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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．

11月１日（金）～４日（月）

場所：名古屋大学

2013年11月１日から４日にかけて名古屋大

学で行われる生命初期進化に関する国際会議

“International Biogeoscience Conference

2013 －Revealing the biotic diversity on the

early Earth and the evolution of cyanobacteria

and eukaryotes”の参加登録が開始されまし

た．参加登録と詳細の閲覧は下記のサイトか

ら可能です．

http://www.info.human.nagoya-u.ac.jp/̃sugi

/Site/Biogeoscience_Conference_2013.html

日程：2013年４月10日（水）～15日（月）

10日（水）：フィールドセミナー：前

弧海盆における堆積作用とシーケ

ンスの形成

11日（木）：フィールドセミナー

12日（金）：フィールドセミナー

13日（土）：個人講演，特別講演，総

会，懇親会他

14日（日）：個人講演，特別講演，ミ

ニシンポジウム（予定），顕彰，

堆積学トークトーク他

15日（月）：巡検（日帰り）：3.5 Ma

の相模トラフとその近傍での堆積

作用

会場：千葉大学西千葉キャンパスけやき会館

ほか

特別講演：

１．小竹信宏氏（千葉大学）：生物攪拌

（bioturbation）の実態と堆積学への応用

２．中野孝教氏（総合地球環境学研究所）：

地球環境化学マップと同位体堆積学

３．桂　雄三氏（文化庁）：堆積相解析から

文化財そしてジオパークへ

ミニシンポジウム「古東京湾」：バリアー島

モデルの誕生から25年以上が経過したのを契

機に，これまでの研究成果を総括するととも

に，グループ間でのデータや解釈の相違点を

相互理解することにより，沿岸～内湾堆積物

研究の中心としての古東京湾研究のさらなる

日本堆積学会2013年千葉大会

International Biogeoscience
Conference 2013の
登録受付開始

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

募集人員：地球惑星科学専攻　准教授　１名

（任期最大５年）

専門分野：超高圧地球科学

（1）主に実験的手法を用いた研究を行う方

（2）自分の専門分野だけでなく本専攻の他分

野にも広く関心を持ち，他研究室との共同

研究に積極的に取り組む方

（3）大学院・学部の教育研究を通して次世代

研究者育成に意欲的に取り組む方

なお，本学のスタートアップ経費支援制度

を利用できる可能性があります．

応募資格：博士学位を有する方，あるいは

2013年４月までに博士学位取得見込みの方

着任時期：採用決定後，できるだけ早い時期

を希望します．

提出書類：（1）履歴書（市販のもので可）

（2）これまでの研究・教育の実績（2,000字

程度）（3）今後の研究・教育の計画・抱負

（2,000字程度）（4）研究業績リスト：Ａ．査

読付き原著論文（英文による国際雑誌掲載と

する）Ｂ．著書，その他特記すべき出版物

（5）主な原著論文の別刷（コピー可）３編以

内（6）応募者について参考意見をうかがえ

る方（２名）の氏名及び連絡先（所属，住所，

E-mail）

応募締切：2013年４月15日（月）必着

提出書類の送付先・問い合わせ先

〒152-8551 東京都目黒区大岡山２-12-１ I2-20

東京工業大学大学院理工学研究科地球惑星科

学専攻秘書室（209号室）気付　

高橋栄一　宛

tel：03-5734-2339

E-mail：etakahas@geo.titech.ac.jp 

東京工業大学大学院
理工学研究科地球惑星科学専攻

教員公募

発展を展望します．

パネラー（予定）：岡崎浩子氏，西川　徹氏，

安藤寿男氏，中澤　努氏

堆積学トーク・トーク：２日目の講演賞の顕

彰に引き続いて開催します．堆積学トーク・

トークでは，くだけた自由な雰囲気の中で研

究発表や討論を楽しめます．今大会の堆積学

トーク・トークも，テーマを絞り，それにつ

いてざっくばらんに討論するという形で行い

たいと思います．

※当日飛び入りでの発表・討論も歓迎いたし

ます．

懇親会：

場　所：レストランコルサ（けやき会館内）

参加費：当日申し込み一般5,500円，当日申

し込み学生2,000円（予定）

大会に関するお問い合わせ先：

石原与四郎（行事委員長）：ishiharafuku

oka-u.ac.jp 

092-871-6631（内線6286）または092-865-

6030（事務室Fax）

講演，巡検等の申込は終了しています．詳

しくは，堆積学会HPを参照してください．

http://sediment.jp/

主催：日本粘土学会

共催：日本地質学会ほか

会期：2013年９月４日（水）～６日（金）

会場：高知市文化プラザかるぽーと

参加・講演の申込期間　６月３日（月）～14

日（金）

講演要旨送付締切　７月12日（金）

参加登録料（要旨集代込）・懇親会費・見学

会費の払込期間　６月３日（月）～７月12

日（金）

討論会・見学会　９月４日（水）～６日（金）

問合先：〒780-8520 高知市曙町２丁目５-１

高知大学理学部地球科学教室

中川昌治

Tel：088-844-8329

Fax：088-844-8356

E-mail: mnakagaw@kochi-u.ac.jp

http://www.cssj2.org/

第57回粘土科学討論会
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状，金メダルおよび賞金500万円

３．候補者推薦件数…１学協会から２件以内

４．推薦締切期日…平成25年10月10日（木）

必着

Ⅱ．東レ科学技術研究助成（概要）

１．候補者の対象…学協会に関する分野で国

内の研究機関において，自らのアイディアで

萌芽的研究に従事しており，かつ今後の研究

の成果が科学技術の進歩，発展に貢献すると

ころが大きいと考えられる若手研究者（原則

として推薦時45才以下）．本助成が重要な研

究費と位置づけられ，これにより申請研究が

格段に進展すると期待されることが要件．

２．研究助成金…総額１億３千万円．１件最

高３千万円程度まで，計10件程度．

３．候補者推薦件数…１学協会から２件以内

４．推薦締切期日…平成25年10月10日（木）

必着

（学会推薦となりますので，推薦希望の方は

８月30日（金）までに学会事務局まで必要書

類をそろえて，お申し出ください．

※詳細等は以下から確認できます．（６月中

旬から）

http://www.toray.co.jp/tsf/index.html

人びとの日常生活に結びついた，身のまわ

りの大地の特徴や変化を科学的にとらえ，そ

れを，地学を学んだことのない読者に，案

内・解説することは，簡単なようでむずかし

いが，全国的に地学教育がおざなりになって

いる現状では，きわめて重要な仕事である．

この点で「長野の大地 地学小事典」（以下，

「長野の大地」と仮称）は，小中高の教員，

博物館学芸員，地質コンサルタントの職員な

どが執筆にあたり，地域住民の立場になって，

解説しているので，専門外の人にも理解しや

すい文体になっている．

同執筆者による「長野の大地 見どころ100

選」（地団研長野支部，ほおずき書籍，2004）

は，長野県北部地域の，地形・地質学的に特

徴のある地点100ヶ所を選び，地点案内図と

写真を入れて解説したものであった．今回の

「長野の大地」も，地方新聞に連載した記事

を編集し直したもので，いわば姉妹編である．

地元のみなさんが関心をもち，近間であれば，

仕事の合間，多少離れていても，半日で往復

できるように組み立てられている．

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．

１．三宅賞

対象：地球化学に顕著な業績を挙げた研究者

表彰内容：賞状，副賞として賞牌および賞金

30万円，毎年１名

２．進歩賞

対象：1973年４月２日以降に生まれた方で，

地球化学の進歩に優れた業績を挙げ，将来

の発展が期待される研究者

表彰内容：賞状および賞金10万円，毎年１～

２名

３．応募方法：地球化学研究協会のホーム

ページからダウンロードした申請書に，略

歴・推薦理由・研究業績などを記入し，主な

論文10編程度（三宅賞），２編程度（進歩賞）

を添えて，下記のあて先へ送付して下さい．

応募書類等は三宅賞及び進歩賞選考のために

のみ用いられます．

４．締切日：2013年８月31日（必着）

＊これまで「奨励賞」として実施してきたが，

2013年度より「進歩賞」と改める．

地球化学研究協会ホームページ：

http://www-cc.gakushuin.ac.jp/̃e881147/

Geochem/index.html

応募書類送付先：〒100-8212 東京都千代田

区丸の内１-４-５

三菱UFJ信託銀行リテール受託業務部公益

信託グループ（公益信託）地球化学研究基

金　伊藤幸雄）

問合せ：電子メールで下記アドレスへお願い

します．

E-mail：eitaro1939@yahoo.co.jp

または：t-sagi@m3.gyao.ne.jp

Ⅰ．東レ科学技術賞（概要）

１．候補者の対象…学協会に関する分野で，

下記のいずれかに該当する方

（１）学術上の業績が顕著な方

（２）学術上重要な発見をした方

（３）効果が大きい重要な発明をした方

（４）技術上重要な問題を解決して，技術の

進歩に大きく貢献した方

２．科学技術賞…２件前後．１件につき，賞

平成25年度東レ科学技術賞
および東レ科学技術研究助成

候補者募集

2013年度地球化学研究協会学術賞
「三宅賞」および「進歩賞」

候補者募集

紹　介

長野の大地
やさしい地学小事典

地学団体研究会長野支部
「長野の大地」編集委員会編
長野市民新聞社編集協力

ほおずき書籍　2012年12月３日発行，

225ページ，B６版，1600円（税別），

ISBN978-4-434-17393-6 C0044



長年にわたって山口県およびその周辺地域

の変成岩・火成岩・活断層などの研究に携

わってこられた上記４名の方々が，最新の資

料に基づいて編集，執筆された大著である．

今回出版された山口県地質図は，山口地学

会が1995年に出版した『新編山口県地質図

（15万分の１）』を17年ぶりに大幅改訂したも

のである．説明書の「はじめに」および別添

の「ご案内」によれば，おもな改正点は以下

のとおりである．①“地質年代の改訂

（ICS,2009）”と“日本地方地質誌『中国地方，

2009』の新情報”を包含し，さらにその後え

られた最新のデータを付加．②おもに秋吉台

の石灰岩，中生代の阿武層群や関門層群，第

四紀の火山岩などの分布を大きく改変．③活

断層は独自に収集したデータを活用して正確

な位置，分布を記入．④県内の温泉113か所

の湧出位置と泉質の概要を地質図上に表記．

⑤パソコン上で国土地理院発行の20万分の１

地勢図から作成した15万分の１地形基図に原

図となった各地質図をとりこんで編集．⑥通

事前の防災対策教育が功を奏した例が，テレ

ビでとりあげられた．防災教育は，全国一律

の「教科書」で学ぶことも重要だが，住民が

日常生活を通じて認識している生活空間の題

材が，もっとも関心が高く，取っつきやすく，

防災への備えが，現実の問題として理解され

る．さらに，隣人どうしの，日常の食うため

の話題から，防災に関する話題に発展して，

災害時に協働で作業にあたるようになること

が期待される．

「長野の大地」は，地学の事典と災害・防

災の要素をもたせているために，後者の部分

が少ない感じをうける．近年，地震，豪雨，

土砂崩れなどの災害が多発していて，国民の

防災意識が高まっている．また，活断層と地

震災害の関係が，福島原発の災害に関連して，

社会問題に発展している．

今後の地学教育・防災教育は，県ないし市

町村単位で，地域の自然や災害を題材にした

普及書づくりが重要である．この点でも「長

野の大地」は，今後の本づくりの道を開いて

いて，その努力を評価したい．

（野村　哲）
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西村祐二郎・今岡照喜・
金折裕司・亀谷敦著

