究センター），井龍であった．江川会員は，韓国の江原大学

（修士）とソウル大学（博士）に留学して堆積学の学位を取得
しており，韓国語通訳が可能な若手研究者である．

会議は井龍の開会宣言に始まり，自己紹介，石渡会長の歓迎
の挨拶，Yu会長の答礼に続いて，今後の日韓地質学会の交流
が話し合われた．その結果，両国の交流をさらに発展させるこ
とで合意した．具体的には，主に学生を対象とした巡検の相互
受け入れ（韓国の学生向け巡検を日本で実施およびその逆の
ケース）や両学会の学術大会で開催される国際シンポジウムへ
の研究者の相互招聘を活発化することで意見の一致をみた．ま
た，日本で開催される学生向けショートコースの中には，国際
的にオープンする予定のものがあるので，それらへ韓国の学生
が積極的に参加して欲しいとの旨が伝達された．会議の最後に
は，日韓地質学会学術交流協定の調印が行われた．これは，
2007年10月に締結された日韓地質学会学術交流協定の有効期限
が５年間であったため，同協定をさらに５年間延長することで
合意していたことを受けて，行われたものである．本文末に，
交流協定の全文を掲載する．

昼食後，一行は大阪自然史博物館で行われた「地質情報展
2012 お お さ か － 過 去 か ら 学 ぼ う 大 地 の し く み － 」

（http://www.gsj.jp/event/2012fy-event/osaka2012/index.
html）の開会式に参加された．佃　栄吉元副会長が引率と説明
を担当した．

その後，一行は大阪府立大学に移動し，表彰式と懇親会に臨
席されたYu会長からは，表彰式では祝辞を，懇親会では冒頭
の挨拶をいただいた（写真２）．この日の一連の行事において，
Yu会長は繰り返し，「両国は社会的・外交的に厳しい状況にお
かれているが，我々は地質学者として将来に向かって友好関係
を築くべきである」と述べられたことが強い印象として残って

いる．懇親会の感想を聞いてみたところ，Choi事務局長から，
「韓国では立食形式の懇親会は考えられない」との感想があり，
習慣の差を認識した次第である．

10月16日には大阪府立大学特別会議室にて昼食会を開催した
（写真３）．参加者は大韓地質学会一行３名と日本地質学会10名
（石渡会長，ウォリス副会長，井龍・高木執行理事，江川会員
に加え，木村　学元会長，渡部芳夫副会長，斎藤　眞・坂口有
人・西　弘嗣執行理事）の13名であった．会食は終始和やかな
雰囲気で進行し，親善を深めるという目的を果たすことができ
た．この会食中に，学術大会の開催された堺の名産品である刃
物（鋏）のセットを記念品として贈呈した．また韓国地質学会
からは「Geology of Korea」（「Geology of Korea」（韓国語）B
５版　802ページ　上質製本　ISBN/89-85922-89-0）を寄贈いた
だいた（写真４）．

同日午後には，Cho副会長が国際ワークショップ「Geology
of Japan」で，“U-Pb ages of detrital zircons from Korean
fold-thrust belts: Implications for the Pre-Mesozoic linkage
between Japan and Korea”というタイトルで講演をされた．
講演後には質疑応答がなされ，東アジアの地体構造が活発に議
論された（ワークショップの詳細については，大阪大会報告記
事； 本号p. 10を参照）．

以上，大韓地質学会一行の参加行事を時系列で紹介した．今
回の来日が，日韓地質学会交流のさらなる発展の一助となれば
幸甚である．

なお，2013年９月下旬に仙台で開催される日本地質学会第
120年学術大会（仙台大会）では，石渡会長が環太平洋造山帯
に関する国際シンポジウムを開催する予定で，韓国の研究者の
招聘も計画されている．

日韓地質学会学術交流協定（全文）

Agreement for Academic Cooperation and Exchange
between The Geological Society of Japan and The
Geological Society of Korea

Article 1. This Agreement defines the principles and
methods of cooperation that the Geological Society of Japan
and the Geological Society of Korea wish to develop between

海外の学術団体との協力・交流活動をご紹介します

写真１：10月15日行われた日韓地質学会の意見交換および日韓地

質学会学術交流協定の調印後の記念撮影．前列左より，石渡日本

地質学会長，Yu大韓地質学会会長．後列左より，江川会員，Choi

大韓地質学会事務局長，高木執行理事，ウォリス副会長，Cho大韓

地質学会副会長，井龍．

写真２：表彰式

で祝辞を述べら

れるYu大韓地

質学会会長．



them under equal partnership.

Article 2. The Geological Society of Japan and the Geological
Society of Korea agree to promote academic cooperation
between both societies through the following means:

（1）Mutual invitations to participate in scientific seminars,
regular meetings and field trips

（2）Joint organization of seminars and academic meetings
（3）Joint or collaborative research activities and

publications
（4）Exchange of academic materials and other

information
（5）Promoting other academic cooperation as mutually

agreed

Article 3. Both Societies agree to
carry out the above activities in
accordance with the laws and
regulations of the respective
countries after full consultation and
approval of both Societies. It is
understood that implementation of
any of the types of cooperation stated

in article 2 may be restricted depending upon the availability
of resources and financial support. The execution of this
agreement will not cause any financial obligations to either
Society.

Article 4. This Agreement is valid for a period of five years
from the date of signing by the representatives of both
Societies. This Agreement shall be renewed after being
reviewed and renegotiated by both Societies.

Article 5. This Agreement shall be executed in English.
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写真３：昼食会の様子．写真４：寄贈本「Geology of Korea」

日本地質学会の公式英文雑誌として
Island Arc（当初はThe Island Arc）が誕
生して20年が経過しました．この間，皆様
方の積極的な投稿により，Island Arcは国
際学術雑誌としての評価を着実に高めつつ
あります．一方，Island Arcという名称な
らびにこの雑誌の大きな出版目的として掲
げられている「活動的縁辺域における固体
地球科学全般に関する研究成果の出版…」

により，Island Arcが沈み込み帯とその周辺のテクトニクスや
岩石学など，主に地球内部科学を中心とした国際学術雑誌とい
うイメージが多くの方々に持たれてきたことも否めません．本
来，Island Arcは地質学雑誌と同様，地球科学全般にわたる広
い研究領域をカバーし，さらには，日本ならびにアジアの近隣
諸国はもとより，世界の様々な地域における地球科学的現象を
迅速に世界に向けて発信するための国際学術雑誌としての使命
をもって誕生しました．初版の出版から20年の節目を迎え，
Island Arcの本来の出版目的がより効果的に達成され，さらに
は，私たちの研究成果を世界に向けて発信する国際学術雑誌と
しての飛躍を図るために，Island Arcという雑誌名を刷新し，
新たな一歩を踏み出すこととなりました．

日本地質学会ならびに協賛学会の会員の皆様方には，この機
会に是非とも魅力ある新しい雑誌名のご提案をお願い申し上げ
る次第です．

新しい雑誌名の募集は以下の要領で実施させていただきま

す．皆様方には奮ってご応募いただきますよう，どうぞよろし
くお願い申し上げます．

（Island Arc編集委員会）

（1）新しい雑誌名の条件
１）既に出版されている国内外の学術雑誌名と異なること．
２）地球科学全般をカバーした国際学術雑誌であることがわ

かること．
＊現雑誌名（Island Arc）の継続が望ましいとお考えの場合

には，「Island Arc」を雑誌名としてご応募いただいて構
いません．

（2）応募方法
１）新しい雑誌名の名称と応募者の氏名と連絡先を明記の上
２）Island Arc 編集事務局（iar-office@geosociety.jp）へ

メールにてご応募下さい．
３）応募に関するお問い合わせ先：Island Arc 編集事務局

（iar-office@geosociety.jp）までお願いします．

（3）応募の締切　2013年１月31日（木）必着

（4）決定方法
Island Arcの編集委員会（Editor-in-Chief, Executive Editor,

Associate Editor, Editorial Advisory Board）で審議と投票に
より決定

Island Arc 新名称公募のお知らせ
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★行事委員会

第119年学術大会（大阪大会）について

１．「学術大会の改革：オープンディスカッション」を
開催しました

行事委員会は大阪大会３日目に「学術大会の改革：オープン
ディスカッション」を夜間小集会として開催しました．これは，
多くの会員に「日本地質学会の会員として，学術大会に参加し
たい，発表したい」と思われる学術大会にするために，具体的
にどのような改善や新しい試みをすればよいか，会員に自由に
意見を述べてもらうために行事委員会が企画・実施したもので
す．最終日の夜間ということで参加者数は限られましたが，行
事委員や理事から数多くの意見が出されました．現在，意見を
まとめているところですが，その一部を例として下に示します．
行事委員会は今後，これらの意見をもとに検討を進め，年度末
を目処に学術大会改革のためのブループリントを作成し，それ
を理事会に提案する予定です．皆様からのご意見を随時募集し
ておりますので，行事委員会（main@geosociety.jp）までお寄
せ下さい．

・最新研究の動向を踏まえて，専門部会やセッションを再編成
する必要がある．例えば，地球物理学，地球化学等との分野
融合セッションを積極的に立ち上げる．物質の詳細な分布を
扱う（単なる物質科学ではない）地質学と連携するメリット
が地球物理，地球化学等の研究者に伝われば，両者の発展が
期待でき，そういうサイエンスを進める場を学術大会の中に
作れたら素晴らしい．新学術領域プロジェクトを核とした
セッション提案も考えられる．
・発表会場で活発な議論を引き出したい．おもしろい研究を発

表してもらうのが第一だが，発表者に「議論も含めて発表」
という意識を持ってもらうことも必要．口頭発表で15分間の
持ち時間をすべて講演に費やし，議論時間ゼロというひどい
例も．「講演10分，議論５分」にすることも考えられる．
・学術大会にあわせてレクチャーやショートコースを実施して

は？ 例えば，地質系研究室が少ない大学の学生や企業研究
者は，広く勉強したくてもなかなか難しい．そのような人に
とって専門以外の基礎的な勉強や演習（薄片観察，各種試料
処理，データ処理など）を経験できるのは魅力的では？ そ
の講師を知識・経験とも豊富なシニアにお願いすることも考
えられる（シニアの活躍場拡大）．学会の魅力向上という点
でも，ワークショップやショートコースなどの仕掛けを作る
のは有効と考えられる．
・他学協会との共催・同時開催を積極的に検討すべき．例えば，

日本鉱物科学会との共催は岩鉱系セッションの規模拡大につ
ながり，他分野セッションの活性化にもなるため，今後も繰
り返し行っていけるよう努めるべき．
・新しい試みを導入しようとすると，現状の３日間という会期

ではたいへん窮屈．現状でもセッションの並列開講が多すぎ
るという不満がある．3.5日あるいは４日間にできれば新し
い試みをしやすくなる．

２．「アウトリーチセッション」の報告と課題
会員による研究成果の社会への発信（アウトリーチ活動）を

学会として力強くサポートするために，今大会ではトピック・
レギュラーと並ぶ第３のセッションカテゴリー「アウトリーチ
セッション」を新設しました．世話人は行事委員長（星）とア
ウトリーチ活動に詳しい須藤 斎行事委員が努めました．はじ
めに本セッション立ち上げの背景を説明します．

会員による地質学および関連分野の研究成果を広く社会に伝
えることは，本学会が果たすべき重要な役割の一つです．今年
度の本学会事業計画基本方針にも，地質学的専門知識や情報の
提供・発信，社会の地学リテラシー向上のための取り組み等が
重点項目として挙げられています．ところで，本学会は昨年の
水戸大会で「市民向けポスター展示・説明会」という行事を地
質情報展会場で開催しました．しかし，会員にとって魅力ある
企画に見えなかったためか，応募数は４件にとどまりました．
応募があまり集まらなかったことについて，地質情報展会場が
メイン会場（大学）から離れていた，展示・説明しても学会発
表（業績）としてカウントされない，等の理由が推測されまし
た．こうした分析から，本行事を学術大会の関連行事としてで
はなくきちんと学術大会に組み込み，発表者が目に見える形の
メリットを得られるようにする工夫が必要であると行事委員会
は考えました．そして，行事委員会は次の内容を執行理事会に
提案し，承認を得ました．
１）トピック・レギュラーセッションと並ぶ第３のカテゴリー

「アウトリーチセッション」を新設する．本セッションは，
会員が研究成果をわかりやすく市民に伝える場とする．

２）トピック・レギュラーと同様の手続きで演題登録・講演要
旨投稿を行うようにする．要旨校閲もトピック・レギュ
ラーと同様に行う．要旨は講演要旨集に収録する（正式な
学会発表としての扱い）．

３）発表数に関するルール（発表者１人１題，ただし発表負担
金を支払えばもう１題発表可）は本セッションには適用し
ない．例えば，レギュラーセッションで１題発表する会員
がアウトリーチセッションでもう１題発表する場合，発表
負担金は不要．

４）発表はポスター形式とし，市民講演会会場で実施．ポス
ターコアタイムは市民講演会の前後１時間．

５）参加市民にはアウトリーチセッションの講演要旨（コピー）
を配布．

６）公開シンポジウム参加市民や会員も見られるように，ポス
ターは会期中（３日間）継続して掲示．

７）募集件数は10件程度とする（会場スペース，ポスターパネ
ルレンタル費の都合）．募集件数を上回る応募があった場
合は，行事委員会が採否を検討．

８）優秀ポスター賞の選考対象とする．

今回，募集件数を上回る11件の発表申込がありました．行事
委員会で内容等を検討し，一部の発表者に発表件数の再検討を
要請し，最終的にすべての申込を採択しました．

コアタイムには多数の市民が訪れました．特に前半（市民講
演会の前）のコアタイム参加者が多かったようです．正確な参
加者数は不明ですが，のべ100名超の市民が参加したことは間

委 員 会 だ よ り

アウトリーチセッションの様子
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違いありません．発表者は身振り手振りを交えて市民に成果を
解説していました．参加した市民の多くは中高年の方で，地質
や岩石の基本的な知識を持っている方も少なからずいたようで
す（高校で「地学必修」だった世代の方か？）．参加者の中に
は「専門家か？」と思わせるハイレベルな質問をする方もいて，
熱い議論が交わされたポスターもありました．

本セッションを企画・担当した立場として，今後改善を要す
ると考えられる問題もいくつか見えてきました．以下，個人的
な感想を率直に述べてみます．ご批判もあると思いますが，本
学会のアウトリーチ活動のあり方を考える材料になればと思い
ます．
１）予告記事（ニュース誌5月号）に「地質学と関連分野を対

象とし，開催地（近畿，大阪）とその周辺の地質や地学に
かんする研究紹介，社会的に注目されている地質および関
連トピックの研究紹介，特定分野の研究到達点や課題の解
説など」と明記しましたが，その趣旨とは異なる，市民向
けとは考えにくい（専門家向けと思われる）内容の発表が
あったようです．会員の皆様には，本セッションが専門的
内容を専門家に対して発表する場ではなく，主に市民（非
専門家）へのアウトリーチを目的とする場であることを理
解していただく必要があります．また，大学や研究所等が
行ったアウトリーチ活動の実施報告（アウトリーチをしま
した，という報告）をする場でもありません．

２）上記の点に関連して，ポスターも市民向けとは考えにくい，
市民にとっては難解と思われる専門用語や言い回しを用い
たものがありました．多くの市民，特に若年層を含む現役
世代の多くは，高校で地学を修得していません（地学は中
学校レベルの知識しか持っていない）．それを踏まえて，
使用する用語や表現に配慮する必要があります．そうしな
いと，アウトリーチのはずが逆に市民が離れてしまうこと

（逆効果）にもなりかねません．また，小さな文字でゴ
チャゴチャとたくさん書かれた文章を，おそらく市民は読
みませんし，「難しそうだ」と思ってポスターに近づこう
ともしないでしょう（市民を遠ざけてしまう）．

市民・国民の理解と支えがあってこそ，私たちは専門的
な研究を行うことができます．その市民の皆様に少しでも
研究成果を知ってもらうために，会員の皆様にはご協力を
お願いしたいと思います．来年以降も本セッションを継続
して開催する予定ですので，アウトリーチに関心のある方
はぜひ発表申込をしてください．

３．広いポスター，どうでしたか？
今大会ではポスター発表の使用可能幅を120 cmと拡大しまし
た．従来90 cm幅（一般的な学会ポスター発表の幅）でしたの
で30 cmの拡大です．私自身，ポスター発表をすることが多い
ですが，90 cm幅ではどうしても隣の発表と干渉してしまった
り，コアタイムでは身動きが取れないために自分自身で自分の
ポスターを隠してしまう事態になったりして，より広いポス
ター利用可能エリアが欲しいと思っていました．同様の希望は，
昨年の水戸大会後に実施した参加者アンケートにもありまし
た．幸い，大阪大会では広いポスター会場を確保できることが
わかりましたので，大阪大会実行委員会（LOC）のご協力も得
て30 cm拡大の判断をしました．