新版地質図・
報告書類

山口地学会，2012年12月12日刊行．

地質図：横125cm，縦82cm．

説明書：A４判，167ページ．定価8,000円．

販売先：山口県刊行物センター（TEL：

08 3 - 9 3 3 - 2 5 8 3），関西地図センター

（TEL：075-761-5141），中国書店（TEL：

082-247-0968）．

山口県地質図
第３版（15万分の１）
および同説明書

「長野の大地」の章立ては，次の通りである．

１．地震と災害

２．地盤

３．地形と地質構造

４．岩石

５．鉱物と地下資源

６．石材

７．化石

８．伝説と地学

９．長野の大地の生い立ち

さくいん

第１章の「地震と災害」では，節立てで

「最近の地震」，「長野の大災害」を取りあげ，

さらに「最近の地震」の中の小項目「長野県

北部地震○中」では，東北地方太平洋沖地震発
生後の13時間後に起きた長野県北部地震につ

いて，見開き２ページに，被災状況を写真入

りで解説し，傾斜地，雪国の被災の特徴を述

べている．２章では長野県内で発生した地盤

沈下，液状化，地すべり，がけ崩れなどが，

どこで，どのように発生したかの記述．３章

では，生活面の形成過程，地盤の変動で地層

が堆積・褶曲し，断層ができるようす，さま

ざまな地形をつくる川のはたらきと岩盤の性

質など．４章では，各地に露出している各種

岩石の特徴が述べられ，それを現地で観察す

ると脳裏に焼きつくような記述になってい

る．５章では，主要造岩鉱物を含んでいる岩

石の露頭観察，鉱物資源がどのように生活に

利用されているかについて，６章では，歴史

の中で，石材がどのように使われてきたかに

ついて．７章では，長野県産のゾウ，シカ，

ヒグマ，ウサギ，トリ，クジラ，貝，サメな

どの化石とそれぞれの生活環境について．８

章では，山と天狗伝説・九頭竜伝説，川と泉

小太郎伝説，鬼の鉄砲玉伝説などが，地形・

岩石の造形をもとに，生活の中で生まれてき

たようすが述べられている．９章は，海，山

の地形，火山，現在の地名などを入れた古地

理図を中心に，大地の生い立ちが描かれれて

いる．

本書に採用されている図・写真は，地学の

初心者にも理解しやすいように，すべてカ

ラーで示されている．どの章でも，長野県を

中心にした地域の自然を取りあげており，そ

こに住んでいる生活圏の問題であると感じて

いただけるような記述になっている．巻末の

さくいんは，事典として利用できるように，

テレビやラジオで，日常的に現れる地学用語

が盛り込まれている．

平野，丘陵，山地などの生活面がどのよう

にしてつくられてきたか．一般の住民のみな

さんの認識は，生を受けてこの方，せいぜい

30年，80年の年月で体感してきたことがらで

ある．これを千年，万年の長さで認識するよ

うになるためには，生活を伴って身近で接し

てきた生活面の地学から始めるのが，もっと

も有効で効果が大きいと思う．

地学教育が軽視されて久しい．先の東北日

本太平洋沖地震では，住民のとっさの判断や



層序ユニットに区分され，それらの生成に関

与したコールドロンの位置も明確に示されて

いる．第四紀の火山岩については，火山フロ

ント上に位置する青野火山岩（60－10万年前）

とそれより北西側に分布するホットスポット

型阿武火山岩（200－0.88万年前）の，大き

く２帯に分けられている．

なお，説明書によれば中・古生界の堆積岩

のうち，秋吉石灰岩層群・大田層群・玖珂層

群などは付加型堆積岩に，厚保層群・美祢層

群・豊浦層群・豊西層群・関門層群下部は陸

棚型堆積岩に属することが明らかになってい

る．このように中・古生代の付加型堆積岩と

陸棚型堆積岩が近接して分布することが山口

県の地質の特徴であると思われるので，地質

図の凡例配置においてもその違いを鮮明に示

すべきではなかったろうか．

説明書は，序説，地形，中・古生界，白亜

紀－古第三紀の火山―深成活動，新生界，新

第三紀－第四紀の火山活動，活断層，温泉の

８章からなる．序説にはカラーの「地質概要

図」と「山口県の主要地質系統表」が掲げら

れ，前者には山口県の地質分布・地質構造が，

後者には山口県の地質系統の年代的，岩相的，

地史的区分が，わかりやすく表示されている．

中・古生界では，付加型堆積岩および変成岩

に基づいて，本県の北西側から南東側に，蓮

華帯，秋吉帯，周防帯，美濃－丹波帯，領家

帯が順次帯状に配列し，南東側ほど生成年代

が新しくなるという極性を示している．秋吉

石灰岩層群について，かつての「横臥褶曲説」

や「秋吉造山運動説」から，新しい「大洋域

の海山―生物礁複合体の移動→海溝域での崩

壊・付加・変成作用」説へと転換したという

説明は納得の行くものであった．なお，すべ

ての鉱山が鉱床の母岩となった地層の項で記

載されているが，同生鉱床以外にスカルン

型・鉱脈型の鉱床も存在するので，若干不自

然な感じもする．

説明書の付録には山口県関係の地質図幅出

版史が紹介されており，紹介者が最も関心を

持って読んだ．コワニエに師事した高島得三

が「山口県地質分色図」および「山口県地質

図説」を作成したのは，国の地質調査所が創

立されるよりも４年前の1878年であった．第

二次大戦後まもなく，1954年には最初の山口

県地質図（20万分の１）が刊行されている．

これを含めれば，今回の山口県地質図は通算

で第６版になるという．これらのほか，1968

年には県内の５万分の１地質図33図幅を刊行

している．山口県は明治初年から今日にいた

るまで日本の「地質先進県」なのである．

なお，付録の「国の地質図幅の作成」の項

に，「現在，20万分の１地質図幅は全国の

81%の地域をカバーし」と記されているが，

同図幅は2010年の時点で全国カバーを達成し

ており，それ以後順次改訂版が出版されてい

ることを付記させていただきたい（山田ほか，

地学雑誌，vol.121，2012，N29－N41参照）．

いろいろと蛇足を加えたが，それらは本地

質図ならびに説明書の価値をいささかでも損

なうものではない．本出版物が多くの人々に

読まれ，利用されることを望んでやまない．

（山田直利）
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常の地質図説明書として活用できるととも

に，手短な“読み物”にもなるように，今回

新たに『山口県地質図第３版（15万分の１）

説明書』を作成．

上記の意図に沿って作成された今回の地質

図は，非常に詳細で，専門的にみてもバラン

スのとれたものになっている．県内には古生

代シルル紀から第四紀にいたる各地質年代の

地層・岩石が揃って分布している．本地質図

ではそれらが100種類の地質凡例（色・模様

と記号の併用）に分けられている．これらは，

長門構造帯構成岩石（凡例数７，以下同様），

石炭紀－ペルム紀の秋吉石灰岩層群および同

相当層（9），ペルム紀の大田層群および同相

当層（13），トリアス紀の周防変成岩（4），

トリアス紀の厚保層群・美祢層群（3），トリ

アス紀－ジュラ紀の玖珂層群および同相当層

（5），ジュラ紀の豊浦層群・豊西層群（2），

領家変成岩（4），前期白亜紀の関門層群（3），

後期白亜紀の周南層群・匹見層群・阿武層群

（11），領家花崗岩（2），山陽帯の花崗岩類

（3），半深成岩（4），古第三紀堆積岩（6），

古第三紀花崗岩（1），古第三紀火山岩（4），

新第三紀堆積岩（5），新第三紀斑れい岩（1），

新第三紀火山岩（4），第四紀層（2）および

第四紀火山岩（7）からなり，それらはさら

に年代・岩相によって細分されている．これ

らのうち長門構造帯は，シルル紀～デボン紀

のオフィオライト様岩，石炭紀の変成岩（両

者あわせて蓮華変成岩）および石炭紀～ペル

ム紀の堆積岩から構成されている．白亜紀の

火山岩類のうちではとくに阿武層群が多くの

ご好評いただいております，学会オリジナル
フィールドノートは，名入れサービスも承りま
す（有料）。
ビニールコーティングの表紙は，水や摩擦・衝
撃にも強く野外調査に最適です。ぜひご活用く
ださい。
　サイズ：12×19cm．
　中：レインガード紙使用．2mm方眼．
　カバー：ハードカバー，ビニールコティング，
　金箔押し．
　色：ラセットブラウン（小豆色）
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学会オリジナルフィールドノート　好評発売中！

名入れサービス承ります

ご注文・お問い合わせは，学会事務局まで <main@geosociety.jp>

卒業記念やイベントでのグッズに！



18日は夕方から歓迎会（Ice Breaker）で，

ポスター会場にワイン，ビール，ウイスキー，

ウオッカなどなど多種多量のびんが自由にい

つでもいくらでも飲める雰囲気になってい

た．この雰囲気は会議中ずっと保たれていた．

私たちはそこで明日に備えて，ビール片手に

ポスターを展示した．IAGRの長年の仲間た

ちと１年ぶりの再会で，楽しい集いであった．

19日は朝８時半から開会式があり，アデ

レード大学長による簡単な開会宣言や，大会

組織委員長のA. Collinsによる歓迎の挨拶な

どがあった．サーキュラーによれば，シンポ

ジウムは「ゴンドワナの資源」，「ゴンドワナ

再構成」，「ゴンドワナの分裂とアジア大陸の

集合」，と「中央アジアの大陸形成（IGCP-

592）」の４セッションに分かれていたが，実

際には分科会の明確な区割りなしに，おおま

かに上のセッションごとにまとめられた講演

が次々と発表された．９時からは口頭発表が

特別講演なしにすべて１題20分で行われた．

30分間ほどのティーブレークが４－６題毎に

設定され，２階のポスター会場でのティーと

ケーキでの歓談は大いににぎわっていた．

以下に，筆者らが注目した講演をいくつか

紹介しよう．

19日午前中のI. Fitzsimonsの講演は，マダ

ガスカル，とりわけ最近の漂砂ジルコン年代

関連の研究を踏まえて，マダガスカルには東

のネオ原生代のスーチャーと西のパンアフリ

カ期のスーチャーがあると論じた．スー

チャーを挟んだ両側の地域のスーチャー事件

以前の地質の非類似性を，スーチャー推定の

根拠とする彼の議論は説得力があった．

R. Schmittは2011年に立ち上がったゴンドワ

ナマップ改訂プロジェクトを詳しく紹介した．

昨年11月18日～20日，オーストラリアのア

デレードで表題の会があった．会議に付属し

てプレコンファレンスツアーが17日と18日の

２日間，フリンダース山脈のデラメリアン造

山帯を対象に，ポストコンファレンスツアー

が27日から30日の４日間，アイア半島のガウ

ラークラトンを対象に行われた．IAGR年会

は，1997年のIAGR発足以来毎年アジアのゴ

ンドワナ諸国のどこかで開かれてきており，

今回が15回目である．その中でゴンドワナか

らアジアシンポジウムは2003年のIGCP-411

（波田プロジェクト）以後毎年の学術シンポ

ジウムテーマであった．今回はIGPC-592

「アルタイ造山帯と新生代西太平洋造山帯の

構造発達の比較」との共催であったが，他に

オーストラリア・インド研究基金ほか３組織

や両国政府の後援を受けていた．今回はオー

ストラリア・インド研究基金プロジェクトの

資金が豊富であるためか，会議参加費は無料

であった．

会場は市の中心街にあるアデレード大学の

モーソンビル１階大講義室で，ポスターは２

階の広いロビーであった．参加者の宿舎は各

自で自由に探せということで，筆者らもイン

ターネットで適当なホテルを利用した．会議

の参加者は11カ国から120人前後と見られ，

講演要旨は63題あり，オーストラリア24，イ

ンド13，中国９，日本６，韓国３，ロシア２，

ブラジル，イラン，ナイジェリア，ニュー

ジーランド，英国各１であった．オーストラ

リア・インドプロジェクトに関連してオース

トラリアとインド各地の研究やIGCP592関連

の中央アジアから中国北部の発表が多かっ

た．今回日本人の参加者は筆者らを含む研究

者３人の他，つくば大と横浜国大の大学院生

３人の合計６人だけであった．
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国際ゴンドワナ研究連合（IAGR）2012年会及び
第9回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム参加報告

吉田　勝（ゴンドワナ地質環境研究所）

角替敏昭（筑波大学理学部）

学協会・研究会報告

ポスター・ティー会場で斉藤陽介君（筑波

大），市來孝志君（横国大）と会う．

（左）最優秀ポスター賞の受賞式

でI. Metcalfe教授に紹介される学

生達．（右）シンポジウム晩餐会

で会議参加の日本人たち

同プロジェクトはブラジルのPETROBRAS

（CENPES）とリオデジャネイロ大学による

もので，ゴンドワナ層序委員会2008年の要望

をバックに発足したものである．ゴンドワナ

マップは1988年にDe Wittらによって発表さ

れたものがあるが，その後の25年間のデータ

蓄積を踏まえてゴンドワナランド地質図，そ

の先ジュラ紀地質図，その他いろいろなテー

マ地図を作成する一方，それらのデータベー

スのネット共有化を目指すという．発表では

さらに，モデルスタディ地域として東南ブラ

ジルの新しい地質図とその西中央アフリカと

の接合チェックを，古いゴンドワナマップの

それと比較検証し，本プロジェクトの重要性

を示した．この発表は多くのブラジル人のほ

かにオーストラリアと南アフリカの研究者ら

が参加している．

19日午後，インド人達の発表の３番目に

NGRIのS. Patranabis-DebがChattisgah

Basinの詳しい層序に加えて，インド各地の

メソ～ネオ原生代堆積盆の層序対比を示し

て，原生代後期の構造運動を論じた．データ

が殆ど無かったChattisgarh盆地の詳しい調

査は，クッダパ，ビンジャン，ヒマラヤなど

の同時代の堆積岩体や，それらと同時代層を

源岩とする東ゴンドワナのグレンビル～パン

アフリカ期変成岩体を含む後期原生代の堆積

盆形成テクトニクス研究の始まりを予感させ

る発表だった．

引き続くT.R.K. Chettyの発表は南インド

グラニュライト帯で重複ナップ構造を認識

し，構造発達史解析を示した．オーストラリ

アの若い研究者が年代測定結果と整合しない

と質問していたのが面白かった．あとで

Chettyと，フィールドデータに基づかない年

代データとでは議論にならないとの話をした．



あった．もっとも筆者が関心を持ってきたヒ

マラヤやオーストラリアの漂砂ジルコン年代

データの引用と解釈にはやや問題があり，講

演の後に講演者と若干の議論をした．

20日昼食後の９講演はすべて東～南オース

トラリアの研究者らによる東オーストラリア

のデラメリアン・タスマン帯関連の報告で

あった．いずれもヒマラヤのテチス時代，と

りわけ最後期原生代～古生代の層序とテクト

ニクスとの比較から興味深い報告であった．

とりわけJ. Aichisonによる東オーストラリア

の島弧集合説，J. Fordenのロディニア分裂

からゴンドワナ集合期のデラメリアン帯の堆

積環境変化，P. Bettsによる北クインズラン

ドデラメリアン造山の詳しい再評価など，興

味深い発表であった．

ポスター発表は18日夜から会期中ずっと展

示されており，ティーブレーク会場でもあっ

たことからなかなか活発であった．インドの

ゴアにある海洋研究所のV. Tatheesh他によ

るインド洋の地磁気データ解析の総合化を目

指したインド・オーストラリア・フランス共

20日最初の発表はIGCP-592リーダーのロ

シアのI. SafonovaによるIGCP592の成果に関

連した発表で，ウラルからモンゴルまで続く

Central Asia Orogenic Belt各地の研究を地

殻形成プロセスの観点で紹介したスケールの

大きい内容であった．Safonovaは2002年に

札幌で故渡辺暉夫主宰で開かれたアジア大陸

の形成シンポジウム以来の久しぶりの再会で

あった．

I. Metcalfeはテチス海の3時期モデル

（Metcalfe, 1994）に基づいたSHIBMAS陸塊

群，チベット，南西中国ブロックなどを含む

東南アジアゴンドワナ陸片のゴンドワナ超大

陸からの分離と北方漂移の時期について最新

のまとめを示した．これらのブロックの地質

はいずれも北西オーストラリアと著しく近縁

であることから，これらの陸片は石炭／ぺル

ム紀にゴンドワナランドのオーストラリア－

ヒマラヤ縁辺の寒冷なゴンドワナ超大陸の一

部を構成し，ぺルム紀後期にはゴンドワナか

ら離れて低緯度の温暖気候帯に移動して来た

ことを示した．各陸塊からのクラシックな気

候データと，最近出されてきている関連地域

の漂砂ジルコン年代分布が示され，説得力が

同研究の成果や，インドNGRIのV. Vijaya

Rao他によるパルゴート・カウヴェリー構造

帯の深部構造解析など，重要な発表も多かっ

たが割愛する．

以上，今回のIAGRシンポジウムは，オー

ストラリアの研究者らによるタスマン帯・デ

ラメリアン帯のテクトニクスとインド研究者

らによるインド各地の研究が大勢を占めてい

たが，しかしIGCP-592関連の中央アジア研

究も注目され，今後のIAGRシンポジウムに

広がりが予感された．

なお，19日夕方にはゴンドワナリサーチ最

優秀論文賞としてI. Metcalfeが表彰された．

また，20昼には最優秀ポスター賞で市來孝志

君（横国大D３）が表彰された．この件は参

加学生らにより，詳しい報告があると思われ

る．20日夜はIAGR晩餐会が市内のレストラ

ンを借り切って延々と真夜中まで，皆大いに

飲み，語ることができた．次回のIAGR年

会・ゴンドワナからアジアシンポジウムは

2013年10月１日～２日に韓国の大田（テジョ

ン）広域市で開催される．
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際会議を開催するのだから，インドモンスー

ンの気候変遷史の良いアーカイブであるカト

マンズ盆地の地質を紹介してほしい」という

ことであった．私達は過去10年以上に亘って

カトマンズ盆地で学術ボーリングを行った

り，湖成デルタ層や湖成層の堆積学的・古環

境学的研究を行っていたので，その成果を発

表する良いチャンスと思い引き受けた．それ

に加え，最近の急速な開発・都市化により市

内の多くの露頭が消失しているカトマンズ盆

地の堆積物を，できるだけ多くのネパールの

2012年11月28日～30日に，ネパールのカト

マンズで行われたHKTワークショップに先

立ち実施された，カトマンズ盆地のプレ巡検

を企画し案内したので，この巡検について報

告する．

巡検の要請と準備

HKTが開催される１年前に筆者は，ワー

クショップのコンビーナーであるカトマンズ

大学のカンサカール博士からカトマンズ盆地

の巡検を打診された．「折角カトマンズで国

人に見てもらいたいという希望もあった．都

市の基礎地盤や地下水開発，地震防災などの

ことを考えると，今後は外国人である私達よ

り，現地のネパールの研究者がリーダーシッ

プをとって研究を進めてもらいたかった．そ

こで，この巡検がきっかけとなってカトマン

ズ盆地への関心が高まればという期待を持っ

て巡検案内を引き受けた．

巡検に先立ち，巡検案内書を作成すること

になり，筆者らのほかヒマラヤの水や炭酸塩

の同位体の研究を続けているトリブバン大学

のA. ガジュレルさんとカトマンズ盆地堆積

物に含まれる化石花粉の研究をしている藤井

理恵さんが執筆・出版に協力してくれること

になった．その後ガジュレルさんは，現地で

の案内書出版やランチボックス，車の手配な

ど，日本に居てはできないことをてきぱきと

写真１（左）カトマンズ盆地の巡検参加者．カトマンズ南方のルクンドール近傍にて．写真２（右）湖成デルタ堆積物を観察する参加者と露頭

の説明をする酒井哲弥氏．

第27回ヒマラヤ・カラコルム・チベット（HKT）ワーク
ショップ：カトマンズ巡検参加報告

酒井治孝（京都大学大学院理学研究科）

酒井哲弥（島根大学総合理工学研究科）
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その北に広がる扇状地，湖成段丘，および北