米国地球物理学連合（AGU）秋季大会のような180 cm幅（!）
のポスターは，会場の都合によりさすがに難しいですが，今後
もできるだけ広いポスター発表を心がけていきたいと思ってい
ます．ただ，ポスターパネルの多くはレンタルで，1畳分パネ
ル（幅90 cm）のレンタル費は約4000円です．欲張ると大会開
催費用の増大につながりますので，そういう事情があることも
ご理解いただければと思います．

（行事委員長　星　博幸）

佐藤永太郎
（信州大学理学部地質科学科４年 原山智研究室）

若手研究者の育成大会
“サイエンス・インカレ”に参加して

院生コーナー

ポスター会場（東京国際交流会館プラザ平和）文部科学省主催の「サイエンス・インカレ」（後述）という
科学大会が2012年２月18日～19日の２日間にわたって東京の日
本科学館および東京国際交流会館プラザ平和にて開催された．
私は３年次にインドのはんれい岩（石材名：ブラックギャラク
シー）や舞鶴帯の夜久野オフィオライトの超塩基性岩中に見ら
れる黄銅色に光る輝石に心を惹かれ，なぜ輝石が黄銅色に光る
のかを研究し，結論が得られたため「サイエンス・インカレ」
に参加することになった．この大会は第１回目の開催であるた
め，大きな期待と不安の中で開催された．大会の開催目的・概
要は以下のとおりである．

日本が将来にわたり，科学技術イノベーションを推進し，持
続的に発展していくためには，課題設定能力，課題探求能力，
プレゼンテーション能力を備えた次世代の科学技術を担う若者
を育成していくことが必要であり，そのためには日頃の研究の
成果について学生が切磋琢磨するとともに将来の研究活動への
インセンティブを沸き立たせる場を作ることが重要であるが，
現在のところ，大学学部の学生に対しては，このような機会が
不足している状況にあると考えられる．これらの状況を踏まえ，
学生の能力・研究意欲を高め，創造性豊かな科学技術人材を育



日本地質学会News 15（11） 31

成することを目的に，自然科学分野を学ぶ全国の学生が自主研
究の成果を発表し競い合う場として，「サイエンス・インカレ」
を平成23年度から開催することとなった．（サイエンス・イン
カレ公式HPの内容を一部変更）

応募対象は１～４年次（短期大学１～２年次を含む）の学生
や高等専門学校４～５年次の学生で，学生が主体となって研究
したものを応募対象としている．研究発表は数物・化学系，工
学系，生物系，情報・融合領域系の４分野で，さらに「卒業研
究に関連しない研究」と「卒業研究に関連する研究」に分けら
れる．

当日は，１次審査（書類審査）で採択された計126組（口頭
発表40組，ポスター発表86組）が研究発表を行い，口頭発表部
門では，文部科学大臣賞１件，科学技術振興機構理事長賞１件
及び奨励賞６件が選ばれ，ポスター発表部門では，奨励賞８件
が選ばれる．

このように次世代の研究者の卵に発表の機会を作り，研究の
モチベーションを保つ契機を与えることを目的としている．第
１回目の開催にもかかわらず，日本全国から126組200人以上の
参加で，非常に多くの分野・学部から集まり，まるで異種格闘
戦のような大会であった．中には私以外にも地質学の分野から
応募している学生もみられた．いくつか紹介すると口頭発表で
は「有明海で採取されたコア試料中に認められる津波堆積物の
有機地球化学的特徴」，ポスター発表では「西太平洋のポナペ
島に産する火成岩の岩石学的研究」，「三郡帯超マフィック岩体
周辺における砕屑性クロムスピネルの化学組成」（奨励賞受賞），
そして自分の「鉱物の構造色（輝石の例）」（奨励賞受賞）など
が出展されていた．数物・化学分野では２枠の奨励賞があった
が，2枠とも地質学分野が受賞することになった．

奨励賞（数物・科学分野）を地球科学で独占！！受賞した研究
内容
「三郡帯超マフィック岩体周辺における砕屑性クロムスピネル
の化学組成」
島根大学教育学部学校教育課程Ⅰ類　梅田知幸
概要：上部マントル起源のかんらん岩類のような，Mgに富む
火成岩にほぼ限って含まれる鉱物にクロムスピネルがある．ク
ロムスピネルの化学組成は岩石の形成条件を限定する存在とし
て重要である．先行研究（菅野，2005）では，砕屑性クロムス
ピネルを用いた研究方法の中国地方中部地域での妥当性が示さ
れ，ダナイト比率が高い岩体・場所ほど，クロミタイト（クロ
ムスピネルを20％以上含んだもの）の存在比率が高いという仮
説がたてられている．この研究では仮説を証明するために，ダ
ナイト比率が最も高い岩体・場所のクロミタイト存在比率とハ
ルツバーガイト比率が最も高い岩体のクロミタイト存在比率を
明らかにしていく必要性がある．この事によってマントル中の

どのような場所にクロムが濃
集するのかが明らかになるこ
とが期待される．

クロムスピネルをEPMAで
分析した結果，特に多里-三坂
岩体においては，その北部に
クロミタイトの存在比率が高
いことが定量的に証明され
た．また，その他の岩体にお
いてもクロミタイトの存在比
率を明らかにすることができ
た．このデータはクロム鉱床
探査の確立において重要であ

ると考えられる．

「 鉱 物 の 構 造 色
（輝石の例）」
信州大学理学部地
質科学科　佐藤永
太郎（筆者）
概要：先文でも少
し述べたが，はん
れい岩や超塩基性
岩中に稀ではある
が黄銅色に光る輝石が存在する場合がある．輝石が黄銅色に光
るメカニズムを解明することを研究のテーマとした．対象とし
たのはインドのはんれい岩（石材名：ブラックギャラクシー）
中の斜方輝石である．

研究結果は斜方輝石の（100）面に離溶した単斜輝石からさ
らにイルメナイトのラメラが離溶しているのが観察結果から明
らかになった．イルメナイトは170～200 nm，80～130 nmの厚
さに集中している．170～200 nmでは薄膜干渉によって610～
720 nm（オレンジ色～赤色）にピークを持つようなスペクト
ルが得られる．また，80～130 nmでは400～450 nm（青色～水
色）にピークを持つようなスペクトルが得られる．緑色などそ
れ以外の波長をもつスペクトルは多層膜干渉によって得られる
ことが分かった．

これらの干渉色（主にオレンジ色と青色）が混ざりあった反
射光を見ることによって輝石が黄銅色に見えるという結果が得
られた．

この大会は非常にさまざまな研究分野の発表があり，また同世
代の学生の研究を見ることができて非常に新鮮で，よい刺激が得
られた．また，審査員として参加されていた地球科学分野の大学
の先生方から研究についてアドバイスやご指摘を頂き大変有意義
なコアタイムとなった．さらに他大学の学生とのコミュニティー
を広げることができ今後の自分の研究にさらに高いモチベーショ
ンを得られたという点で有意義な２日間であった．

学部生からでもいろいろな学術大会に参加してみると，最近
の地質の研究に触れることができて地質学をさらに楽しく感じ
ることができると思う．学部生には難しい話が大半で，眠く
なったりもしてしまうが，その時に聞いて，覚えている内容が
必ずどこかで生きて，次なる発見につながるものであると信じ
ている．さらに，学会などで発表すると，学部生の間はそれだ
けで1つの財産になると思う．私がサイエンス・インカレで奨
励賞を受賞することができたのも，その前に茨城の地質学会で
1度ポスター発表をしていたという経験が生きたからである．
考えに考え抜いた上で話やポスターをつくるので，自分のやっ
てきたことやこれからの課題を整理できるいい機会である．人
に自分の話を理解してもらうには大変な努力と熱意が必要にな
るが，それを達成できた先には大きな充実感が待っていると思
うので，是非，学部生のうちから積極的な大学生活を送っても
らいたいと思う．

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）研究対象の斜方輝石

表彰式（日本科学館）



日本地質学会News 15（11）32

一般社団法人日本地質学会運営規則により，次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします．2013年４月～2014年３月の会費額は
下記の通りです．

１．自動引落を登録されている方の 引き落とし日は12月25日（火）です．
2013年度分会費の引き落とし日は12月25日です．請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい．これ

より以前に不足額がある場合には加算され，余剰金がある場合はその分を減額して引き落としとなります．通帳には金額とともに「チシツカ
イヒ」あるいは「フリカエ」，「SMBC」などと表示されますので，必ずご確認下さい．