に位置する高ヒマラヤ方向に流れる河川

（Nakhu Khola）を観察した．ストップ２で

はNakhu Khola沿いに露出する湖成粘土層

K a l i m a t i 層とその上のデルタ堆積物

Sunakothi層を観察した．湖成粘土層は，前

もって削っておいたので，参加者はその堆積

構造や珪藻土，落葉広葉樹の葉の化石を思い

思いに観察することができた．ストップ３の

Champiでは，湖成粘土層を覆う砂質デルタ

堆積物とその上の段丘礫層，および下位の若

い時代の湖成粘土層を観察した．デルタ堆積

物には見事なクライミング・リップルや小断

層，液状化の跡，生痕などが見られ，その堆

積構造の美しさに参加者は見入ったり，それ

らの形成過程について議論した．

ストップ４ではLukundol部落上の急崖を

なす扇状地礫層Itaithi層の上から，盆地の南

方に広がる先カンブリア界のレッサーヒマラ

ヤの山々と，カトマンズ盆地から南に流れ出

る唯一の河川Bagmati河を遠望した．また古

バグマティ河をせき止めカトマンズ湖を誕生

させた扇状地礫層の造る断崖と，その下位に

分布する河川・湖沼の堆積物からなる

Lukundol層が造る対照的に緩やかな畑の地

形を観察した．急な崖の上からの観察だった

ので，案内者は崖の縁に近づく参加者にハラ

ハラさせられた（写真１）．その後，ブルン

ヌ-松山境界付近の礫岩，さらにハラミロ・

サブクロンの土石流堆積物を横切って約100

万年より以前のLukundol層に達した．「上位

の扇状地礫層には北方のヒマラヤ起源の礫が

全く含まれない．ところが，この地層にはヒ

マラヤ由来の花崗岩や片麻岩，多量の白雲母

が含まれており，約100万年前にカトマンズ

盆地南方のレッサーヒマラヤが急激に上昇し

たため，土石流や扇状地礫層が南のレッサー

ヒマラヤから供給され，河が塞き止められ古

カトマンズ湖が誕生した」という解説に，参

加者は納得したようだった．その後

Lukundol層に挟まれる褐炭層や湿地の堆積

物を観察した後，Bagmati河畔のストップ5

の大露頭の前で昼食となった．この大露頭に

は，カトマンズ盆地堆積物の最下部を占める

礫質網状河川の堆積物Tarebhir層と，その

上位の褐炭層を挟むLukundol層の境界が露

出していた．カトマンズから排出される真っ

黒い汚水が流れるBagmati河畔であったた

め，風の当たらない畑に陣取り，説明を聞き

ながら参加者は昼食をとった．昼食後，一同

はカトマンズ中心部を抜け，北部に広く分布

する湖成デルタの露頭に向かった．

午後に行われたカトマンズ盆地北部の巡検

では，当初予定していた３箇所の予定を２箇

所に変更して行った．観察対象はGokarna層

と呼ばれるおよそ５万～３万４千年前の間に

堆積した湖成デルタ堆積物である．観察地点

とその周辺ではデルタ堆積物中に，地震に伴う

ものと思われる地層の変形構造も頻繁に見られ

る．午後のストップ１は，かなり大規模な砂取

り場の露頭である．ここでは厚さが10 ｍを超

えるような厚いデルタフロント堆積物を観察

した（写真２）．その内部には小規模なスラ

ンプに伴う変形構造も見られたため，デルタ

の発達についての議論のみならず，変形構造

の形成についての議論も行われた．ストップ

２は時間の関係で短時間の観察となった．こ

の地点の標高はストップ１より20 ｍほど高い

が，局所的な地層の傾動のために，ストップ

１と同じ層準の地層が露出する．プロデルタ

環境で堆積した厚い珪藻土のほか，その上に

重なるデルタフロント堆積物，それに挟まれ

る津波から堆積したと推定される堆積物をこ

こでは観察した．時間が限られる中，「津波堆

積物となぜ解釈できるのか」について，議論

の花が咲いた．かなり興奮気味に地層を観察

している参加者もいた．巡検はこの地点で解

散となり，２台の車に分乗して帰途についた．

巡検後日談

この巡検ではカトマンズ盆地堆積物の下部

から上部までの代表的な地層を紹介し，テク

トニクスとモンスーンの変動に関わるこれま

での研究成果と今後の諸問題を説明したの

で，参加者はその内容にかなり強い興味を

もったようであった．この巡検に参加できな

かった中国の第四紀研究者らは，後日案内書

を持って別途巡検をしたとのことであった．

案内書はネパール地質学会の特別出版物２号

「Guidebook for Excursion on Geology of

Kathmandu Valley」として発行され（写真

３），HKT参加者全員に配布された．筆者は，

私達と巡検のガイドをA. Gajurelと藤井理恵

の４名である．残部は筆者らの手元にあるの

で，必要な方はご連絡下さい．郵送料を負担

して頂ければ送付致します．また本巡検コー

スの代表的露頭は，地質学雑誌111巻11号

（2 0 0 5）の口絵（P i c t o r i a l）“Pa l e o -

Kathmandu Lake Drilling Project”で紹介

しています．

その他の巡検

なお今回のワークショップでは，ポスト巡

検が以下の３つのコースで実施された．

Ex -1 .Kathmandu -Butwal -Pokhara -

Tatopani-Jomsom（５泊６日）：ヒマラヤ

横断巡検，ヒマラヤ前縁断層（HFT）から

テチスヒマラヤまでをカバーする巡検でもっ

とも人気があり，28名が参加した（参加者の

高橋　浩氏の報告を参照）．

Ex-3. Kathmandu-Amlekhgunj-Bardibas

Section（２泊３日）：HFT断層露頭とカト

マンズナップの巡検．1934年に起きたM=8.3

の巨大地震を発生させた地震断層による断層

地形の観察とシワリーク層群とカトマンズ

ナップの観察を目的とした巡検．参加者５名．

Ex-4. Kathmandu-Galchhi-Malekhu Section

（１日）：カトマンズナップを形成したスラ

写真３　ネパール地質学会の特別号として出版

されたカトマンズ盆地の巡検案内書

やって，大いに活躍してくれた．

巡検案内書は，湖成デルタからなるカトマ

ンズ盆地北部と，湖成層や河川・扇状地堆積

物が卓越する南部に分け，前者を酒井哲弥と

ガジュレルが，後者を酒井治孝と藤井理恵が

担当した．東ネパールでの調査を控えた酒井

治孝が，11月初めに開催された現地での実行

委員会に出席したところ，この案内書をネ

パール地質学会の特別出版物２号として出版

する話しが持ち上がった．巡検まで３週間余

りしかない時点での提案で驚いたが，出版に

かかる作業や連絡はガジュレルさんがやって

くれることになり引き受けることになった．

巡検に際し２度，事前の現地視察を行った．

それはカトマンズ南部の道路事情が悪く，雨

期の雨で地滑りが発生して不通になったり，

露頭が崩壊していることが危惧されたためで

あった．また近年の都市化・開発により，露

頭が消失したり汚くなっていることが予想さ

れた．さらに田舎ではトイレが無いので，ト

イレをどのようにするのか，特に女性の参加

者のために手配しておく必要があった．現地

に行ってみると数年前まであった露頭がなく

なっていたり，道路の状態が悪く，ミニバス

が通行できないところがあった．幸いトイレ

に関しては，以前の調査で知り合いになって

いた学校の校長先生が，学校のトイレを使う

よう便宜を図ってくれることになった．

巡検とその内容

午前中のカトマンズ南部の巡検では，北か

ら南に順次５地点を巡り，カトマンズ盆地堆

積物の上部から下部を観察した．ストップ１

のChayasikotでは，最終氷期に形成されたと

考えられている段丘の上から，盆地の南縁を

画する活断層（Chandragiri断層）の地形と
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の基盤岩類からなる低ヒマラヤ帯は比較的植

生に乏しいという特徴が見られました．

３日目（12月３日）は，低ヒマラヤ帯の

ポカラから，MCT，STDSを超えてテーチ

スヒマラヤ帯のジョムソンまでの行程ででし

た．ポカラから先は悪路となるため，ジープ

六台に乗り換えて出発しました．ポカラ西方

の峠を越えてカリガンダキ川流域に入り，カ

リガンダキ川に沿って北上しました．カリガ

ンダキ川右岸にはダウラギリ峰（8,167 m），

そして左岸にはアンナプルナ山群（主峰の標

高8,091 m）やニルギリ山群（主峰の標高

7,061 ｍ）が聳え河床との比高5,000 m以上の

深い渓谷が形成されており（写真１），ヒマ

ラヤの地質断面を観察するのに最適なルート

となっています．この日は行程が長いため，

低ヒマラヤ帯の千枚岩や石英砂岩を駆け足で

観察しMCT近傍では黒色片岩や花崗岩マイ

ロナイトを観察しました．MCTを越えると

高ヒマラヤ帯の藍晶石ザクロ石黒雲母片麻岩

が露出していました．

４日目（12月４日）は，テーチスヒマラヤ

帯のジョムソン（標高2,800m）からさらに

上流のムクティナス（標高3,800m）まで往

復しました．この日は川の中を横切る箇所が

数カ所あるということで車高の高い中型バス

に乗り換えて出発しました．途中，テーチス

堆積物の褶曲構造（写真２）や化石の入った

石灰岩などを観察しながら目的地のムクティ

ナスに到着しました．この先の5,400ｍ程の

峠を越えればアンナプルナ山群の北東麓に至

り，さらに南下すればポカラに戻ることが出

来，アンナプルナ山麓周遊トレッキングルー

トとなっています．

５日目（12月５日）は，ジョムソンから

写真１（左）カリガンダキ川上流河床での記念写真．後方の雪山はダウラギリ峰（8,167m） 写真２（右）カリガンダキ川上流テーチスヒマラ

ヤ堆積岩類の褶曲構造

第27回ヒマラヤ-カラコルム-チベットワー

クショップ（27thHKTWS）は，2012年11月

28-30日の３日間にわたりネパール，カトマ

ンズ市内のエべレストホテルで開催されまし

た．ワークショップに伴い，以下の４つの地

質巡検が実施され，私は，ポスト巡検の「ブ

トワール－ポカラ－ジョムソンのヒマラヤ地

質断面（12/１-６）」に参加しました．参加

者は案内者を含めて30人程で，欧米からの参

加者が大半でしたが，中国地質科学院（中国

地質調査局）から５名が，日本からは私と二

宮芳樹氏（産総研）が参加しました．案内者

はトリブバン大学のSanta Man Rai博士で，

各巡検ポイントで，分かりやすい英語で丁寧

に説明してくれました．なお，本巡検では，

B.N. Upreti氏と吉田　勝氏の編集による

“Geology and Natural Hazards along the

Kaligandaki Valley, Nepal”（Guidebook for

Himalayan Trekkers, Series No. １）が巡検

案内書として配布され，大いに活用されまし

た．ちなみに，このシリーズのNo. ２はエべ

レスト地域（2011年出版），No. ３はランタ

ン渓谷周辺で今年（2013年）出版予定という

ことでした．

ブトワール－ポカラ－ジョムソンルートは

ヒマラヤの地質断面を観察するのに最適の

コースだそうで，インド－ガンジス平原から

ヒマラヤ前縁衝上断層（Main Frontal Thrust,

MFT）を経てシワリーク帯，シワリーク帯か

ら主境界衝上断層（Main Boundary Thrust,

MBT）を経て低ヒマラヤ帯，低ヒマラヤ帯か

ら主衝上断層（Main Central Thrust, MCT）

を経て高ヒマラヤ帯，そして高ヒマラヤ帯か

ら南チベットディタッチメント断層（South

Tibettan Detachment System，STDS）を

経てチベットテーチス帯へと順次観察するこ

とが出来ます．通常，低ヒマラヤ帯に位置す

るポカラから巡検を開始するそうですが，ポ

カラから80 km程南西に位置するブトワール

から巡検を開始することで，インド－ガンジ

ス平原，シワリーク帯を含むヒマラヤ山脈周

辺の主要な地質帯をすべて観察することが出

来ます．

初日（12月１日）は，カトマンズから中

型バス２台で200 km程西方のブトワールに

移動しました．途中，バスを降りてMCTと

MBTを遠望し，幹線道路沿いの低ヒマラヤ

帯の結晶片岩類を観察しました．

２日目（12月２日）は，ブトワールから，

80 km程北東のポカラまでの行程で，イン

ド－ガンジス平原からMFTを経てシワリー

ク帯，シワリーク帯からMBTを経て低ヒマ

ラヤ帯へと移動しました．インド－ガンジス

平原とMFTを挟んだシワリーク帯とでは，

平野から丘陵への地形変化が一目瞭然で

MFTに沿って河川が西から東へと流れ，南

側からシワリーク丘陵の地形を観察しまし

た．その後，川沿いの道路を北上しシワリー

ク堆積物の下部層，中部層，上部層を順次観

察しました．さらに，MBTを遠望しました

が，地質の違いを反映して，新第三紀以降の

砂岩や礫岩からなるシワリーク帯は広葉樹な

どの植生が豊富なのに対し，先カンブリア紀

第27回ヒマラヤ・カラコルム・チベット（HKT）ワーク
ショップ：ポスト巡検参加報告

高橋　浩（産総研地質情報研究部門）

ストテクトニクスとナップの上盤である

Kathmandu コンプレックスと下盤のヌワ

コットコンプレックスの観察を目的とした巡

検．参加者７名と特別参加のトリブバン大学

修士課程の学生９名．



ました．また，MCT近傍のマイロナイト帯

の観察も行いました．

６日目（12月６日）は，中型バスに乗り

換え，ポカラ市内の第四紀ポカラ層中に発達

する鍾乳洞へ流れ下る滝を観察した後，カト

マンズへ移動しました．

巡検の途中，インド製のジープが毎日のよ

うに故障して動かなくなったり，ポカラから

カトマンズへの帰路，私の乗っていた中型バ

スがオートバイを跳ねバイクの後部に乗って

ポカラへ戻る行程でしたが，往路ゆっくりと

観察できなかった高ヒマラヤ帯の片麻岩類を

観察しました．高ヒマラヤ片麻岩は，下部層，

中部層，上部層から構成されますが，この日

は上流から下流に下るため，上部層から順に

観察しました．上部層では眼球片麻岩が露出

しますがこれは花崗岩マイロナイトと思われ

ました．中部層では石灰質片麻岩が卓越し，

下部層では肉眼でもはっきりと識別できる新

鮮な藍晶石を含むザクロ石黒雲母片麻岩が露

出しており新鮮な試料を採取することが出来

いた女性にけがを負わせるなどトラブルが相

次ぎましたが，巡検案内者のSanta Man Rai

博士やツアー会社添乗員の適切な対応により

予定通りに巡検を行うことが出来ました．

駆け足で少々疲れましたが，インドガンジ

ス平原からシワリーク帯，低ヒマラヤ帯，高

ヒマラヤ帯そしてチベットテーチス帯の地層

や岩石を一通り観察することが出来，満足し

ています．
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学協会・研究会報告

定価400円（会員頒価300円）

表紙紹介

【撮影場所】島根県隠岐の島町中村海苔田ノ鼻の散策路

【撮影者より】よろい岩の下半分は柱状節理の著しい暗灰色のアルカリ粗面岩で，上半分は暗黒色のアルカリ玄武岩の
岩脈で，放射状に柱状節理が発達しているため武者の着ける鎧に見えることから鎧岩と名付けられた．（インターネッ
トより）柱状節理が海中から立ち上がり，その柱状節理の上に別の柱状節理が放射状に広がっていて，特異な景観と
なっている．隠岐の島へは仕事で１年間単身赴任をしました．「よろい岩」には単身赴任が終了する直前に訪れました．
海の中から柱状節理が立ち上がっているその上に，異なる柱状節理が重なり合い特異な景観を創り出しているのに感動
しました．

【審査委員長講評】隠岐諸島は2009年に日本ジオパークに認定された地域で，日本海が開いた時の火成活動の跡がよく
保存されています．よろい岩はその中の名所の１つで，すでにあった粗面岩の中に玄武岩が貫入した地層ですが，この
作品はその関係がわかりやすく説明されています．コンパクトデジカメで撮影されたものです．

第3回惑星地球フォトコンテスト（2011年）入選作品：「よろい岩」

写真：中桐晴己（大阪府）
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★関東支部2013年度総会・地質技術
伝承講演会
４月13日（土）午後

場所　北とぴあ（東京都北区王子１-11-１）

http://kanto.geosociety.jp/

○CHIKYU+10 国際ワークショップ
４月21日（日）～23日（火）

場所：一橋講堂（東京都千代田区一ツ橋）

http://www.jamstec.go.jp/chikyu+10/

★北海道支部平成24年度例会（個人
講演会）
４月27日（土）

場所：北海道大学理学部５号館

講演要旨締切：４月５日（金）

月　May
○2013 Western Pacific Sedimento
logy Meeting
台湾地質学会，日本堆積学会　主催

日本地質学会，IAS，SEPMほか　共催

５月13日（月）～18日（土）

13日・14日　研究発表　15日～18日　巡検

場所：The Longtan Aspire Resort, Taoyuan,

northern Taiwan

http://wpsm.ncu.edu.tw/

★日本地質学会第５回（2013年度）
総会
５月18日（土）12:30～14:00

場所：北とぴあ（東京都北区王子）

○日本地球惑星科学連合2013年大会
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

★2013年度地質調査研修
５月27日（月）～31日（金）４泊５日

場所：千葉県君津市及びその周辺地域（房総

半島中部域）

参加申込締切：４月19日（金）

http://www.geosociety.jp/engineer/content

0027.html

月　June
○地質学史懇話会
６月23日（日） 13:30～17:00

場所：北とぴあ８階808号室：JR京浜東北線

王子駅下車３分

中川智視『小泉八雲と服部一三（仮題）』

6
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2013.3～

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．

2013年
月　March

○変成岩などシンポジウム
日本地質学会岩石部会　後援

３月15日（金）～17日（日）

場所：北海道定山渓温泉　ホテル鹿の湯

トピックセッションとして「metamorphism

とmetasomatism」を予定

参加費：21,000円

問い合わせ：竹下　徹〈torutake@mail.sci.

hokudai.ac.jp〉

○ひょうご恐竜化石国際シンポジウム
日本地質学会ほか　後援

３月16日（土）

場所：兵庫県立人と自然の博物館

http://hitohaku.jp/top/dinosaur_symp.html

○第８回「海洋と地球の学校」
海洋研究開発機構　主催　

３月19日（火）～23日（土）

場所：高知県立青少年センター・のいちふれ

あいセンター・室戸周辺地域（野外巡検）

http://www.jamstec.go.jp/j/pr/school/008/

index.html

○I n t e r n a t i o n a l   P e t r o l e um
Technology Conference（IPTC）
３月26日（火）～28日（木）

場所：Beijing, China

http://www.iptcnet.org/

月　April
○日本堆積学会2013年千葉大会
４月10日（水）～15日（月）

場所：千葉大学西千葉キャンパス

http://sediment.jp/04nennkai/2013/annnai.h

tml

4
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平林憲次『戦前の樺太油田開発（仮題）』

問い合わせ：矢島道子<pxi02070@nifty.com>

○日本古生物学会2013年年会
６月28日（金）～30日（日）

会場：熊本大学

http://www.palaeo-soc-japan.jp/Japanese/

index.html

月　July
○第50回アイソトープ・放射線研究
発表会
日本地質学会　共催

７月３日（水）～５日（金）

場所：東京大学弥生講堂

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

○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）

http://www2.kankyo.tohoku.ac.jp/rs2013/

月　September
○第57回粘土科学討論会
日本地質学会ほか　共催

９月４日（水）～６日（金）

場所：高知市文化プラザかるぽーと

http://www.cssj2.org/

★日本地質学会第120年学術大会（仙
台大会）
９月14日（土）～16日（月・祝）（予定）

場所：東北大学ほか

月　November
○ International Biogeoscience
Conference 2013
11月１日（金）～４日（月）

場所：名古屋大学

http://www.info.human.nagoya-u.ac.jp/̃sugi/

Site/Biogeoscience_Conference_2013.html
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C A L E NDAR

訃　報

次の方々が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

名誉会員 森本良平（2012年11月19日） 正会員 河野通弘（2012年９月11日）
増田孝一郎（１月８日） 遠藤秀正（2012年11月29日）

樽　良平（２月27日）



提案の目的
丹那盆地は，地殻変動の活発な伊豆半島北端に位置し，径約

１㎞の環状地形をなしている．東縁には南北性丹那断層が通り，
北縁の地下約150 mには東西方向に日本の幹線鉄道の丹那トン
ネルおよび新丹那トンネルが貫いている．両トンネルは盆地中
頃において丹那断層とほぼ直交する（第１図）．
丹那トンネル掘削は難工事の連続で，完成まで16年を要した．
その期間中，詳細な地質調査と断層・出水事故・原因究明など
が克明に記録された．とくに，北伊豆地震に襲われた時，トン
ネル内では幅40 m以上の丹那断層と格闘中，切羽が約2.4 m左
横ずれした．ところが，地表に現れたのは雁行状地割れのなす
地震断層であり，方向・性質・規模が違いすぎる．はたして地
下何メートルまでその形態が続くのか，トンネルレベルの古い
火山岩・地層内の丹那断層にどう直結するか，あるいは別の形
態の断層に変わるのか，未解明のままである．本提案の第一の
目的は，地表とトンネルまでの間の丹那断層の三次元立体実像
を解明することである．
次に，丹那盆地の北西方40 kmには活火山の富士山があり，

種々観測が進められている．
丹那盆地でも，地殻変動を的確に観測する拠点として，両ト

ンネル付近の地下200 mまでを含む，立体的な総合観測網を計
画してはどうか，という提案が第二の目的である．

難工事の克明な記録
東海道新幹線は，熱海を過ぎると間もなく新丹那トンネルに

入り２分あまりで通り抜け，三島に向かう．このトンネル50 m
南側を全長7,804 mの東海道本線丹那トンネルが並行するが，
1918年（大正7年）から16年の年月を要した難工事であったこ
とはもう忘れられてしまったらしい．
最大の難所は，丹那トンネルの中頃を貫く丹那断層の断層破

砕帯40 mの掘進であり（第１図：C号ボーリング近く；鐡道省
熱海建設事務所，1933），1930年６月から1933年３月まで34か
月の間，21本の長さ2,370 m水抜坑，無数ともいえる水平水抜
きボーリングを要した．わけても，1930年11月26日北伊豆地震
に襲われ，丹那断層が水抜坑の切羽で約2.4 m左横ずれした．
その観察スケッチ，写真，記述の工事誌は貴重である（鐡道省
熱海建設事務所，1936）．他の断層とともに，滝のように湧き
出す地下水対策，さらに膨潤性火山岩で膨れ上がる岩圧などに
より44か月も掘進できなかった難工事は克明に記録された．水
抜坑の総延長は14,630 m，本坑トンネルの約２倍近くに達した．
北伊豆地震の直後には，丹那断層のみならず広範囲にわたり

震災調査が実施され，報文とともに詳細な地質図が出版された
（伊原・石井，1932）．こうした公式記録のほか，解説書，随筆，
子供向け読本，小説も発表され，新橋演舞場の劇「丹那隧道」
も人気を博し，丹那トンネルはマスメディアによる報道によっ
て一大社会問題になった．

将来予測に向けて科学技術の粋を
地球科学からみると，丹那断層と丹那トンネルが交差する丹

那盆地は，地殻変動の活発な位置にあり，今日的手法により多
角的に実態解明できる適切な場所である，と私は思う．未来予
測に必須の基礎データを蓄積し，また諸説を検証する最適な観
測拠点を構築できたらと考えている．すでに，盆地南東隅の丹
那断層（第２図）は国の天然記念物指定を受け，公園化されト
イレなど諸設備が整備されている．中に深さ２mほどの長方形

溝が掘られ，断層の地下断面が観察できる地下観察館がある
（小山，2011）．
濃尾地震による水鳥断層とともに世界に知れ渡ったこの丹那

断層は，淡路島の野島断層とともに，最も激しく地殻変動を受
けている場所である．ただ，観察スポットにとどまらず，地殻
変動を的確に観測する拠点にしてほしい，と願う地学研究者は
少なくない．できることなら，両トンネル付近の地下200 mま
でを含む，立体的な総合観測網を計画する，というのが私の提
案である．
丹那断層の未来の活動については，過去の活動史解析に基づ

く仮説がある．地殻変動が，規則的に繰り返す自然現象である
のか，予測不能で気まぐれな突発現象はないのか，を検証する
ことが肝要だ．そのため，地表と地中における基礎的で基本的
な観測データが不可欠である．検証とともに，もし大地変が発
生した時，どこが，どこよりもどの程度危ないか，あるいは安
全か，とくに断層・活断層・地盤について具体的に人々に説明
できる防災・減災のための科学技術の知識・知恵が求められて
いる，と思う．
短年月で成果を期待するのは難しいであろうが，100年以上先
を見据えた安全・安心を保証するため，地震・火山大国で研究
先進国の日本で，総合観測網設置の種まきを始める試みである．

観測拠点の概要
地質学・地形学にとどまらず土木学・地震学・地震工学・応

用地質学・地盤工学など縦割り研究分野を越え，総合的・統合
的観測拠点を創出することである．
この観測拠点では，子供から大人まで多様で素朴な疑問や批

判に対して開かれた討論の場を確保するとともに，社会学・経
済学・政治学・心理学・医療面など異分野の研究者や市民とも
交流できる共用施設と資料館を付加し，一部を一般見学可能に
する透明ガラス窓などの施設・設備を作り公開すれば，一層認
識が高まるであろう．
その素案は次の通りである．まず，地震波動を把握するため

の水平方向・鉛直方向のアレイ観測網を整備すること．アレイ
観測はすでに，防災科学技術研究所によるものや旧鉱山跡地に
設置されている．丹那盆地では盆地内外約２km四方に，硬軟
地盤別に地表500 mごとに高密度GPS観測網を置くとともに，
地中には地下250 m位まで立坑を一本堀抜き，各地層別に水平
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丹那断層と丹那トンネル難工事と二つの大地震
―その1：提案「丹那盆地を地殻変動観測の拠点に」―

正会員　服部 仁

第１図　丹那盆地の約150 m下を通るトンネルと６本のボーリング

位置を示す鳥瞰図．地表から厚さ40 mの湖成堆積層があり，遮水

性粘土層を挟む．図の右側が西で三島口，左が熱海口になる．鐡道

省熱海建設事務所（1933），p.118の原図を複製.



の調査坑を設け，地震波のアレイ観測とともに，変位計，ひず
み計，傾斜計，地磁気計，重力計などに地下水位計・地殻熱流
量計を組み入れ，常時高精度の観測データを取得する．観測
データはリアルタイム情報公開し，防災・減災に役立てる重要
拠点にする．
次に解明してほしい課題は，丹那断層の三次元立体的実像で

ある．地表に現れた雁行状地割れのなす地震断層（第３図）は，
南北方向に帯状に延びるが，厚さ40 mほどの湖成堆積物の表
層部の現象に過ぎない．はたして地下何メートルまでその形態
が続くのか，湖成堆積物下110 mのトンネルレベルの古い火山
岩・地層内の断層にどう直結するか，あるいは別の形態の断層
に変わるのか，明確に実証してほしい．「丹那隧道工事誌」（鐡

道省熱海建設事務所，1936）を読むと，トンネルレベルにおけ
る丹那断層は地表の地震断層と方向・性質・規模が大きく違う
（第２図）．丹那盆地では，地表の活断層・地震断層はもとより，
直下150 mほどのトンネルレベルの地質・岩石・断層が詳細に
記載されており，また６本のボーリング調査資料もあり，他に
例をみない立体実像取得の好条件に恵まれている．

非売冊子などからの話題
2006年，ゼネコン研究所で鉄道に関する社内誌をまとめる際，
多数の工事記録および回想録を参考に私は「丹那トンネルと新
丹那トンネル」（服部，2006）を執筆した．旧工事記録の徹底
的分析と地質の理解を基礎に，新丹那トンネルを4年で完成さ
せた新技術開発の足跡をたどった．この冊子は残念ながら非売
品で，一般には広めていない．この内容をベースにし，大正－
昭和にかけて20年ほど日本中をとりこにした社会問題，丹那ト
ンネルにまつわる話題を核に随想風に問題点を書いた．
「丹那盆地を地殻変動観測の拠点に」の本提案に添えて，

種々記録を参照・引用して以下10項目の話題にまとめ次号以降
に紹介する．約90年前，活断層・地震被害・盆地の渇水対策な
ど関係者がいかに奮闘してきたかに想いをはせていただければ
ありがたく思います．

引用文献
伊原敬之助・石井清彦, 1932, 北伊豆震災地調査報文．地質調査
所報告, 112, 111p.

服部 仁, 1996, 復刊紹介「丹那トンネルの話」．地質雑, 102,
143-144.

服部 仁, 2006, 丹那トンネルと新丹那トンネル．鹿島技術研究
所編, 鉄道の鹿島－『技術の鹿島』そのDNAを訪ねて第２
集, 170-182.

小山真人, 2011, 丹那断層見学ガイド．静岡大学小山研究室ホー
ムページ. <http://sk01.ed.shizuoka.ac.jp/koyama/
public_html/tanna/tanna.html>

久野久, 1962, 旧丹那トンネルと新丹那トンネル．科学, 32, 397-
401.

日本国有鉄道新橋工事々務所編, 1954, 開通二十周年記念　随筆
丹那とんねる．作品社, 333p.

内，新井堯爾, 驛長の頃から．235-241.
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第２図　丹那盆地下を通る東海道線トンネルと水抜坑（青色），掘

削坑レベルの丹那断層の形状（刃先型：赤色），地表における丹那

断層（緑色線：伊原・石井,1932）および丹那断層公園の位置（赤

の小四角）．服部（2006）のカラー図４にスケールなどを追記．原

図は鐡道省熱海建設事務所（1936）の第351図．水抜坑および掘削

坑レベルの丹那断層の詳しい形状は，本誌掲載予定の本稿：その３

の第５図に示す．

第３図　丹那断層（左図）および丹那トンネル直上北側

の地表に現れた雁行状地割れ（右図）．陥没地はトンネル

ルートの北側．伊原・石井（1932）の第１，２図を複製.

青木槐三, 記者の眼で見た丹那隧道．254-272.
門屋盛一, 生埋日記．108-128.
石川九五, 隧道のスピード．11-35.

太田善雄編, 19XX, 新丹那トンネル工事の記録．
鹿島, 131 p.

鐡道省熱海建設事務所，1933, 丹那トンネルの話．
224p+序文３p+目次４p.（復刻版，1995）

鐡道省熱海建設事務所, 1936, 丹那隧道工事誌．
602p. 

（追記）第２図のカラー版も含めて，本記事は，
学会ホームページに掲載されています．
http://www.geosociety.jp/faq/content0056.html
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日本－タイ地質学会学術交流協定

日本地質学会とタイ国地質学会の学術交流協定を締結してお
りましたが，昨年，その期限が満期となりました．そこで，昨
年末より，両国地質学会の国際交流担当者が連絡を取り，協定
の更新手続きをいたしました．以下に，その全文を掲載いたし
ます．
なお，協定文は前回とほぼ同様ですが，第５条のみ微修正を

加えました．以前の協定文では，交流協定を破棄する場合の告
知期間が短かったため，せめて１ヶ月前までには告知するよう
に文言を変更した次第です．

本協定の更新に際しては，久田健一郎理事に御尽力いただき
ました．記して，謝意を表します．

井龍康文（執行理事：国際交流担当）

日本－タイ地質学会学術交流協定（全文）

Agreement for Academic Cooperation and Exchange
Between

The Geological Society of Japan (JGS)
And

The Geological Society of Thailand (GST)

Article 1. This agreement defines the principles and methods
of cooperation that the Geological Society of Japan (JGS) and
the Geological Society of Thailand (GST) wish to develop
between them under equal partnership. This cooperation
includes training, research, and other academic activities
within the geology and earth science fields of the two
societies.

Article 2. The JGS and the GST agree to promote academic
cooperation between both societies in geology and earth
science fields through the means as follows.
（1）Exchange of academic materials and other

information
（2）Mutual invitations to participate in scientific seminars

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

publications

Article 3. The activities mentioned in Article 2 shall be
financed according to the availability of funds. The execution
of this agreement will not cause any financial obligations to
either society. The societies will endeavour to obtain from

third parties (regional, national, or international) the funds
necessary for this cooperation.

Article 4. Both societies will endeavour to find further fields
of common interest in order to develop other specific
cooperation in the future.

Article 5. The agreement shall take effect on the date of
signing by the respective authorities of both societies. The
agreement is concluded for a period of five years. After the
initial five-year period, this agreement may be renewed by
mutual consent of both societies. Either society may
terminate this agreement by giving one month's prior notice
in writing.