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

によっては2013年３月または６月にも引き落とし手続きをいたします）．自動引き落としによる払込をより多くの会員に積極的に採用
して頂きたく，ご理解とご協力をお願いいたします．自動引き落としを希望する方は，「自動払込利用申込書」（10月号ニュース掲載）
をお送り下さい．

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

一般社団法人日本地質学会　会計委員会

一般社団法人日本地質学会運営規則
第２章　第７条（会　費）

学会は会費の年額（４月１日～翌年３月末日）を次のように定め，
会員は当該年度の初日までにこれを支払うこととする．入会の際には
当該年度の年額を支払うこととする．
（1）正会員：12,000円

ただし，大学学部ならびに大学院に在籍するものは，毎年度ご
とに所定の申請書を提出した場合，それぞれ学部学生割引と院
生割引を適用し，年会費を5,000円ならびに8,000円とする．こ
れらに準じる身分の学生についても同様の扱いとする．

（2）賛助会員：１口25,000円，２口以上
ただし，諸般の事情により理事会が認める場合は，１口とする
ことができる．

２　会費の変更は，理事会の議決により，総会の承認を得なければな

らない．
３　会員は，上記に定める会費を当該会計年度の前に一括納入しなけ

ればならない．ただし，やむを得ぬ理由により理事会が認める場
合は，分納もしくは減免することができる．

４　会費を滞納した会員については次の処置をとる．
（1）滞納期間が６ヶ月以上となった場合には，地質学雑誌等の会誌

の送付を停止する．
（2）滞納会費が納入された場合には，送付を停止した地質学雑誌等

の会誌の送付を再開する．ただし，会誌の在庫の関係で送付が
できないことがある．

（3）地質学雑誌への投稿，講演会での講演を制限することがある．
（4）会費を当該年度中に支払わなかった会員は，正当な理由がない

と理事会が判断したときは会員の資格を喪失し除籍となる．

＜現在，アイランドアークの印刷物を購読されている方へ＞
2013年度（Vol.22）から，アイランドアークの印刷物としての発行を廃止し，完全電子ジャーナル化することとなりました（詳細はニュース

誌10月号を参照）．今後，印刷物の購読料は発生いたしません．ただし，2012年度までの購読料が未払いのかたへは，購読料の請求をいたしま
すので，必ずお支払いをお願いいたします．

2013年度の会費払込について

会員資格 2013年４月～2014年３月分会費

※学部に在籍している学生の方，定収のない大学院生（研究生）の方で，それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会
費を適用します．なお，2012年度までの学部学生割引・院生割引会費についての申請は終了しておりますので，2013年度会費
にのみ適用となります．

正会員 12,000円

〃　（院生割引）※　要申請 8,000円

〃　（学部学生割引）※　要申請 5,000円
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３．その他