海外の学術団体との協力・交流活動をご紹介します

GST web site＜http://www.thaigeology.com＞
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★行事委員会

昨年の学術大会（大阪大会）において「学術大会の改革：オープンディスカッション」という公開会議が開催され，学術大会の
活性化と本学会の発展，さらには地質学の発展につながるような方策について意見が交わされました（ニュース誌，15(11)，29-
30）．その議論を受けて，行事委員会は現在，レギュラーセッション（以下，RS）の再編やRSでの招待講演について検討を進め
ています．

■ 新レギュラーセッション

学術大会の中核はRSですので，RSがより充実・活性化する
ように適宜セッション立てを見直す必要があります．地道な研
究の受け皿として，今後も引き続き「地域地質」や「岩石・鉱
物・鉱床学一般」に代表されるジェネラルなセッションを用意
する必要がありますが，その一方で，何年もトピックセッショ
ン（以下，TS）として採択されているもので，発表数も客数
も多く，毎回盛り上がるものは，魅力があるわけですから，
RSに移行するのがよいと行事委員会は考えています．この考
えに基づき，RSの魅力アップに向けた見直し作業，つまり学
術の動向とTS開催状況を考慮したRS新設，セッション統合，
セッション名称変更等を進めています．これまでに（３月11日
現在）決定した事項は次の通りです．

１）RS「付加体」と，ここ数年採択され毎回盛り上がってい
るTS「沈み込み帯…」を統合し，学際的な新しいRS「沈
み込み帯・陸上付加体」を用意します．これを構造地質部
会と海洋地質部会の共催にします．

２）ここ数年TSとして採択され毎回盛り上がっている「地層
処分と地球科学」をRSにします（セッション母体は地質
環境長期安定性研究委員会）．

３）昨年新設された「地球環境史部会」を母体とするRSを新
設します．

■ レギュラーセッションで招待講演が
可能になります

学術大会活性化と本学会の発展に向けた方策の一つとして，
招待講演の活用が有効と考えられます．また，TSをRS化する
とき（上記），RSでは招待講演が不可能という現行ルールが障
害になります．RSで招待講演を認めない学術的理由はないは
ずです．例えば，フィールドを縦横無尽に歩き回って，すごい
地質図を描いて，地史に大修正を加えつつある研究者を「地域
地質」に招待できればおもしろいと思います．研究者をエンカ
レッジすることにもなるでしょう．
慎重な検討を経て，行事委員会は次回仙台大会からRSにも

招待講演を導入することにしました．RSには母体となる専門

部会や専門委員会があるため，招待講演者の選出は専門部会/
委員会で行なってもらいます（世話人や行事委員が中心になっ
て動くことになると思われます）．そして，部会長/委員長の承
認後，世話人または部会/委員会選出行事委員が行事委員会に
招待講演者を提案し，行事委員会が招待講演者推薦理由等に問
題がないことを確認できれば承認，という手続きを踏むことに
します．専門部会/委員会で招待したい研究者等がいないとき
は招待講演を立てる必要はありません．このように専門部会/
委員会を招待講演選定に絡めることによって招待講演選定プロ
セスの透明性を確保します．また，このようにすることで，専
門部会/委員会のますますの活性化にも繋がることを期待して
います．
RSでもTSと同様に１セッションにつき最大２名，発表時間

は15分または30分を選べるようにします（世話人や行事委員を
中心に専門部会/委員会が判断）．TSと同様，非会員の招待講
演も可能です（非会員招待講演者は大会登録料が無料です）．

■ レギュラーセッションを他学協会との
共催にできます

学術的な目的（研究者・技術者等の交流，学会・専門部会の
活性化など）のもと，TSだけでなくRSも他学協会との共催に
できます（仙台大会から可能）．これも世話人や行事委員を中
心として専門部会/委員会で検討していただくことになります．
共催団体の会員は共催RSに限り発表申込が可能です（他セッ
ションにも参加できますが，発表申込は不可）．共催団体会員
の参加登録費は地質学会正会員と同額になります．

■ 会員の皆様へ

地質学に携わるすべての方が「日本地質学会の学術大会はお
もしろい！」と思っていただけるように，行事委員会は学術大
会の改善に努めます．会員の皆様も，何かよいアイディアやご
意見等があれば，所属する専門部会/委員会の行事委員を通じ
て，あるいは直接行事委員会（main@geosociety.jp）にご連絡
ください．お待ちしております．

行事委員長（行事担当理事） 星　博幸

委 員 会 だ よ り



主催：一般社団法人日本地質学会
共催：独立行政法人産業技術総合研究所 地質調査総合セン

ター
協力：一般社団法人日本地質学会関東支部

日程：2013年５月27日（月）～５月31日（金）４泊５日
場所：千葉県君津市及びその周辺地域（房総半島中部域）
講師：徳橋秀一氏（産総研地圏資源環境研究部門客員研究
員）・辻野　匠氏（産総研地質情報研究部門主任研究員）
募集対象：主に地質関連会社の若手技術者（日本地質学会の会
員・非会員を問いません）
募集人数：６名．
※2013年度は秋（10月頃）にも実施を予定しています．今回申
込が少なかった場合や定員超過の場合は，秋の研修に調整さ
せて頂くこともあります．

参加費：12万円（ただし，宿泊費および集合地までや解散地か
らの交通費は含みません）
CPD単位及び修了証書：当学会認定の土質・地質技術者のため
の継続教育（CPD）40単位と修了証書が授与されます．
研修内容：ひとつの地質体（褶曲構造を示す新第三系安房層群
上部の地層）を対象に野外地質調査技術の基礎を実地で学ぶこ
とによって，地質調査法の基本技術の修得をめざすとともに，
それをベースに得られた過去の調査や研究の成果についても学
びます．地質調査の経験のない方でも，地質調査法の基本を体
で習得することを目指します．本研修の実施は今回で７年目に
なります．2011年春および2012年秋に実施された研修の様子に
ついては，学会HPで紹介されています（http://www.geosociety.
jp/engineer/content0021.html）．

申込締切：2013年４月19日（金）

申込方法：ジオ・スクーリングネットによりお申し込みくださ
い．ジオ・スクーリングネット（https://www.geo-schooling.jp/）
に利用者登録をしたうえで，「研修検索と申込」をクリックし，
日本地質学会の「地質の調査研修」を選択してお申し込みくだ
さい．お申し込み後，担当者より詳細の連絡をいたします．な
おジオ・スクーリングネット上でCPDの登録及び登録内容証明
書の発行が可能です．

お問い合わせ先：一般社団法人日本地質学会事務局　
電話：03-5823-1150 e-mail：main@geosociety.jp

【研修中の基本スケジュール】
（天候等によって変更される場合があります）
第１日目（月） 昼前に内房線JR君津駅に集合，昼食．午後は，
清澄向斜南翼に位置する小糸川上流の清和県民の森内の蛇行形
態を示す林道上（付図の地域Ａ）で，ルートマップの作成（ク
リノメーターを使った進行方向の測定と歩測による移動距離の
測定によって野帳にルート図を作成するとともに，鍵層の分布
状況および地層の層理面や断層面の走向・傾斜をクリノメー
ターを使って測定し，ルート図へ記入）の基本実習を行う．夜
は，昼のデータの清書（墨入れ）や配布資料に基づいた研修地
域の地質や地層についての講習．

第２日目（火） 黒滝不整合とその南側の清澄背斜北翼に位置
する安房層群上部（上位より，安野層・清澄層・天津層）が分
布する小櫃川支流の猪の川本流（別名，黒滝沢：黒滝不整合発
祥の沢で，東京大学千葉演習林内にある．ほぼ100%地層が連
続的に露出．）沿いで，川歩きに慣れながら，地層（タービダ
イト砂岩・泥岩・凝灰岩・スランプなど）の観察法やルート
マップ作成上重要な各種地質情報（主な凝灰岩鍵層名や累層境
界，断層情報など）を確認する（付図の地域Ｂ）．夜は，当日
の復習や前夜の講習のつづきを行う．

第３日目（水） 猪の川本流（黒滝沢）沿いの主に安野層分布
域でのルートマップの作成．蛇行する河川沿いに同じ凝灰岩鍵
層，岩相（堆積相），スランプが繰り返し出現することやそれ
が断層によってずれていることをルートマップ図上に表現す
る．夜は，昼のデータの清書（墨入れ）等の作業を行う．

第４日目（木） 前日につづき，猪の川本流（黒滝沢）沿いで，
安野層下位の清澄層や天津層分布域のルートマップを作成す
る．また，初日に作成したルートマップ上での凝灰岩鍵層の分
布との比較により，清澄層下部の層準の岩相・層厚が，猪の川
沿い（清澄背斜北翼部）と清和県民の森の林道沿い（清澄向斜
南翼部）とで顕著に異なる現象（地層の背斜軸への収れん現象）
を確認する．その後，近隣の林道沿いで，清澄背斜北翼（付図
の地域Ｃ）や南翼（付図の地域Ｄ）などのより広域的な範囲で
の代表的な鍵層の連続性や天津層と清澄層の境界部の特徴を観
察する．夜は，昼のデータの清書（墨入れ）等の作業とこれま
でこの地域で行われた調査・研究結果の成果等について学ぶ．

第５日目（金） 安房層群上部の地層が形成された清澄前弧海
盆の外縁隆起帯を形成していたと考えられる加茂川低地帯南側
の嶺岡構造帯（嶺岡山地周辺）の特徴的な岩石を観察（付図の
地域ＥとＦ）したのち，東海岸を北上して勝浦海中公園付近
（付図の地域Ｇ）に移動．猪の川本流（黒滝沢）沿いの清澄層
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中部で観察した凝灰岩鍵層Ky21（Hkタフ）と前後の地層を観
察し，猪の川沿いとの岩相や層厚の変化（同時異相の関係）を
観察する．その隣の吉尾漁港東方のボラの鼻（付図の地域Ｈ）
では，清澄層上部の厚層理・薄層理タービダイト砂岩等の特徴
を観察するとともに，黒滝不整合が安野層全体を侵食して，清
澄層上部を直接覆うことを観察し，下位層を侵食するという不
整合の特性を理解する．午後，外房線のJR外房線の勝浦駅や茂
原駅などで解散．

＜参考文献＞
徳橋秀一編著（2011）地質ニュース復刻版第２弾「ご地層の
話－地層観察・地質調査・露頭保存の重要性を唱えつ
つ－」実業公報社，203p.

徳橋秀一・中島　礼（2012）2012年度地質の調査研修（４泊５
日）の実施報告．日本地質学会News，Vol. 15, No.12,14-15.

Vol. 22  Issue 1（March）

特集号
Thematic section: Frontier of micro-scale analysis of HP
and UHP rocks
Guest editor: Kazuaki Okamoto, Masaru Terabayashi and
Hiroshi Yamamoto

高圧，超高圧岩の微小解析の最前線
岡本和明・寺林　優・山本啓司
沈み込み，衝突，上昇過程を解明するため，数多くの高圧，

超高圧変成岩に関する研究が行われてきた．これらの高圧，超
高圧変成岩の基礎的な岩石記載により，高圧，超高圧鉱物の多
くは低圧条件の鉱物に部分的，もしくは完全に置き換えられて
いることが明らかになってきた．高圧，超高圧鉱物は，より固
い鉱物中に包有物として保存されている場合や，離溶組織を示
している場合がある．そのため，高圧，超高圧変成岩に対して，
温度圧力条件の推定，局所領域の年代測定，岩石変形組織解析
などが有効である．これらを中心とした新しい様々な側面からの
解析は，高圧，超高圧変成岩の研究に新知見をもたらしている．

［Research Articles］
1．Metamorphic P－T evolution of high-pressure eclogites
from garnet growth and reaction textures: Insights from the
Kaghan Valley transect, northern Pakistan
Hafiz Ur Rehman, Hiroshi Yamamoto and Shin Keijiro

ざくろ石の成長と反応組織に基づく高圧変成岩の温度圧力履
歴：パキスタン北部カーガーンバレーからの知見
Hafiz Ur Rehman・山本啓司・秦　圭治郎
パキスタン北部のカーガーンバレーにはヒマラヤ変成帯の岩

石が分布している．この地域ではインドプレートがアジアプ
レート下に100 km以深まで沈み込んで超高圧に達したことが
わかっている．カーガーンバレーのマフィック岩については昇
温期，ピーク，降温期の少なくとも三つの変成イベントが識別
できる．ざくろ石の組成累帯構造と包有物，および主要構成鉱
物間の反応関係は，ざくろ石のコアが昇温期に，中間部は超高
圧の条件（2.3±0.4 Gpa，766±107℃）で形成されたことを示
す．ざくろ石の縁辺部が角閃石と接していることとシンプレク
タイトの存在から，角閃石エクロジャイト相から角閃岩相に至
るときの温度圧力条件は平均して1.5±0.2 Gpa，710±75℃で
あったと推定できる.ざくろ石の累帯構造は，Caに乏しく相対
的に広い領域を占めるコアとCaに富む薄い中間部，および縁
辺部から構成され，最外縁に沿って緑泥石と角閃石を生じてい
る．これらの特徴はざくろ石が大きく成長した時期が概ねイン
ド－アジアの衝突より前であり，縁辺部は衝突後の上昇期に形
成されたことを示す．

Key Words : e c l og i t e s ,  garne t  growth ,  H ima l ayan
Metamorphic Belt, Kaghan Valley, P－T evolution.

2．Redox state at ultrahigh-pressure metamorphism:
Constraint from the Chinese Continental Scientific
Drilling eclogites
Kazuaki Okamoto, Borming Jahn, Tzeng Fu Yui and
Masahide Akasaka

超高圧変成作用における酸化還元状態：CCSD（中国大陸科学
掘削）エクロジャイトからの制約
岡本和明・Borming Jahn・Tzen-Fu Yui・赤坂正秀
流体組成を推定するため，CCSD（中国大陸科学掘削）エク

ロジャイトの炭素鉱物の同定を行った．グラファイトと黄鉄鉱
がエクロジャイト中に含まれており，変成作用に伴う脱水流体
がH2Oに富む（CO2に乏しい）ことを示す．本研究で用いたエ
クロジャイト試料には，CaEs成分（Ca0.5□0.5AlSi2O6）に富む
単斜輝石が含まれている．よって，単斜輝石中のFe3+は電子線
マイクロアナライザーの分析値から求めることはできない．メ
スバウワー分析により単斜輝石中のFe3+/Σfeを求め，フェン
ジャイト－ざくろ石－単斜輝石－コース石の鉱物組み合わせを
用いた圧力温度計から本研究試料のエクロジャイトの変成圧力
温度条件を求めた．その結果，３－４GPa, 650－780 ℃である
ことを見積もった．本研究で得られた圧力温度条件は，これま
でCCSD エクロジャイトの研究で報告されているものより，低
い変成条件であり，Fe3+の正確な見積もりが重要であることを
示している．

Vol.22, Issue 1

Island Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 22 Issue１が2013年３月に発行されました．日

本語要旨をニュース誌と学会ホームページ（http://

www.geosociety.jp）にも掲載しています．全文は

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

で無料閲覧できますので，是非ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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Key Words : Fe3+ content in clinopyroxene, redox state,
ultrahigh-pressure eclogite

3．Micro-X-ray absorption near edge structure determination
of Fe3+/ΣFe in omphacite inclusion within garnet from
Dabie eclogite, East-Central China
Masaru Terabayashi, Takashi Matsui, Kazuaki Okamoto, Hiroaki
Ozawa, Yoshiyuki Kaneko and Shigenori Maruyama

中国中央東部大別山エクロジャイト中のザクロ石に包有された
オンファス輝石の三価鉄／総鉄比のマイクロX線吸収微細構造
による決定
寺林　優・松井　隆・岡本和明・小澤大成・金子慶之・丸山茂
徳
大別山超高圧変成帯エクロジャイトのザクロ石に包有されて

いるオンファス輝石のFe3＋/∑Feを放射光マイクロビームによ
るX線吸収端近傍構造解析によって求めた．大別山超高圧変成
帯東部のShimaからWumiaoにいたる，南北約20 kmのトラバー
スで採取されたエクロジャイト10試料のザクロ石中に包有され
たオンファス輝石のFe3＋/∑Feは0.18～0.59で，電子線マイクロ
アナライザによる分析値から計算で見積もったFe3＋/∑Fe（0.00
～0.31）よりも高い．大部分のエクロジャイトの地質温度計に
よる形成条件は500～700 ℃の範囲になる．地質温度圧力計で求
めた温度圧力条件は花崗岩類のウェットソリダスより低温とな
る．

Key Words : Dabie, eclogite, micro-XANES, omphacite
inclusion, ultrahigh-pressure

4．Northward extrusion of the ultrahigh-pressure units in
the southern Dabie metamorphic belt, east-central China
Hiroshi Yamamoto, Masaru Terabayashi, Hyugo Okura, Takashi
Matsui, Yoshiyuki Kaneko, Masahiro Ishikawa and Shigenori
Maruyama

中国南大別変成帯の超高圧ユニットの北向き押し出し上昇
山本啓司・寺林　優・大倉飛雄虎・松井　隆・金子慶之・石川
正弘・丸山茂徳
中国中央部の大別造山帯は三畳紀に中朝地塊と揚子地塊が衝

突して生じたと考えられている．大別造山帯南部のShima－
Wumiao地域において変成岩類の構造解析を行い，変成複合岩
体をほぼ水平に重なる４つのテクトニックユニットに区別し
た．それらを構造下位から順にユニットⅠ，Ⅱ，Ⅲ，およびⅣ
と呼ぶ．全てのユニットにおいて珪長質片麻岩が優占的である．
ユニットⅠにはエクロジャイトと少量の泥質片麻岩，ユニット
Ⅱにはコース石仮像を含むエクロジャイトが含まれる．同様に
ユニットⅢは泥質片麻岩，石灰質変成岩，およびエクロジャイ
ト（稀にコース石を含む）を，ユニットⅣは角閃岩と少量の泥
質片麻岩を含む．定方位試料の剪断変形構造によると，ユニッ
トⅠとⅡでは上盤側が北向きに変位するセンスが卓越し，ユ
ニットⅢとⅣでは上盤側が南向きの変位センスが卓越する．ユ
ニットⅠ－ⅡとⅢ－Ⅳで剪断センスが逆になることは超高圧の
ユニットⅡとⅢがユニットⅠとⅣに対して相対的に北に押し出
されるように上昇したことを示している．変成帯形成時のプ
レート沈み込みと上昇の向きは逆傾向のはずなので，大別造山
帯における超高圧変成作用は，中朝地塊が南向きに揚子地塊の
下に沈み込んだことによるものと考えられる．

Key Words : Dabie, exhumation, shear sense, structure,
ultrahigh-pressure.

5． Rheological contrast between glaucophane and
lawsonite in naturally deformed blueschist from Diablo
Range, California
Daeyeong Kim, Ikuo Katayama, Katsuyoshi Michibayashi and
Tatsuki Tsujimori

カリフォルニア・ディアブロレンジに産する藍閃石片岩中の藍
閃石とローソン石の強度比
Daeyeong Kim・片山郁夫・道林克禎・辻森　樹
本論文では，ローソン石を含む藍閃石片岩の変形微細組織か

ら，藍閃石とローソン石の強度比を議論した．解析したカリ
フォルニア・ニューイドリア産の藍閃石片岩は主に藍閃石と
ローソン石から成るが，結晶選択配向の集中度ならびに結晶の
アスペクト比は，藍閃石が卓越する領域の方が強い傾向を示す．
このことは，ローソン石に比べ藍閃石の塑性強度が低く変形が
集中したこと意味する．沈み込んだ低温高圧変成岩のレオロ
ジーは主に藍閃石に支配されると考えられる．

Key Words : blueschist, crystal-preferred orientation,
glaucophane, lawsonite, rheological contrast, strain
localization.

6．SHRIMP U-Pb dating of zircons related to the partial
melting in a deep subduction zone: Case study from the
Sanbagawa quartz-bearing eclogite
Miyuki Arakawa, Kazuaki Okamoto, Keewook Yi, Masaru
Terabayashi and Yukiyasu Tsutsumi

深部沈み込み帯での部分融解に関わるジルコン・シュリンプ
U-Pb 年代；三波川石英エクロジャイトの研究例
荒川　幸・岡本和明・Keewook Yi・寺林　優・堤　之恭
四国中央部の三波川変成岩から部分融解組織を持つエクロ

ジャイトの露頭が発見された．部分融解年代を決定するために，
部分融解部分とホストのエクロジャイトに関して，ジルコンU-
Pb SHRIMP年代測定を行った．部分融解領域のジルコンは，
円形で，セクター構造を持っている．コアとマントルのU-Pb
年代は，130-113 Ma（平均年代 120 Ma）で，リムの年代は
115-104 Maである．エクロジャイト中のジルコンは均質なコア
と薄いマントルト，リムから構成されている．U-Pb年代は123-
112 Maに集中している．これらの証拠より，120 Maにエクロ
ジャイト相の変成作用が起こり，110 Maに部分融解が起きた
と結論される．

Key Words : eclogite, partial melting, Sanbagawa high P-T
metamorphic rocks, zircon U-Pb age dating.

7．Recycled crustal zircons from podiform chromitites in
the Luobusa ophiolite, southern Tibet
Shinji Yamamoto, Tsuyoshi Komiya, Hiroshi Yamamoto,
Yoshiyuki Kaneko, Masaru Terabayashi, Ikuo Katayama,
Tsuyoshi Iizuka, Shigenori Maruyama, Jingsui Yang, Yoshiaki
Kon and Takafumi Hirata

南チベット・ルオブサオフィオライトに産するポディフォーム
クロミタイトから得られたマントル内を循環した地殻起源ジル
コン
山本伸次・小宮　剛・山本啓司・金子慶之・寺林　優・片山郁
夫・飯塚　毅・丸山茂徳・Jingsui Yang・昆　慶明・平田岳史
南チベット地域・ルオブサオフィオライトに産するポディ

フォームクロミタイトからジルコンを系統的に分離し，レー
ザーアブレーションICP質量分析法により，それらのU-Pb年代
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を求めた．得られた年代値は約100-2700 Maと非常に幅広く，
それらの多くはコンコーディア曲線上にプロットされ，本オ
フィオライトのクロミタイト形成から期待される年代より“異
常”に古い．また，これらのジルコン中には，石英や長石と
いった地殻起源鉱物が包有物として存在し，マントル鉱物はみ
られない．従来から，インド洋およびそれに遡るテチス海マン
トルは，地殻物質による汚染を受けていることが指摘されてい
るが，クロミタイトから得られた異常に古い年代値をもつ地殻
起源ジルコンは，かつて上部マントルへもたらされた後，最終
的にクロミタイトに捕獲されたリサイクル地殻物質であると結
論づけられる．

Key Words : crustal contamination, Gondwana breakup, Neo-
Tethys mantle, podiform chromitite, zircon U-Pb dating.

一般論文

［Research Articles］
1．The tectonic evolution of a Neo-Tethyan (Eocene－
Oligocene) island-arc (Walash and Naopurdan groups) in the
Kurdistan region of the Northeast Iraqi Zagros Suture Zone
Sarmad A. Ali, Solomon Buckman, Khalid J. Aswad, Brian G.
jones, Sabah A. Ismail and Allen P. Nutman

イラクZagros縫合帯北東部クルディスタン地域におけるネオ
テーチス（始新世―漸新世）島弧（WalashおよびNaopurdan
層群）のテクトニックな進化
WalashおよびNaopurdan層群は，イラクZagros縫合帯

（IZSZ）における下位の異地性衝上地塊の一部を構成する．
WalashおよびNaopurdan火山岩類から分離したマグマ性の長
石から得られた40Ar/ 39Ar年代は始新世から漸新世を示す
（43.1±0.15～24.31±0.6 Ma）．WalashおよびNaopurdan層群は，
現在Hasanbag火成複合岩体として知られる（以前はGemo－
Qandil層群として知られた）白亜紀の島弧に関係した岩石
（106～92 Ma）からなる上部異地性岩体の構造的下位を占める
衝上シートを構成する．WalashおよびNaopurdan異地性岩体
下部は前地盆地であるRed Beds系に衝上している．Walashお
よびNaopurdan層群の火山性および亜火山性の地層は，
Mawat, Galalah－Choman, LerenそしてQalander－Sheikhan地
方において研究された．これらの岩石の殆どは，Naopurdanお
よびWalash両岩系において，玄武岩質から安山岩質である．
記載岩石学的研究によって，これらの岩石は緑色片岩相の変質
を受けているが，火成起源の斜長石，輝石，普通角閃石が残存
する初生的な斑状組織が保持されていることが分かった．
LREE/HREEのエンリッチメントおよび高いTh/Nb，Nb/Zrか
ら，WalashおよびNaopurdanの岩石が異なる沈み込み帯に関
係した特徴を有することが分かる．具体的には，Naopurdanで
は島弧ソレアイト，Walashではカルクアルカリからアルカリ
岩である．よって，WalashおよびNaopurdanの地層は，43～
24 Maに発達した，それぞれ背弧および島弧系に由来する．
従って，IZSZはネオテーチスの衝突前に関係した二つの沈み
込みセッティングにおける早期白亜紀（Hasanbag火成複合岩
体）から始新世―漸新世（Walash－Naopurdan層群）の火山
活動を全て記録している．おそらく中期中新世に，最後のネオ
テーチス海がイラン大陸の下に沈み込み，アラビアプレートと
の衝突が起こった結果，最終的な大陸―大陸衝突が始まった．
これがトルコからイラクおよびイランを経てオマーンにいたる
アラビアプレートの縁辺全域に沿ったイベントの連続性を強調
する．

Key Words : 40Ar－39Ar geochronology, arc, Iraq, Naopurdan,
Walash, Zagros.

2．Determination of 2D strain from a fragmented single
ammonoid
Atsushi Yamaji and Haruyoshi Maeda

アンモナイト断片からの二次元歪み推定に関するノート
山路　敦・前田晴良
従来，変形したアンモナイトから，変形前の巻き方が対数螺

旋であったと仮定して，歪みが見積もられてきた．小論では肋
の間隔に注目し，平面巻きアンモナイトで，Rf/φ歪み解析法
の一種，hyperbolic vector mean methodにより歪み楕円とそ
の95%信頼限界が決定できることを示す．この方法では，断片
であっても半巻き以上が残っていればよい．北上山地から産し
た半巻きのアンモナイト断片を例にして，この方法を説明する．

Key Words : strain analysis, ImageJ, hyperboloid model, slaty
cleavage

3．How the Mariana Volcanic Arc ends in the south
Robert J. Stern, Yoshihiko Tamura, Harue Masuda, Patty
Fryer, Fernando Martinez, Osamu Ishizuka, and Sherman H.
Bloomer

マリアナ火山弧はいかにして南端で終わるか
Robert J. Stern・田村芳彦・増田晴江・Patty Fryer・
Fernando Martinez・石塚　治・Sherman H. Bloomer
南部マリアナ島弧―海溝系は急速に変形しており，その結果，
島弧と背弧海盆のマグマ系の異常な相互作用をもたらしてい
る．本論では，この地域の火山の新たな地球化学的情報を提示
し，考察する．グアム北西30 kmにある活動を停止した海底火
山であるTracey海山は，マリアナ弧最南端にある成層火山で
ある．Tracey海山は深さ125 kmの沈み込んだスラブの上に位
置し，最近では0.527±0.023 Ma（40Ar/39Ar年代）に典型的な島
弧性のマフィックおよびフェルシック溶岩のバイモーダルな噴
火をしている．非公式にアルファベット海底火山群（ASVP）
と呼ばれる，変わった一群の玄武岩質小海山群が，Tracey海
山の南西で次の島弧火山があるべき場所に見つかっている．こ
れらのうち６火山の試料について調べた．熱水活動に示される
ように，ASVPのうち少なくとも２火山は最近活動している．
単一の成層火山をつくるような噴火中心の集中が見られないこ
とは，ASVPが背弧拡大の強い影響下にあることを反映したも
のである．これに対して，南部ASVPは南方の東西に走るマリ
アナ海溝チャレンジャー海淵に沿って沈み込んだ太平洋底の狭
いスラブの急速なロールバックによる南北拡大の影響を受けて
いる．ASVP溶岩組成はTracey海山や他のマリアナ弧の溶岩と
は明らかに異なり，マリアナトラフの背弧海盆玄武岩に類似し
た特徴を示す：マフィックなソレアイト質で，低K2O，枯渇し
たLREE，低87Sr/86Srを有し，海溝に近いより島弧的な溶岩か
らさらに西方の背弧海盆玄武岩類似の組成へと変わる傾向を示
す．通常とは異なるASVPのテクトニックな背景は，長期間活
動を続ける島弧火山下で互いに混じり合い，上昇噴火して分散
したASVP小火山群を形成した異なる島弧マグマバッチが，強
い組成勾配をもったマントルの融解をどのように反映するかに
ついて比類のない展望を提供するものである．

Key Words : back-arc basin, basalt, Mariana Arc, Mariana
Trough
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2013年地質の日：街中ジオ散歩 in Tokyo
「石神井川がつくる地形の移り変わりと地質（仮）」

毎年５月10日は地質の日です．この日は明治９年（1876），
ライマンらによって日本で初めて広域的な地質図が作成された
日です．また，明治11年（1878）のこの日は，地質の調査を扱
う組織（内務省地理局地質課）が定められた日でもあります．
近年この地質の日にちなんで様々な機関で記念イベントが開か
れており，当学会でも，2012年より日本応用地質学会との共同
主催で東京都内の徒歩見学会を開催しています．今回はJR王子
駅西側の河川争奪と地形・社会をテーマに実施いたします．皆
様，奮ってご参加くださいますようお願いいたします．

主　催：一般社団法人日本地質学会，一般社団法人日本応用地
質学会

共　催：公益財団法人深田地質研究所
後　援：一般社団法人東京都地質調査業協会（予定）

日　時：2013年5月12日（日）10:00～16:00 雨天決行（予定）
場　所：東京都北区王子界隈（JR王子駅西側の台地上に発達す

る石神井川，逆川付近）

案内者：池田　宏氏（公財）深田地質研究所
中山俊雄氏（独）防災科学技術研究所

趣　旨：身近な地質とその地質に由来した地形，それらを利用
してきた先人から現在の私たちまでの営みを，春の
清々しい空気の中でのんびり歩きながら，ベテラン研
究者からの興味深い説明を聞き，楽しく学ぼうという
企画です．今回は，石神井川と逆川，谷田川の河川争
奪に見る地形の変化と地質，人々の暮らしをテーマに
歩きます．

キーワード：地形・地質・土地利用

会　費：一般2,000円, 小中学生500円（予定）保険代を含みま
す.当日お支払い下さい.昼食は各自でご用意下さい．

行　程：10:00 JR王子駅北口前集合→石神井川→逆川→谷田
川→飛鳥山博物館（昼食）→逆川→石神井川沿い音無
さくら緑地（露頭）→名主の滝公園16:00解散（予定，
天候等により順序，見学地を変更する場合が有ります）

募集人員：30名程度（定員になり次第締め切ります）
対　象：一般．参加資格は特にありません．小学生以上の方で

したらどなたでもお申し込み頂けます．小中学生の方
は保護者の方の同伴をお願いいたします．

申込方法：申込みは下記のジオスクーリングネットまたは学会
事務局までご連絡先を明記してお申し込み下さい．

申込先：ジオ・スクーリングネット（https ://www.geo-
schooling.jp/）または下記の学会事務局までFAXまた
はメールで，氏名，生年月日，住所，携帯等電話番号，
メールアドレスを記して，お申し込み下さい．
日本地質学会事務局（地質の日担当　緒方）
〒101-0032 東京都千代田区岩本町２-８-15井桁ビル６F 
電話：03-5823-1150（代表） FAX:03-5823-1156
<main@geosociety.jp>

学会HPおよびジオ･スクーリングネット，および学会事務局
にて情報を更新いたします．ご確認下さい.