１）日本地球惑星科学連合の編集委員会委員

ならびに編集運営会議委員の推薦について

日本地球惑星科学連合より，新ジャーナ

ル発行のための編集委員会委員ならびに編

集運営会議委員の推薦依頼があり，井龍理

事（編集委員），ウォリス理事（運営会議

委員）を推薦することが了承された．

２）見学旅行名称変更に伴う，規則類の変更

追加について

見学旅行の名称変更に伴う規則類の変更

に関して，「野外調査安全指針」付則１）

の文言「見学旅行→「巡検」に変更したい

旨提案があり，了承された．

３）Island Arc誌名変更手続き案

先に完全オンライン化とともに投稿の魅

力を向上させるために誌名を変更したいと

執行理事会に提案し了承されたので，広く

誌名の募集をし，Editorial Advisory

Boardと編集委員会で投票して決定する．

来年5月の総会までに共同運営他学会との

協議および規則変更手続きを進めていく

旨，伊藤理事より報告があった．誌名決定

方法の詳細は編集委員会に協議してもら

う．

４）地震，火山，津波，海底地すべりなどの

国際研究組織への協力について

IUGS小川勇二郎会員理事からアジア太

平洋地域の自然災害の国際協力のために，

災害関係の情報を集めて欲しいと依頼が

あった．地質学会としてできることを小川

会員と執行理事会とで検討する．

５）地質学会編集の書籍等の進行状況の確認

企画されてから時間がかかっている学会

出版物（出版社から発行のものも含む）の

進行状況を確認し，学会事業として発行を

推進していくことが確認された．

Ⅱ　報告事項

（1）運営財政部会：総務委員会（西・山本）

＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞

１．笹川科学研究助成の募集：学術研究部門

10/１-10/15，実践研究部門11/１-11/15

→HP，geo-flash，News 掲載

２．山田科学振興財団より2013年度研究援助

候補者の推薦依頼（援助対象2013/10-

2015/03：地質学会からは３件（〆切10/１-

２/28，学会〆切１/31）→HP，geo-flash，

News誌に掲載．2012年度応募の１件は不採

択の通知があった．

３．土壌環境センター，日刊工業新聞より，

2012土壌・地下水環境展（10/17-19）協賛

依頼：例年通り承諾　

４．第３回日本ジオパーク室戸大会組織委員

会（11/２-11/５）より，同大会への後援

名義使用の依頼：承諾，その後参加要請も

あり．

５．ひょうご恐竜化石国際シンポジウム実行

委員会（小林文夫会員）より，国際シンポ

ジウム「白亜紀前期の恐竜研究最前線」ほ

か関連行事の後援依頼（2013年３月16日-17

一般社団法人日本地質学会の議事録を掲載

しています．

2012年度
第３回執行理事会議事録

期　日：2012年９月14日（金）13:00～15:00

場　所：堺市産業振興センター会館　会議

室１（堺市北区長曽根町183番地５）

出席者：石渡会長　ウォリス副会長　渡部副

会長　齋藤常務理事　伊藤　井龍　坂口

高木　内藤　中澤　西　平田　星　山口

山路　山本　（事務局）橋辺

欠席者（委任状提出あり）：保柳　松田

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

16名，委任状２名，合計18名の出席．

Ⅰ　審議事項

１．財務関係の検討事項

１）年会関連：巡検の実施形態に関して

来年度の巡検から旅行業者に委託するこ

とに関して，最小遂行人数や経費等の詳細

を行事委員会と会計にて検討することが提

案され，了承された．

２）学会が特に企画した場合の特集号の印刷

負担金

地震関連特集号の長大論説に，ページ超

過チャージおよびカラーチャージの高いも

のが多くでた．今回は，招待論文について

も計画段階での予算措置等をしていないこ

ともあり，規定どおり請求することにした．

３）ジオルジュ2号の印刷部数およびその費

用に関して

次号（11月発行予定）の現時点での収支

見積りでは27万円の赤字が見込まれてい

る．これについて検討し，発行することの

意義を確認し，支出することが了承された．

４）名誉会員および会費のあり方等も含めた

シニア会員制度の検討と将来の財務基盤に

関して

西理事より，向山理事により作成された

会員数と学会収入の漸減状況，年齢構成の

解析結果等にもとづき，今後の会員数と学

会の財政の関係について改めて説明され

た．特に退職に伴って退会するケースが多

く，シニア会員の引き留め策の必要性が指

摘された．名誉会員制度も含め会員サービ

スおよび健全な財務体制のあり方を検討す

るためのWGを運営財政部会の下に設置す

ることが提案され，了承された．

２．環境変動史部会の設立について

環境変動分野が急速に盛り上がっているに

も関わらず，この分野を対象とする専門部会

がなかった．その受け皿となる「環境変動史

部会」を設立したいとする趣意書が提出され，

了承された．

日）を承諾

６．第13回子供のためのジオカーニバル

（11/13-14）企画委員会より後援名義使用依

頼：例年通り承諾

７．広島大学教員公募10/12締切り→HP，

geo-flash，News 掲載

８．熊本大学教員公募10/26締切り→HP，

geo-flash，News 掲載

＜その他＞

１．日本アイソトープ協会役員挨拶：会長

有馬朗人

２． 天 文 学 会 よ り 交 換 雑 誌 天 文 月 報

（2012/09より）配布の中止連絡

３．Blackwell Publishing Asia Pty Ltdより，

合併の全ての手続きが完了したので

Wiley Publishing Asia Pty Ltdと社名変

更の通知があった．社名変更に伴う体制の

変更はないとのこと．

４．地質情報展事務局より，開会式の正式通

知（９/15，12：30-13：00）と会長の挨拶

要請があった．

＜会員＞

１．入会者（６名）

賛助会員（１社）：旭砿末資料合資会社

正会員（３名）：福光さゆき　江藤典子

霜島康浩

正〔院割〕会員（１名）：浅田舞紀

正〔学部割〕会員（１名）：庄司雄騎

２．退会者（４名）

正会員（４名）： 中沢理久　小城祐樹

小倉博之　中村　悠

３．逝去者（名誉１） 橋本光男

吉田　義（逝去日：2012年３月２日）

４．８月末日会員数

賛助：26，名誉：72，正会員：3980（正会

員：3786，正（院割）会員：184正

（学部割）会員：10），合計　4078（昨

年比 -131）

＜会計＞

・大韓地質学会会長の招待費用：旅費滞在費

で約12万円

・フィールドノート2000部の増刷：印刷費

724,500万円

・大阪大会巡検の実施状況：A班について

は，現状では３万円の赤字が予想されてい

るが，年会費用として補てん．

・出版著作権管理機構より複写使用料の分配

10月末入金：2010/23,000円，2011/22,000

円

（2）広報部会：広報委員会（内藤・松田）

・ジオルジュ２号の編集開始

・ジオルジュの宣伝のため，創刊号地団研の

大会，大阪地質情報展・市民講演会で配布．

（3）学術研究部会：行事委員会（星）

・行事委員長より大阪大会の状況が報告され

た．巡検は全コース実施される予定．災害

関連緊急展示も実施．最終日の夜間小集会

で学術大会改革のためのオープンディス

カッションを行う．

・仙台大会の準備状況が報告された．予定会

学　会　記　事
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１）文科省の「一家に一枚」ポスターに応募

の「地球と生命と私の歴史」は，不採択で

あった．

２）超歴史年表原稿は現在修正中

３）電子出版物として下記の２件が提案され，

校閲作業中である．

・白滝ジオパークの地質（加藤孝幸ほか）

・ジオツアー・ジオパーク・地学オリンピッ

ク―地学を楽しく（吉田勝ほか）

４）三浦半島（蟹江ほか）のリーフレット原

稿については，進捗なしの現状．

５）フィールドジオロジーシリーズ（本学会

編，共立出版）の完結

第８巻「火成作用」（高橋・石渡）

第９巻「第四紀」（遠藤・小林）発売）と

第９巻の正誤表について（添付：正誤表，

共立のHPで９/12から公開）http://www.

kyoritsu-pub.co.jp/bookdetail/9784320046

894

６）長瀞探検マップ　企画検討中

７）リーフレット津波堆積物は堆積学会の協

力で企画中

（9）社会貢献部会（高木・平田・中澤・保柳）

2012年度地質の調査研修の参加者募集は

定員６名に達し，実施が確実となった．来

年度は春と秋に企画したい．宣伝活動も実

施する．

（10）ジオパーク支援委員会（高木）

支援委員会委員の一部交替があり報告さ

れた．

（11）地学オリンピック支援委員会（平田）

今年のアルゼンチン大会に持って行くた

めの日本の地質図は産総研の協力を得て準

備した．来年はインド大会であり，そのた

めの募集を開始する．更なる拡大のために

小中学生向けの研究発表会「地球にわくわ

く」を実施することが報告された．

（12）震災復興事業プラン検討WG（高木・

西・藤本・斎藤）

今年度事業プランに対し２件の応募があ

り，検討の結果下記の１件を採択した．

・仙台平野海岸部における津波被害と液状化

被害の識別（川辺孝幸ほか）

（13）連携事業委員会（保柳）

JANESと打ち合わせ，昨年度の事業報

告書のフォローアップを行う．

（14）支部長連絡会議（渡部）

９月16日（13：00-14：00），大阪で支部

長会議を開催，全支部出席予定．

（15）地質技術者教育委員会（山本）

今年２回目の会議を実施し，大学の

フィールド実習，地学系就職先採用状況や

災害関連業務等の情報共有が行われた．

2012年10月13日

一般社団法人日本地質学会執行理事会

会長（代表理事） 石渡　明

署名人　執行理事　　斎藤　眞

場の都合により大会日程を９/14-16に変

更．プレ・ポスト巡検を仙台LOCと検討

し，巡検コースが決定された．市民講演会

とシンポジウムはLOCで検討中．

・堆積学会との共催による第２回津波堆積物

ワークショップ（本年10月６日～８日）は

準備を進めている．

（4）学術研究部会：国際交流委員会（井龍）

１）日韓学術交流についてのスケジュール

大韓地質学会会長ほか３名の方が14日に

大阪入り，

15日 午前：学術交流会議（大阪自然史博

会議室），午後：地質情報展視察・授

賞式前の会長ご挨拶・レセプション

16日 昼食会（府立大学術交流会館応接

室），午後：国際ワークショップ（副

会長　講演），夜：兪会長は帰国

２）本学会の英文概要紹介文について

石渡会長により学会の英文概要が作成さ

れたので，今後活用したい．

（5）学術研究部会：その他

地層名情報の一元管理を産総研との共同

で進める件（了承済み）に関して，産総研

が管理するデータベースの準備が進んでい

るとの報告があった．

（6）編集出版部会：地質学雑誌編集委員会

（山路）

１）編集状況報告（９月10日現在）．

2012年度投稿論文　総数85編［総説４（和

文４），論説50（和文46・英文４），報告６

（和文６），ノート５（和文５）］口絵8（和文

５　英文３）・巡検案内書10

査読中32編　　受理済み　41編（うち通常

号16 特集号25）

・118巻９月号：特集号「東北地方太平洋沖

地震：統合的理解に向けて（その３）」と

通常号原稿３編（約65頁・校正中）

・特集号「東北日本弧における活火山の長期

活動評価」（世話人　長谷川健ほか）が投

稿された（2012.7.20受付）

・大阪大会巡検案内書（CD-ROM）は，補

遺として118巻８月号とあわせて会員に配

布した．

・118巻３月号掲載論文のJOI/doi番号に誤植

が見つかり，印刷所の責任で８月号に訂正

シールを掲載し，J-STAGEについては訂

正版PDFを公開する対応をおこなった．

２）査読システムScholar Oneの契約更新：

今後は毎年更新はせずに契約継続となる．

（7）編集出版部会：Island Arc編集委員会

（伊藤）

・編集状況報告

2012年21巻の予定総ページ数は329pと

昨年の825pより大幅に減少したが，投稿

数は増加傾向であり回復が見込まれる．ま

た誌名変更に関して提案を募集し，来年５

月までに決定する方針が確認された．新誌

名はEditorial Advisory Boardと編集委員

が選定し，理事会で承認し，総会で報告す

る．あわせて規則類の変更手続きを進める．

（8）企画出版委員会（山口）

2012年度
第４回執行理事会議事録

期　日：2012年10月13日（土）13:00～17:00

場　所：地質学会事務局

出席者：石渡会長　ウォリス副会長　齋藤常

務理事　井龍　坂口　内藤　西　平田

星　松田　山路　山本　（事務局）橋辺　

欠席者（委任状提出あり）：渡部副会長　伊

藤　高木　中澤　保柳　山口

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

12名，委任状６名，合計18名の出席. 

Ⅰ　審議事項

＊前回の議事録を確認した．

１．年会関係（星）

１）大会業務の再検討

業務委託業者の選定や口頭発表データの

PCセンターへの集中管理方式など個々の

サービスを見直すことで経費削減に努めた

い旨提案があった．大会運営全体に影響す

るので委託業者選定も含めて，行事委員会

および実行委員会とでよく検討する．

２）巡検を他学協会と連携する件

巡検を関連他学協会に協賛を呼びかけて

巡検参加者増を図りたいと提案があり，全

コースを対象として了承された．巡検は大

会の一部であるので，巡検のみに参加する

場合も，巡検参加者用の大会登録費（通常

の参加登録費から2500円引き，講演要旨抜

き，年会会場への入場不可）を負担して頂

く．予約に関しては正会員も協賛学協会会

員も対等で優先予約等は行わない．

２．地質学雑誌編集関係（山路）

１）地質学雑誌編集出版規則（2011.6.1制定）

の名称変更

現行の規則名称「地質学雑誌編集出版規

則」では，投稿者が本規則を投稿規則では

ないとして見落とす可能性があるので，規

則名称に「投稿」の文言を加え，「地質学

雑誌投稿編集出版規則」としたい旨提案が

あり，他の規則中にある修正も確認したう

えで，12月の理事会に提案することが了承

された．

２）通常号掲載論文のPDF早期公開

現在特集号論文のみは学会HP（会員の

ページ）から受理後ただちに公開されてい

るが（本年６月号から），通常号論文につ

いても同様に早期公開を行いたいと提案さ

れ，12月の理事会に提案することが了承さ

れた．

３）未公開「口絵」のJ-STAGE公開について

JSTの事業区分および搭載基準の変更な

どにより，一部の「口絵」，110巻１号（04

年１月）～118巻９号（12年９月）が公開

されていないことが判明した．口絵も掲載

論文であり，欠損期間の口絵全てを公開す

ることとした．公開に必要なデータ処理費

用の支出を了承した．

４）地質学雑誌掲載論文の受賞促進について
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１．今月の入会者（３名）

正会員（２名）宇野宏司，篠崎鉄哉，

正〔院割〕会員（ 名）今井　遼

２．今月の退会者（１名）

正会員（１名）：佐藤禮子

３．今月の逝去者（名誉会員１名）

飯山敏道（2012年９月15日）

４．９月末日会員数

賛助：26 名誉：71 正会員：3984（正会

員：3789，正（院割）会員：185，正（学

部割）会員：10）合計4081（昨年比 －61）

＜会計＞

・地質調査の研修について，担当理事の提案

による予算を検討し了承した．

・年会の収支概算について，現状では多少マ

イナスとなる予想．

（2）広報部会：広報委員会（内藤・松田）

・ジオルジュ２号の編集が終盤，11月発行予

定

・来年度のフォトコンテストの準備が進んで

いる．

（3）学術研究部会：行事委員会（星）

１）大阪大会について

参加者800名，発表数560件超と盛会で

あった．巡検は1コースのみ荒天中止と

なったが，他は無事に終了した．大会報告

記事はニュース誌11月号に掲載予定．

２）仙台大会について

・巡検案内書編集委員会が発足し，作業を開

始した．

・シンポジウムとして下記2件を提案した．

・一般公開シンポジウム「東日本大震災あの

とき，今，これから」

・国際シンポジウム「環太平洋造山帯」

・大会業務委託および巡検旅行業務委託の業

者を検討中．

・共催，後援は各方面に依頼中．

３）学術大会WGを立ち上げ，年度末までに

改革案を作成する．人選は行事委員長が行

う．

4）第二回津波堆積物ワークショップ（堆積

学会と共催）を開催し，WS69名，巡検参加

者18名が参加した．

５）地球惑星科学連合の大会でセッション

「人間環境と災害リスク」を共同コンビ

ナーセッションとして共催を継続する．

（4）学術研究部会：国際交流委員会（井龍）

（5）学術研究部会：その他

・分析会社による同位体誤分析の情報を受

け，geo-Flashを通じて会員に広報した．

地質学雑誌およびIsland Arcに誤分析に基

づく論文がないか調査中である．

（6）編集出版部会：地質学雑誌編集委員会

（山路）

１）編集状況報告（10月10日現在）．

・2012年度投稿論文　総数89編［総説５（和

文５），論説54（和文50・英文４），報告６

（和文６），ノート６（和文６）］口絵８

（和文５　英文３）・巡検案内書10

・査読中36編　　受理済み　35編（うち通常

号18 特集号17）

編集委員会は，各賞の対象に地質学雑誌

掲載論文がより多く選ばれて欲しいと希望

している．学会の役員一同積極的に推薦を

行うことで対応することとなった．

３．その他

１）原子力規制委員会より，原発敷地内の破

砕帯調査の調査団員候補者の推薦依頼が

あった．これに対して会長陣が下記10名の

会員を候補として理事会に報告し，被推薦

者の了解を得て推薦した．調査団メンバー

の最終決定は原子力規制委員会による．

粟田泰夫（産総研），石山達也（東大地震

研），大谷具幸（岐阜大），岡田篤正（立命

館大），佐藤比呂志（東大地震研），重松紀

生（産総研），竹内　章（富山大），堤　浩

之（京都大），藤本光一郎（学芸大），吉岡

敏和（産総研）

２）大学評価学位授与機構より機関別認証評

価委員会専門委員候補者の推薦依頼

25年度，26年度実施分の委員として，10

名以内を推薦するよう求められた．ただし

締め切りが10月26日と迫っているため会長

陣で候補者を検討し，理事会に報告するこ

ととした．

３）連合経由で，男女共同参画学協会連絡会

よりの科学技術系専門職の男女共同参画実

態調査への協力依頼があった（実施期間

11/１-11/30）．地質学会は連合の一員とし

て協力することとし，会員にgeo-Flashで

呼びかけることとした．

４）イタリア，L’Aquillaの被害地震に関連

する裁判について情報交換をおこなった．

Ⅱ　報告事項

（1）運営財政部会：総務委員会（西・山本）

＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞

１．猪俣道也会員よりINHIGEO2011国際会

議の最終報告（会計）があった．会議報告

は既にNews誌４月号に掲載済み．

２．第30回とやま賞の募集（11/22〆切）→

HP，News，geo-flashに掲載

３．三浦半島活断層調査会（会長茅野教幸）

より，「第２回城が島観察会」の後援依頼

について承諾した．→HP，News，geo-

flashに掲載

＜その他＞

１．東大海洋研究所より平成25年度白鳳丸の

共同利用募集案内（〆切10/31）→HP，

News，geo-flashに掲載，淡青丸は，平成

25年１月をもって運用中止，後継船は建造

中につき利用は25年後半以降の見込み．

２．地学団体研究会よりの声明文「理科教育，

特に地学教育の充実を！」，地学教育委員

会にも回覧した．

３．地球惑星科学連合の学協会長会議報告

石渡会長（同会議議長），西理事より詳

細な報告があった．

５．学術会議の機能強化方策検討等分科会よ

り，法人化に関するアンケート，〆切

10/31

＜会員＞

・118巻10月号：特集号「特集　火星探査計

画における地質学者への期待」（世話人：

松井孝典・小松吾郎・後藤和久）（約100

頁・校正中）

・118巻８号掲載の石田ほか論説（p.476-492）

において，校正ミスによる誤りがあり，10

月号に訂正記事を掲載．

（7）編集出版部会：アイランドアーク編集

委員会（伊藤）

・編集状況報告：過去半年の投稿数36件．う

ち新規投稿29件．

・Island Arc賞の選考始まる．

（8）企画出版委員会（山口）

・リーフレットの進行状況報告

以下のものが進行中である．

超地球史年表（清川）

三浦半島の地質（蟹江）

（9）社会貢献部会（高木・平田・中澤・保柳）

１）「地質調査の研修会」の実施

・講師：徳橋秀一会員および講師補助：中島

礼会員（産総研）に対し，依頼状を送付し

た．

・講師謝金等を含めた予算について検討し，

運営財政部会の了承を得た．

２）来年度の地質の日の行事

・地質の日事業推進委員会の委員に中澤理事

を選出した．

（10）ジオパーク支援委員会（高木）

日本ジオパークに八峰白神，湯沢，銚子，

箱根，伊豆半島が選ばれた．隠岐は世界ジオ

パークの審査が行われたが指定は見送られ

た．

（11）地学オリンピック支援委員会（平田）

アルゼンチン大会開催．日本代表選手は金

メダル１名，銀メダル３名

アルゼンチン大会にて東アジアの地質図を

展示した．

国際地学オリンピックを2016年に三重県開

催決定

地球にわくわく自由研究コンテストを実施

する

（12）震災復興事業プラン検討WG（高木・

西・藤本・斎藤）

今年度の事業を実施中．

（13）支部長連絡会議（渡部）

大阪大会での会議にて，学術大会の申し合

わせと支部選出理事の選出方法について意見

交換した．

（14）地質技術者教育委員会（山本）

大阪大会夜間小集会実施した．各大学の

フィールドワーク実習，地質コンサルの採用，

公共事業の状況などの情報を交換した．年２

回程度会合を持ち，随時メール会議を行う．

2012年11月10日

一般社団法人日本地質学会執行理事会

会長（代表理事） 石渡　明

署名人　執行理事　　斎藤　眞



あった．誌名決定方法の詳細は編集委員会

に協議してもらう．また名称変更に伴う規

則類変更や承認手続きが発生するので執行

理事会への報告を怠りないよう指摘された．

３）フィールドジオロジーシリーズ（本学会

編，共立出版）の完結（石渡会長）

フィールドジオロジーシリーズの第８

巻，第９巻が刊行され，シリーズが完結し

た．９巻は出版後にミスが見つかり，正誤

表が共立出版のウェブから公開されている

との報告があった．

第８巻「火成作用」（高橋・石渡）

第９巻「第四紀」（遠藤・小林）

４）本学会の英文概要紹介文について（石渡

会長）

国際交流にあたり学会の英文概要紹介が

改訂されたと石渡会長より報告があった．

ウェブ等を含めて活用していく．

５）地震，火山，津波，海底地すべりなどの

国際研究組織への協力について（斎藤理事）

小川勇二郎会員（IUGS理事）からアジ

ア太平洋地域の自然災害の国際協力のため

に，災害関係の情報を集めて欲しいと依頼

があった．地質学会としてできることを小

川会員および執行理事会とで検討する．

６）学術会議地球惑星科学委員会地球惑星科

学大学教育分科会報告（小嶋理事）

学術会議の分科会により，地球惑星科学

に関する大学教育の質保証のための参照基

準が検討されていることが報告された．

７）大阪大会報告（星　行事委員長）

・大阪大会概要報告があり，560超の発表と

800名以上の参加が見込まれる．大韓地質

学会との日韓学術交流，シンポジウム，国

際ワークショップ，小さなEarth Scientist

の集い，巡検，地質情報展など概要が紹介

された．

・仙台大会は会場の都合により９月14-16日に

変更された．巡検コースの検討が進められ