2013年の「地質の日」学会関連のイベントをご案内します．
イベントの情報は，学会HP< http://www.geosociety.jp>で
随時更新していますので，あわせてご覧下さい．

「豊平川と共に―その恵みと災い―」

開拓時代の豊平川とその利用の歴史・運河の開削・洪水とそ
の対策・札幌の水道の歴史・豊平川（札幌）の地名とアイヌ語・
古流路とメム等のサブテーマで「恵みと災い」を紹介します．

期間：2013年４月23日（火）～６月２日（日）（予定）
会場：北大総合博物館３階「企画展示室」（予定）

★ 北海道支部　記念展示

図：国土地理院（2006）「１：25000デジタル標高地形図」（東京都

区部）

主催：北大総合博物館・道総研地質研究所・産総研　地質調査
総合センター・札幌市博物館活動センター・日本地質学
会北海道支部・北海道地質調査業協会・応用地質学会北
海道支部（北海道応用地質研究会）

協力：（財）宇宙システム開発利用推進機構・北大附属図書館
（予定）

後援：札幌市・札幌市教育委員会

関連行事：
土曜市民セミナー（予定）：2013年５月11日（土）
地質巡検（予定）：「札幌のメムを訪ねる」



地球科学講演会「大阪平野の地盤環境と地盤災害」

大阪平野は，周囲を山地に囲まれた大阪湾に面する海岸平野
であり，淀川の河口デルタを中心とする低平地です．大阪平野
には，約350万年前以降，断続的に堆積した砂や粘土粒子が厚
く堆積し，基盤岩までの層厚は1000 mを超える部分もありま
す．この厚い堆積物の堆積環境は，その時々の気候変化により
大きく変わりました．大阪平野の地盤の特性は，その堆積環境
の変化によるものです．1960年代の地盤沈下に始まり，近年で
は地震による液状化現象や長周期地震動などが問題となってい
ますが，これらの地盤災害の背景には地盤の特性が深く関わり
ます．現在明らかになっている，私たちの大阪平野の地盤の問
題点と課題について考えてみたいと思います．

主催：日本地質学会近畿支部，大阪市立自然史博物館，地学団
体研究会大阪支部

日時：2013年５月12日（日）14:00～15:30
場所：大阪市立自然史博物館　講堂
講師：北田奈緒子氏（一般財団法人地域地盤環境研究所　主席

研究員）

身近に知る「くまもとの大地」

日時：2013年５月11日（土）10:00～16:00
場所：熊本交通センター　センターコート
主催：「地質の日」熊本実行委員会
共催：日本地質学会西日本支部，熊本大学，熊本市立熊本博物

館，（財）阿蘇火山博物館，御船町恐竜博物館，天草市
立御所浦白亜紀資料館，熊本県企画部文化企画課，熊本
県地質調査業協会，阿蘇ジオパーク推進協議会，天草ジ
オパーク構想推進協議会　他

企画：おどろきの展示コーナー，わくわく体験コーナー，ジオ
パークコーナー，博物館・資料館情報コーナー　など

問い合わせ先
西日本支部：磯部博志（熊本大学大学院自然科学研究科理学専

攻地球環境科学講座）
<isobe@sci.kumamoto-u.ac.jp>
Phone：096-342-3416 
Fax：096-342-3411
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★近畿支部　講演会 ★西日本支部

下記の要領で，北海道支部例会（個人講演会）を開催いたし
ますので，ご出席のほどよろしくお願いいたします．

日時：2013年４月27日（土）10:00～18:00（予定）
場所：北海道大学理学部５号館２階 ５-201室

講演者へ：講演要旨は，１講演あたりA５で１～２ページで作
成し，PDFまたはMS Wordファイルで2013年４月５日（金）
までにお送りください．口頭時間は発表17分，質疑３分の予定
です．
※講演要旨PDFファイルを支部ホームページに公開します．ホー
ムページ公開を希望する・しないを必ず明記してください．

申込み・問い合わせ先：
北海道支部幹事庶務：沢田　健　
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810 札幌市北区北10条西８丁目　
電話：011-706-2733
メール：sawadak@mail.sci.hokudai.ac.jp

☆北海道支部
お知らせ

北海道支部例会（個人講演会）

支部コーナー

2013年度関東支部総会と
地質技術伝承講演会のお知らせ

☆関東支部
お知らせ

関東支部では下記のとおり2013年度総会と地質技術伝承講習
会を開催いたします．同日，地質技術伝承講習会は（社）全国
地質調査業協会連合会　関東地質調査業協会との共催で行いま
す．多数の支部会員のご参加をお願いいたします．

日時　2013年４月13日（土）午後
場所　北とぴあ（東京都北区王子１-11-１）

地質技術伝承講習会
時間：14:00～16:00（予定）
講師：アジア航測株式会社　今村遼平氏
参加費無料（対象：会員および一般）（※CPD単位取得可能）

関東支部総会　　
時間：16:00～16:45（予定）

問合せ先　
神奈川県立生命の星・地球博物館　笠間友博（幹事長）
電話：0465-21-1515
メール：kasama@nh.kanagawa-museum.jp
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灰岩が大規模に露出しています．調査初日は巡検のような形で，
JPに解説をしてもらいながら，三畳紀中の時代の境界など重要
な露頭へ連れて行ってもらいました．宿泊先のロッジからボー
トで湖を渡り露頭に上がると，まず化石の量と保存の良さに驚
きます．密集した大量のアンモナイト，巨大な魚竜のあばら骨，
模型のように美しく保存されたウミユリの化石など，日本で発
見したら大騒ぎしてしまいそうなものが，博物館ではなく露頭
のあちこちで見られるのです．二枚貝にいたっては，まるで露
頭を隠すようにあたり一面びっしりと敷き詰められており，優
占種の移り変わりを目で追うこともできます．そのため，きれ
いに年代が出されているだけでなく，先行研究者により露頭に
番号がふってあるので，論文と照らし合わせれば見たい層準を
すぐに見つけることができます．今回は，天体衝突と関連して，
それによる生物界への影響を調べるための同位体実験用のサン
プル，またコノドント化石を取り出すためのサンプルを採集す
るという作業もあったので，年代ごとのサンプルを採取する際，
非常に助かりました．
二度と来られないかもしれないフィールドということもあ

り，ここも採ろう，あそこも採ろうと欲張るうち，調査範囲は
ほぼ網羅的にサンプルを持って帰るかたちになり，岩石試料が
持ちきれないほどに増えてしまいました．そのうえ迎えに来る
はずのボートが故障してしまい，露頭から歩いてロッジまで帰
ることになった日には，湖畔の転石を組み合わせてサンプル達
のお家を作り，後日まとめて回収するという方法をとりました．
歩いて帰るとなるとなかなかの道のりですが，美しい山々に囲
まれた湖の風景に何度もカメラを向けたり，カナダ１ドル硬貨
にも描かれているルーンという水鳥の奇妙な鳴き声が聞こえて
きたりと，とても贅沢な散歩になりました．
湖の周辺の主要な尾根や丘，入江にはそれぞれ名前がついて

おり，我々が調査を行ったのは主にBrown HillとBlack Bear
Ridgeというセクションでした．Black Bearというのはその名
のとおり，その地域周辺に生息する黒い熊のことです．ウィリ
ストンレイク周辺はグリズリーや大鹿など，野生の動物が多く
生息していることで有名らしく，我々が宿泊したロッジも，主
にハンターが利用する施設でした．巨大な角を持つ鹿の頭骨が
並べられていたり，熊の毛皮が吊るされていたりと，雰囲気抜
群のハンターズキャンプです．我々が調査を終えて夕方帰還す
ると，ハンター達はショットガンやライフルを抱えて夜の森に
出かけていきました．我々が滞在している間にもハンター達が
熊を持って帰ってきた日があり，毛皮はぎ取りショーをかぶり
つきで見学しました．私よりも十才近く年下の少年たちがナイ
フで熊の毛皮をはいでいく光景はかなり衝撃的でした．

院生コーナー

昨年の６月初め，カナダの南西部，ブリティッシュコロンビ
ア州において，地質調査を行いました．生活環境，現地の人々，
天気にも恵まれ，明けることのない日本の梅雨を過ごしている
と，同じ世界とは思えない夢のようなひとときでした．大陸で
見たもの，経験したことは，どれも筆舌に尽くしがたいものば
かりで，とてもまとまりのある文に仕上げる自信はありません
が，ご報告したいと思います．

地質調査は，ブリティッシュコロンビア州のほぼ中央に位置
する，フォートセントジョンというのどかな田舎街の，ウィリ
ストンレイクという湖のほとりで行いました．カナダは地質別
に，先カンブリア時代の楯状地，平野地域，北極圏，最も東側
に位置するアパラチア地域，そしてロッキー山脈の西側コル
ディレラ地域と，大きく５つに分けられます．カナダの地質を
語る上で豊富なエネルギー資源は欠かせないもので，石油天然
ガスや石炭，ウランなどがカナダ全域から生産されており，天
然エネルギー資源埋蔵量は世界第３位にランキングされていま
す．今回の調査地を含むコルディレラ地域の東端部も，石油や
天然ガスの生産地となっています．

今回の旅の目的はいくつかありましたが，最大の目標として
イジェクタ層の探索というものがありました．イジェクタ層とい
うのは，隕石衝突の際に形成される地層のことで，衝突によっ
て巻き上げられた隕石の供給物質と，衝突された側の地球の物
質が降り積もったものを言います．調査地から東方約3500 km
の地点に，マニクアガンクレーターという，世界地図でもきれ
いな円形が見てとれるような直径約100 kmの巨大なクレー
ターがあります．マニクアガンクレーターは約２億1400万年前，
隕石衝突によって形成された，顕生代史上二番目に大きなク
レーターで，種の絶滅など生物界に与えた影響も大変に大きい
ものと考えられます．日本でもマニクアガンクレーターのイ
ジェクタ層と思われるものの発見が報告されており，それなら
ばカナダにないはずがないということで，今回調査を行ったと
いうわけです．

フォートセントジョンの空港からウィリストンレイクまで
は，アルバータ大学のJohn-Paul Zonneveld教授（JP）の先導
で約２時間のドライブでした．ここで見る風景も，山といい川
といい対向車といい，目に入るもの全てがダイナミックで，運
転してくださる先生を横目にひとり助手席で興奮していまし
た．私の記憶が正しければ，地平線というものを見たのは生ま
れて初めてのように思います．車道の両脇には，飼われている
のか野生なのか分からない，鹿のような牛のような動物が時折
姿を現し，感動的な光景の連続に落ち着く暇もなく，あっとい
う間に湖に着いてしまいました．
調査期間は６月９日から13日の５日間でした．ウィリストン

レイクは，表面積1761平方キロメートルの美しい人工貯水池で，
調査範囲の湖畔には三畳紀中期から後期にかけて形成された石

冨永隆志
（鹿児島大学理工学研究科地球環境科学専攻

修士課程1年）

『時差2億年の国』
̃Field trip in British Columbiã

ウミユリの化石
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院生コーナー

写真（左）湖畔でのキャンプファイ

ヤー．（右）ウィリストレイクにて．

（左から，佐藤（九大D1），JP，尾

上助教，筆者）

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）

現地に到着するまで最も心配だったことのひとつが食事でし
た．毎日熊の肉とかだったらどうしようなどと勝手な妄想ばか
りしていましたが，大量に用意される肉中心の御馳走は全て驚
くほど美味しく，夕食後のケーキまで毎日お腹いっぱいになる
まで頂きました．野菜も日本のものに比べると大きなものが多
く，CD-ROMのようなトマトは，苦手な私にもおいしく食べら
れました．今後はトマトに対する意識を改め，「日本のトマト
は好きじゃない」という言い回しをしたいと思います．

おおよそサンプルをとり終えると，いよいよイジェクタ層探
しに移ります．イジェクタ層には，隕石衝突の際に空気中に飛
び散った宇宙起源の粒子，スフェルールが含まれます．スフェ
ルールは肉眼でも見られるほどの大きさで，ルーペで観察する
ときれいな黒い球です．これを露頭中から探し出します．また
イジェクタ層は，他の岩石層と比べて帯磁率が高いはずで，帯
磁率計を露頭にあてながらの作業でした．卒業論文ではある地
域の地質構造の解析を行った私にとっては，ミリ単位以下のも
のを探し出すという繊細な作業は新鮮で，難しくもありました．
一緒に調査を行った先生，先輩は，周辺の地質構造や貝化石の
移り変わりなどを観察しながらあやしげな層準にねらいを定
め，その周辺を優先的にスフェルールを探しており，私はただ
その真似をしていました．当然のことですが，同じ露頭の上に
立っても，研究者が違えば調査の方法も興味の対象も全く異な
り，いろいろな分野の研究者と地質調査を行うのは刺激も多く
学ぶこともたくさんあることを実感しました．
調査の合間には，湖のほとりで昼食をとりました．毎朝食卓

に宿泊客のためのサンドイッチと色とりどりの果物やお菓子が
用意されており，ピクニックのような欧米風のランチを毎日楽
しみました．遠くの方には，缶コーヒーのラベルでしか見たこ
とのないような荘厳な雪山が見え，眼前には陽の光を反射させ
てキラキラと金色に輝く湖．この絶景はぜひ自分の手で残した
いと，スフェルールそっちのけで風景画を描いていたら先生に
見つかって怒られました（当たり前）．そんなことをしながら，
それほど広くはない範囲を三人でくまなく捜索したのですが，
イジェクタ層と言い切れるものはなかなか見つからず，もうあ
やしいところは全部持って帰ろうということで，さらにサンプ
ルが増えていきました．

最終日には，我々とは別で地質巡検に訪れていたカナダの石
油会社の人たちと，湖畔でキャンプファイヤーをしました．そ
のキャンプファイヤーというのも，ビーチに倒れた大木の根っ
こをそのまま燃やしてしまうというもので，何をするにも欧米
人のその豪快さには憧れを抱きます．カナダの方々はアルコー
ル46％のスコッチを飲んでおり，ほんの少しだけ頂きましたが，
ちょっと触れただけで唇がビリビリと痺れ，根本的な体のつく
りの違いに愕然としました．またこのようなお酒の席では，ひ
とりずつ前に出てジョークを言っていくという文化が欧米には

あるらしく，たっぷりと時間をつかってスピーチをし，オチに
来るとみんなで大爆笑，という流れを繰り返していました．残
念ながら私にはオチも前フリもほとんど理解できず，今回のカ
ナダ滞在全体を通して言えることですが，このときは特に，自
分の英語力の低さを呪いました．最後には，丸太に火をつけて
湖に流したら面白いんじゃないかという驚異的な遊び心と発想
力を見せつけられ，これは日本も負けてられないと，我々はそ
の丸太で炎のリンボーダンスを披露し，日本とカナダの狂気じ
みた共演により，ウィリストンレイク最後の夜を飾りました．

５日間の地質調査は，天体衝突の決定的証拠を野外調査で見
つけられなかったとはいえ，その無念を覆い隠すほどの素敵な
思い出の数々に彩られ，大成功と錯覚せざるを得ないものとな
りました．日本とは大きく異なる地質学に触れ，多くの刺激と
感動を得ることができました．海外はもちろんですが，私に
とっては，日本国内にもまだまだ見たことのない，勉強すべき
フィールドがたくさんあります．自身の研究に関係あるなしに
関わらず，いろいろな分野，地域の地質に触れられる機会は大
切にしなければならないと強く思いました．
また，ロッジでお世話になったオーナー夫妻やJPはもちろん，
増えすぎて重量オーバーした岩石サンプルの配送を快くサービ
スして引き受けてくださった郵便局のおばさんや，長時間待た
せたという理由で乗客全員タダで乗せてくれたバスの運転手な
ど，カナダで出会った人々は親切で愉快な人ばかりでした．私
にとっては，ほぼ初めての海外ということもあり，出発前には
不安も多々ありましたが，こんなにすばらしい滞在になるとは
思いませんでした．まだ日本に届いていませんが，送られてく
る大量のサンプル達を処理するのがとても楽しみです．おそら
くまた，新たな発見があることでしょう．

以上，全体の流れも読みやすさも考えず，思いのままに書い
てしまいました．他にも，バンクーバーの街の観光記など紹介
したいことはいくつもありますが，いよいよ院生コーナーに載
せるような内容ではなくなってしまうので，自重いたします．
最後になりますが，このような貴重でとても有意義な経験をさ
せてくださった尾上哲治助教．この素晴らしい経験を，院生
コーナーを通して読者の皆さまに紹介する機会を与えてくだ
さった佐藤峰南編集委員．共に調査を行い，今回のカナダ滞在
をかけがえのないものにしてくださったお二人に，この場を借
りて厚くお礼を申し上げます．
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を提案することとした旨，井龍理事から説