ている．仙台大会から巡検の運営を業者に

委託するための準備・検討を進めている．

・今後の学術大会を盛り上げていくため，

オープンディスカッションを大阪大会の最

終日17日の夜間小集会として開催する．

最後に，大阪大会LOC，近畿支部長の

宮田理事より，今大会の状況について挨拶

をいただいた．

８）社会貢献部会（高木理事）

・復興プランの成果が大阪大会のポスター会

場で報告される．今年もプランが公募され，

二件応募のうち一件が採択された．成果等

はニュース誌，メルマガで報告していく．

・ジオパーク支援委員会は任期満了に伴う委

員の交代等があった旨報告された．

・国内のジオパークとして，八峰白神，湯沢，

銚子，箱根，伊豆半島が，隠岐は世界ジオ

パークの審査が行われたことが報告された．

一般社団法人日本地質学会
2012年度第２回理事会議事録

日　時：2012年９月14日（金）15:30-18:30

会　場：堺市産業振興センター会館　会議

室１（堺市北区長曽根町183番地５）

出席役員　理事（38名）：安藤寿男　市川八

州夫　伊藤　慎　井龍康文　石渡　明

Simon Wallis 永広昌之　太田泰弘　大

津　直　小山内康人　笠間友博　狩野彰

宏　川辺文久　小嶋　智　斎藤　眞　坂

口有人　佐々木和彦　柴　正博　高木秀

雄　高橋正樹　竹下　徹　田村嘉之　内

藤一樹　中澤　努　西　弘嗣　久田健一

郎　平田大二　藤本光一郎星　博幸　宮

下純夫　宮田隆夫　向山　栄　村田明広

山口耕生　山路　敦　山本高司　脇田浩

二　渡部芳夫

欠席役員　理事（12名）：天野一男　伊藤谷

生　川端清司　清川昌一　芝川明義　竹

内　誠　藤林紀枝保柳康一　松田達生

松田博貴　矢島道子　山田泰広

監事（２名）：青野道夫　山本正司

その他出席者　事務局：橋辺

＊成立要件：理事総数50名の過半数26名，

本日の出席者38名で本理事会は成立．

＊議決：出席者の過半数19名

＊書記２名の選出：開催にあたり，川辺理

事ならびに坂口理事を書記に選出．

○報告事項

１．執行理事会報告

１）６月・７月・９月執行理事会議事録要点

ほか（斎藤常務理事）

斎藤理事より執行理事会議事録が報告さ

れ修正の上了承された．

２．理事からの報告

１）大韓地質学会会長をお迎えし，学術交流

協定（２回目）を締結

井龍理事より報告．2007年に締結された

日韓の学術交流協定を延長することを決め

た．協定書の内容は同一．９月15日に締結

式および次の５年間の展望を話し合う．16

日の国際ワークショップで大韓地質学会副

会長の講演がある．

２）Island Arc 編集委員会報告

・2012年21巻の予定総ページ数は329pと昨

年の825pより大幅に減少したが，投稿数

は増加傾向であり回復が見込まれる．

・完全オンライン化とともに投稿の魅力を向

上させるために誌名の変更を執行理事会に

提案し，了承された．広く誌名を募集し，

Editorial Advisory Boardと編集委員会で

投票して決定する．来年５月の総会までに

共同運営他学会との協議および規則変更手

続きを進めていく旨，伊藤理事より報告が

○審議事項

１．地質学会謝金細則ならびに国内旅費細則

の改正

日本地質学会受託研究謝金規則は対象を受

託研究に限定していたが，これを一部改正

し，他事業の謝金・旅費も対象になるよう

改正したいと斎藤常務理事から提案があっ

た．一部修正の上了承された．

２．名誉会員のあり方の検討（斎藤理事）

名誉会員のあり方WG（仮称）を理事会の

下に設置することが提案され了承された．

WGのメンバーとして久田理事，Wallis理

事，伊藤理事，佐々木理事が選出された．

WG長はメンバーの互選で選出する．

３．会費のあり方等も含めたシニア会員制度

の検討（西　理事）

理事会の下に「財政及びシニア会員制度の

検討WG（仮称）」を設置し，人選は財務

担当理事に一任することが提案され，了承

された．

４．地方支部区理事の選出方法の検討に伴う，

選挙規則・細則の改正の検討（斎藤理事）

現行規則では各地方支部区代議員選挙の

トップ当選者を地方支部区選出理事として

いるが，これでは支部や本人の意思に必ず

しも合致しない場合がある．また，同数得

票での当落の定めが不備である．そのほか

会員数が支部によって大きく異なる等の問

題点も挙げられ，継続審議となった．

５．地球環境変動史部会の設立について（井

龍理事）

学術研究部会より黒田潤一郎会員を部会長

とする「環境変動史部会」という新しい専

門部会の設立提案があった．提案の部会規

則の一部を修正した上で，了承された．

2012年10月１日から活動を開始し，2013年

学術大会にてセッションを設ける．

６．編集出版規則の一部修正

編集出版規則のC（原稿の審査と採否）３

条は査読後再提出期限を３ヶ月としている

が，より厳密に90日とすることが提案され，

了承された．

７．野外調査安全指針　付則１）の一部修正

野外調査安全指針　付則１）の文言「見学

旅行」を「巡検」に改正するよう提案され

了承された．

＜追記＞　各賞選考委員長の選出

理事会終了直後，本年度の各賞選考委員会

は，互選により委員長として竹下理事を選出

した．

以上，この議事録が正確であることを証す

るため議長および出席理事・監事は次に記

名，押印する．（氏名・押印の掲載省略）

2012年10月12日
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○平成24年度自然史学会連合講演会
自然災害とナチュラルヒストリー

12月１日（土）午前10時～午後４時30分

場所：栃木県立博物館　講堂

http://ujsnh.org/sympo/2012/index.html

○JpGU教育問題検討委員会主催学習会
「学習指導要領改訂と地学教育への影響 －次

期改訂に備えて－」

12月２日（日）

場所：都立両国高校（墨田区江東橋１丁目）

http://www.jpgu.org/whatsnew/121202lear

ning.pdf

○日本学術会議主催学術フォーラム
「高レベル放射性廃棄物の処分を巡って」

12月２日（日）13:00～18:00

会場：日本学術会議講堂（東京都港区六本木）

http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html

○平成24年度国土技術政策総合研究
所（国総研）講演会
12月４日（火）

場所：日本教育会館一ツ橋ホール

参加費無料・要申込

http://www.nilim.go.jp/

○産技連・地質関係合同研究会
地質地盤および地圏環境に関する最近の成果

12月６日（木）10:00～17:00

会場：ホテル福島グリーンパレス

参加費無料・要申込

http://www.gsj.jp/HomePageJP.html

○Post Symposium of4.5-session 1,
the 34th IGC, Geopollution, dust,
and man made strata“A flight of
stone steps in Brisbane”

“ブリスベーンで見た坂の上の雲”

12月16日（日）13:00～17:30

主催：国際地質学連合環境地質研究委員会日

本支部

共催：日本地質学会環境地質部会ほか

場所：江戸川グリーンパレス（東京都江戸川区）

詳細は，IUGS環境管理研究委員会日本支部

Tel：0478-59-1491 Fax：0478-59-1491

○第６回ジオ多様性フォーラム
12月21日（金）～22日（土）

場所：JAMSTEC東京事務所（千代田区内幸町）

21日15:00から

木村 学（東大）「沈み込み帯の多様性と

深海掘削」

山室真澄（東大・新領域）「水辺の緑と地

形　－自然再生の現場から」

守屋以智雄（金沢大名誉教授）「世界の火

山の多様性」

22日（土）9:00から

江頭宏昌（山形大農）「山形県庄内地方の

地理的条件と伝統作物」

2012.11～

地球科学分野に関する研究会，学会，国

際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開

催場所をご案内致します．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

★印は，日本地質学会行事．

2012年
月　November

○農業・農村の地域再生に関する技
術シンポジウム
11月15日（木）11:00～16:30

場所：東北大学百周年記念会館川内萩ホール

入場無料・要申込

http://www.naro.affrc.go.jp/

○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

○ International Symposium on
Emerging Issues after the 2011
Tohoku Earthquake
11月27日（火）

会場：筑波大学総合研究棟D（筑波キャンパス）

http://www.nourin.tsukuba.ac.jp/̃engei/mi

zuta/?page_id=171

○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）

http://www.jaz-online.org/

月　December
★関東支部：ミニ巡検「八ッ場ダム
地域の層序を知る」
日程：12月１日（土），２日（日）１泊２日

案内者：中村庄八

詳しくは，関東支部HPをご参照下さい．

http://kanto.geosociety.jp/junken/mini-

2.html

12

11

古川雅英（琉球大）「ジオ多様性が紡ぐ自

然放射線レベル」

他２講演予定

問い合わせ先：矢島道子<pxi02070@nifty.com>

○地質学史懇話会
12月23日（日）13:30～17:00

場所：北とぴあ902号室

鈴木寿志：「要説地質年代」を訳して

井澤英二：「日本鉱業史研究会34年の歩み－

鉱業史と地質学史との接点－」

問い合わせ：矢島道子<pxi02070@nifty.com>

2013年
月　January

○第13回岩の力学国内シンポジウム
日本地質学会　協賛

（併催：第６回日韓ジョイントシンポジウム）

2013年１月9日（水）～11日（金）

場所：沖縄コンベンションセンター

事前参加申込締切：12月７日（金）

http://www.rocknet-japan.org/jsrm2013/

○水環境学会第58回セミナー
「東日本大震災後の水環境における放射性物

質の挙動」

2013年１月24日（木）

場所：自動車会館大会議室（千代田区九段南）

https://www.jswe.or.jp/

月　March
○ International Petroleum
Technology Conference（IPTC）
2013年３月26日（火）～28日（木）

場所：Beijing, China

http://www.iptcnet.org/

月　May
○日本地球惑星科学連合2013年大会
2013年５月19日（日）～24日（金）

場所：幕張メッセ国際会議場（千葉市美浜区）

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

月　July
○国際火山学地球内部化学協会2013
年学術総会
日本地質学会　後援

「IAVCEI2013 Scientific Assembly」

７月20日（土）～24日（水）

場所：鹿児島県鹿児島市

http://www.iavcei2013.com/

月　August
○第６回地殻応力国際シンポジウム
日本地質学会　後援

８月20日（火）～22日（木）

場所：仙台国際センター（宮城県仙台市）

講演申込期限：2012年11月30日（金）

http://www2.kankyo.tohoku.ac.jp/rs2013/
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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118年見学旅行案内書（2011年水戸） 会員頒価2,800円，〒500円
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
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問い合わせ・申し込み
取扱代理店有限会社　ジオ プランニング
知事登録旅行業第 3-4210 号　
171-0022 東京都豊島区南池袋 2-24-1 502
電話・ＦＡＸ  03-3984-1226
総合旅行業取扱管理者　立澤　富朗 e-mail   geoplanning@m4.dion.ne.jp
ホームページ　http://www.h7.dion.ne.jp/~geoplan

日程表 (2013 年 )

旅行期間　2013 年 3月 21 日（木）～ 3月 29 日（金）
旅行費用　10 名～ 15 名　４６９，０００円
　　　　　16 名～ 20 名　４５８，０００円
　　　　　一人部屋料金４3　，０００円
催行人数 10 名
航空会社 エミレーツ航空
宿　　泊　
マスカット ラミー・ゲストライン・ホテル
ワヒバ砂漠 サマ・アル　ワジル・キャンプ
ジャバル・シャムス　　ジャバル・シャムス・キャンプ
ムサンダム ゴールデン・チューリップ・リゾート
締切日 2012 年 12 月 21 日 又は 定員になり次
　　　 第締め切らせていただきます。
食　　事 朝食 6回、昼食 7回、夕食 7回
同行案内 青木正博氏（地質標本館名誉館長）
現地案内 Mr. Khalid（アース・シークレッツ社）
添乗員 立澤富朗（有限会社ジオ プランニング）
航空券に係わる諸税（7,470 円 :2012 年 11 月現在）
は含まれていません
詳細は旅行条件書をご請求ください。

モホ面を遠望　　　　( 青木正博氏撮影）

今回のジオツアーでは、約 1億年前に海洋
プレートの一部だった海底堆積物や海嶺で
生まれた玄武岩や斑レイ岩、マグマを生み
出した上部マントルの岩石、そしてそれら
より古いアラビア半島の基盤岩や、各時代
の石灰岩にも触れることができます。  

シーテッドダイク　　  （青木正博氏撮影）
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ジャバル・シャムス
　　　　  (3009m)
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3 月 21 日 ( 木 ) 22:00 成田空港発 航空機
3月 22 日 ( 金 ) 05:00 ドバイ着   ドバイにて航空機乗換
 08:30  ドバイ発 航空機
 09:40 マスカット着  着後 ホテルにて休養
     午後　地質見学（モホ面、層状斑
    レイ岩、ワジ堆積物）
3月 23 日 ( 土 ) ソハール周辺 4WD 枕状溶岩 ( ジオ・タイムズ露頭 )、
     古代の鉱山跡と鉱床発見現場見学
3月 24 日（日） マスカット東部 4WD オフィオライト基盤岩、スール港、
     アラビア半島基盤岩 
     シャルキィヤ砂漠泊、星空観望
3月 25 日（月） ニズワ周辺 4WD ニズワ城、市場、アルフータ鍾乳洞、
     地質博物館、星空観望
3月 26 日（火） アルアワビ周辺 4WD 先カンブリア紀の縞状珪岩
3月 27 日（水） マスカット市内 専用車 市内見学、博物館・水族館見学
 ムサンダム半島 航空機 2000mの山脈がホルムズ海峡に沈降
     する様子。ダウ舟で周辺沿岸見学
3月 28 日（木） ムサンダム半島   ジュベル・ハリーム（2087m）遠望
     国境を越えてUAE( ドバイ ) へ移動
3月 29 日（金） 02:55 ドバイ発　    航空機
                                 17:20  成田空港着   着後　解散  

参考文献
地質調査総合センター研究資料集No.559
「砂漠を歩いてマントルへ - 中東オマーンの地質探訪」

ジャバル・シャムス（3009m） 

A　ムサンダム半島

E　マスカット近郊　　

F　アラビア半島基盤岩（深成岩）

G　シャルキア砂漠（遠望）

B　ハジャール山脈

C　アルフータ洞窟

D　ワジと渓谷

旅行実施　株式会社 ism　
観光庁長官登録旅行業 1749 号
102-0074　東京都千代田区九段南
                3-4-5 フタバ九段ビル 2階

総合旅行業務取扱管理者　板倉知一
企画・手配　有限会社　ジオ プランニング
知事登録旅行業第 3-4210 号登録

お知らせ：2013 年企画案内　　      ブータン・ヒマラヤ「チョモラリ・トレッキング」
旅行期間　２０１３年 4月 1日（月）～ 4月 14 日（日）

「チョモラリ・トレッキング」と周辺地質
　ブータンの代表的なトレッキングコースです。ベースキャンプ周辺の
湖、氷河地形はこころに残る風景です。
　地質的にはヒマラヤ主稜線付近に広く古生代～中生代のテチス堆積
岩類、南斜面には原生代後期のテチス堆積岩（チュカ層）と高ヒマ
ラヤ片麻岩が広く分布している様子が観察できます。

みどころ：パロ空港、ティンプー市内、高ヒマラヤの地層からテーチス
　の地層、STDS の境界線、チョモラリ（7314m) の遠望　
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Drugyel Dzong

トレッキング・コース図
（イメージ）

凡例

峠
テント泊

車 /徒歩乗換

徒歩

パロ空港

案内者からのお誘い
　自然の驚異を体験したいすべての人にと
ってオマーンは魅力にあふれた国です。
ハジャール山脈の地質露頭とアラビア半島
を覆う砂漠は必見です。
　人々のホスピタリティー、ユニークな歴
史、近年の目覚ましい発展ぶりなども、永
く記憶に残ることでしょう
　　　　（青木正博　地質標本館名誉館長）
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