明があった．

５．その他

１）イタリア，L’Aquilaの被害地震について

の裁判に関連して，確認事項

理事会の承認を受け，11月２日付で“声

明”を発表．プレスリリースを行った．

また，地震学会会長経由で，イタリアの

被告となっている研究者らから，サポート

レターの要望があり，地質学会も英文の声

明文を送った．また，ホームページにも掲

載し，英語版のホームページには，英語の

文章を貼付けた．

２）IUGSと共催の津波関係の国際シンポジ

ウム（地質学会年会）とG-EVER（災害科

学とリスクマネッジメントの国際組織，産

総研の佃理事ほか）の来年の10月開催予定

のシンポジウムについて

仙台で同種の催しが月をまたぎ開催とな

るので，できれば一緒にしてはどうかとの

話が挙がっている．IUGSに対してはこの

ことを打診中である．G-EVERからは地質

学会ほか４学会に対し参加要請があるとの

ことなので，その時には地質学会として，

同時開催への協力を求めたい．

３）ICDPワークショップの開催

“Japan Beyond-Brittle Project（JBBP）-

Scientific drilling to demonstrate a

feasibility of the engineered geothermal

system in ductile zones-”

日時：2013年３月12日（火）～16日（土）

会場：東北大学工学部（仙台市青葉区）

４）地質学会125周年記念事業について

斎藤常務は，表記の事業について矢島理

事（地学史懇話会）に意見を聞いた．

矢島理事からは，「歴史編纂ができるよ

うな会員がいなくなっているので，100周

年の時のような出版物を作るのは難しい，

100周年以降の年表程度なら作成できるの

ではないか」とのことであった．それにつ

いて，100周年以降25年間の各分野のレ

ビューを雑誌の特集号などにできるのでは

ないか，との石渡会長の提案があった．

６．12月の理事会議案の確認（執行理事会の

MLに流し，詳細を詰める）

１）2013年度事業計画基本方針

２）名誉会員のあり方の検討　

３）地方支部区理事の選出方法の検討に伴

う，選挙規則・細則の改正案の審議．

４）論文賞の対象論文の範囲についての検討．

５）総会開催日程について

概ね以下の日程で行うことを理事会に提

案する．

開催予定日　５月18日（土）

北とぴあ（会場確保）

・第１回執行理事会10時～11時半

・総会12時30分～14時

・フォトコン表彰式　14時15～15時15分

・2013年度第１回理事会　15時30分～17

時

＊フォトコンの表彰式にギャラリーを

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５回執行理事会議事録

期　日：2012年11月10日（土）13:00～16:50

場　所：地質学会事務局

出席者：石渡会長　渡部副会長　齋藤常務理

事　井龍　高木　中澤　松田　山口　山

本　（事務局）橋辺

欠席者（委任状提出あり）：ウォリス副会長

伊藤　坂口　内藤　西　平田　保柳　星

山路

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

９名，委任状９名，合計18名の出席.

＊前回議事録を承認した．

Ⅰ　審議事項

１．論文賞の対象論文の範囲についての検討

今年の選考については，これまで通りの

選考方法で実施する．

今後については，理事会において山路理

事の提案を審議する．

２．名誉会員推薦委員会委員選出

来年度の候補者選出については，例年通

りの手順で行うこととする．階層別委員候

補者は，それぞれ担当を決めて人選にあた

り，理事会に間に合わせることとした．

階層別委員４名　大学，官公庁，小中高

教員，会社（執行理事会で検討）

理事会推薦委員１名　理事会で選出

職責委員（各支部長）７名

竹下　徹，川辺孝幸，伊藤谷生，原

山　智，宮田隆夫，石田啓祐，小林

哲夫

３．日本学術会議より出された報告書「高レ

ベル放射性廃棄物の処分について」に対す

るコメント（地質環境長期安定性研究委員

会の吉田委員長ほかによる）

におけるトピックセッションでの議論を受

けて，学術会議の報告書に対するコメント

を会員に向けて発表する意向が，コメント

の文案をもって示された．

文案は執行理事会から理事会MLに流し，

期限を設けて意見を受け付ける．プレス発

表用に，概略版も作成する．

４．学術の大型研究計画に関する予備調査開

始について【締切11/15）】

大型研究計画マスタープランの改訂

（2014年４月策定）について，10/23および

11/6のgeo-flashで会員に広報した．

・地質学会の会員からも何らかの参加提案す

ることが大事であるとの判断で，井龍理

事・西理事の発案による「掘削科学を用い

た地球環境史の解明と資源科学への応用」

集めるため

６）その他

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．アイソトープ協会より「第50回アイソ

トープ研究発表会」の共催依頼（2013/７開

催予定）

例年通り共催を承諾し，運営委員として今

年度に続き山口耕生理事を推薦した．

２．日本堆積学会と台湾地質学会の主催によ

るWestern Pacific Sedimentology Meeting

（2013年西太平洋堆積学会議（2013WPSM））

の共催依頼があり承諾した．

会期：2013/５/13-14，会場：Longtan

Aspire Resort, Taoyuan, northern Taiwan

３．第54回藤原賞（藤原科学財団）の推薦依

頼（１/31〆切，学会〆切１/10）←HP，

geo-flash Newsに掲載

＜その他＞

１．原子力規制委員会より，大飯原発敷地内

の破砕帯調査の調査団員として本会からの

推薦者も含め下記の４名を選出したことが

報告された．

岡田篤正（立命館大），重松紀生（産総研），

廣内大助（信州大），渡辺満久（東洋大）

２．大学評価学位授与機構に対し25年度，26

年度実施分機関別認証評価委員会専門委員

候補者として下記の５名を推薦した．

石渡　明・ウォリス サイモン・木村

学・宮下純夫・渡部芳夫

３．学術会議よりの，新公益法人制度への移行

状況等に関するアンケートに回答した．

４．学術会議より「東日本大震災にかかわる協

力学術研究団体の活動の調査（第２回）」があ

り，執行理事会で回答内容確認し，送付する．

５．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」加盟学協会の推

薦講演者による講演が行われる（12/１，栃木

県立博物館）←HP，geo-flashに掲載

６．海洋調査技術学会第24回研究成果発表会

（11/８）の案内　←HP，geo-flashに掲載

７．国土総合技術政策総合研究所講演会（12/４）

の案内　←HP，geo-flashに掲載

８．産業技術連携推進会議地質関係合同研究会

（12/６）の案内　←HP，geo-flashに掲載

９．日本水環境学会セミナー「東日本大震災後

における放射性物質の挙動」（１/24） ←

HP，geo-flashに掲載

10．京都大学第14回情報学シンポジウム「数値

シミュレーションと情報学」（2013/２/19）の

案内　←HP，geo-flash Newsに掲載

11．ICDPワークショップの開催案内←　HP,geo-

flashに掲載

“Japan Beyond-Brittle Project（JBBP）-

Scientific drilling to demonstrate a feasibility of

the engineered geothermal system in ductile

zones-“（2013/３/12（火）～16（土），会場：東

北大学工学部）

学　会　記　事
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備を早急に行う．また，ベトナム地質学会

との交流協定についても，重要なこととし

て検討することとした．

（5）学術研究部会：その他（井龍）

・三菱マテリアルテクノ（株）より，水の酸

素および水素安定同位体分析結果の誤りに

ついて，同社のHPに情報の開示が行われ

た．それを受けて地質学会では，geo-flash

（10/26臨時号）に掲載し，会員に周知・注

意を促した．学会として，これ以上のアク

ションはしない．

（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（11月８日現在）．

2012年度投稿論文　総数92編［総説５

（和文5），論説56（和文52・英文４），報告

７（和文７），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32編　　受理済み31編（うち通常

号14 特集号17）

・118巻11月号：通常号（論説５・ノート

１・口絵１：計73頁・校正中）

・未公開分「口絵」のJ-STAGE公開につい

て：委託業者に公開作業を依頼した．年度

内を目処に順次公開の予定．

（7）編集出版部会：Island Arc編集委員会

（伊藤）

伊藤理事に代わり，井龍理事から以下の３

点について報告された．

・編集状況報告

・アイランドアークの新名称公募について

は，News誌11月号等で広報する．

・Island Arc賞選考委員会：選考委員長　井

龍康文

（8）企画出版委員会（山口）

１．地球史年表（超歴史年表，清川ほか）に

ついてのこれまでの経過説明があり，

年表については２枚組のポスターとして出

版し，説明文は電子書籍での出版を考えて

いる．内容については，今後もさらに詳細

な査読が必要と考えている．

２．ジオツアー・ジオパーク（吉田・天野・

中井編）も提案は，電子出版する方向で決

定．ただし，文献引用，写真等の著作権な

どの不備，内容，体裁に不統一がある．ま

た，大部なので，テーマ別に分割出版でも

よいかなど，検討が必要なこともある．

３．白滝ジオパークの地質案内（岡　孝雄ほ

か）についても電子出版する方向で決定．

４．その他　三浦半島，長瀞のリーフレット

は特に進展なし．

（9）社会貢献部会（高木・平田・中澤・保柳）

１）「地質調査の研修会」実施報告（中澤）

・10月29日～11月２日の４泊５日，講師徳橋

秀一会員，講師補佐中島　礼会員で実施さ

れ，６名の参加があり，事故なく終了．

（10）ジオパーク支援委員会（高木）

・第３回日本ジオパーク全国大会が11月２-

５日に室戸ジオパークで開催された．来年

は隠岐ジオパークで開催．

・今年で認定４年目になる日本ジオパーク５

＜会員＞

１．今月の入会者（３名）

正会員（２名）西川　正，河野啓幸（学生

割）谷口知寛

２．今月の退会者（１名）

正会員（１名）：池原義明

３．９月末日会員数

賛助：27 名誉：71 正会員：3985（正会

員：3790，正（院割）会員：185，正（学

部割）会員：10）合計4083（昨年比 －61）

＜会計＞

・地質研修事業の収支は黒字となったが，今後

のため備品購入の予定あり．

クリノメーター，つるはし等が古くなって

いるので交換の必要が生じている．

（2）広報部会：広報委員会（内藤・松田）

・ジオルジュ後期号の発行：創刊号とセット

でプレスリリースを行うこととした．

できるだけ広く知って貰うために，広報に

ついては今後，色々な方法を検討する．

・第４回フォトコンテスト：11月号に募集記

事を掲載．ポスターができ次第各方面に配

布予定．展示会場に関しては，早急に検討

する必要がある．平田理事と要相談．

（3）学術研究部会：行事委員会（星）

・連合のトピックセッションとして，渡部真

人会員より提案の，ジオパーク関連の二つ

のセッションの学会提案を了承．

１）ジオパークにおける科学的な活動を深

化させるため，基礎となる地球惑星科学

的遺産の評価や，その保全方策の検討，

また地域活性化の方策，あるいは行政や

教育との連携，情報の発信方法など，ジ

オパークに関わる諸分野について議論す

るため，五学会共同提案のセッションと

したい．

コンビーナ：目代邦康（代表，財団法人

自然保護助成基金，第四紀学会），有馬

貴之（首都大学東京，日本地理学会），

渡辺真人（産総研，日本地質学会），林

信太郎（秋田大学，日本火山学会），コ

ンビーナ選定中（日本地震学会）

２）ジオパーク公開審査と日本のジオパー

ク活動（タイトル検討中）

日本ジオパーク委員会の審査の一部，新

規申請地域のプレゼンテーションと質疑

応答を公開で行う．ポスターセッション

として日本各地のジオパークの活動紹介

を行う．

コンビーナ：渡辺真人・住田達哉（産総

研地質標本館）

３）「人間環境と災害リスク」のセッショ

ンに共催学会（他に地理学会，GIS学会，

第四紀学会，地図学会，火山学会）とし

て参加する．地質学会からのコンビー

ナー（継続）：小荒井会員（連合環境災

害対応委員会委員）

（4）学術研究部会：国際交流委員会（井龍）

・タイ地質学会との学術交流協定について

は，既に契約期限が過ぎていることから，

改めて交流協定の締結を行うことで確認準

地域（世界３地域を含む）の再認定審査が，

JGCによりこの秋から冬にかけて実施され

る．

（11）地学オリンピック支援委員会（平田）

・アルゼンチン大会での成績を称え，地学オ

リンピック日本委員会に会長名で祝辞を送

付

2012年12月１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

2012年度
第６回執行理事会議事録

期　日：2012年12月１日（土）10:00～12:30

場　所：連合会館　会議室（千代田区神田駿

河台３-２-11）

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　高木

内藤　中澤　西　平田　保柳　松田　山

路　山本　（事務局）橋辺

オブザーバー　小川勇二郎IUGS理事

欠席者（委任状提出あり）：坂口　星　山口

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

15名，委任状３名，合計18名の出席. 

＊前回議事録を確認した．

Ⅰ　審議事項

１．名誉会員推薦委員会階層別委員候補者の

選出

階層別委員候補者４名は，以下の方々を

理事会に諮ることとした．

官公庁：栗本史雄（産総研），小中校

教員：小尾　靖（相模原青陵高）

会社：松浦一樹（ダイヤコンサルタン

ト），大学：竹内　誠（名大）

理事会推薦委員１名：宮下純夫（新潟大学）

職責委員（各支部長）７名

竹下　徹，川辺孝幸，伊藤谷生，原山

智，宮田隆夫，石田啓祐，小林哲夫

２．選挙規則・細則改正案について

前回の理事会以降の修正案を付加した改

正案を理事会に提案することとした．

３．IUGSと共催の津波関係の国際シンポジ

ウムの開催：小川勇二郎IUGS理事

小川IUGS理事から災害関係の国際組織

の概要，とくにICSUのもとにあるIRDR

（災害防止検討計画委員会），日本では学術

会議の建築土木委員会の下にIRDR文科会

が設置されているが，同委員会には地質系

の委員がいないため，委員を送り込むこと

になったことなどについて詳細な説明が

あった．

G-EVERの仙台でのシンポジウムは，

IUGS，地質学会との共催とし，CCOP総

会とも日程調整することで準備することと

した．

４．理事会議事確認



（3）学術研究部会：行事委員会（星）

・仙台大会においては，東北大学の以下の４

機関からの共催を得た．

災害科学国際研究所　理学研究科　東北ア

ジア研究センター　学術資源研究公開セン

ター

・2013年度地質情報展・市民講演会について

科研費を申請．

（4）学術研究部会：国際交流委員会（井龍）

１．学術の大型研究計画に関する予備調査に

あたり本会を母体として以下の応募があっ

た．

大型研究計画マスタープランへの地質学

会を推薦母体とする応募

・極域科学のフロンティア---南極観測・北

極観測の新展開による地球環境変動研

究--- 提案責任者：白石和行

・「掘削科学を用いた地球環境史の解明と

資源科学への応用」 提案責任者：西・

井龍

・鳥海さんの提案（要確認）→経緯を説明

して貰う．

・高井さんの提案（要確認）→経緯を説明

して貰う．

２．「福井県おおい町大島の県道法面工事に

おける露頭保全のお願い」の要望書提出に

ついて

（5）学術研究部会：その他

タイの地質学会との学術交流協定は期限切

れとなっているので，今後も継続することと

して現在準備中．

（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（11月28日現在）．

・2012年度投稿論文

総数94編［総説５（和文５），論説57（和

文53・英文４），報告８（和文７・英文１），

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27編　受理済み28編（うち通常号10

特集号18）

・118巻11月号：通常号（論説５・ノート

１・口絵１：計73頁　11/30発送済み）

・118巻12月号：通常号（論説４・ノート

１・口絵１：計70頁　校正中）

２）特集号編集状況

（1）構造地質学と応用地質学の接点

（2010.4.19受付）代表世話人：竹下　徹

構成論文９編中，受理済み６編（早期公

開済み），査読中１編．

※上記査読中１編については，年内に修

正原稿投稿予定．

（2）三次元地質モデルの構築手法と利活用

（2011.10.18受付）代表世話人：木村克己

構成論文８編中，受理済み５編，査読中

３編．

（3）中国地方の下・中部新生界の研究

（2012.2.17受付）代表世話人：沢田順弘

構成論文８編中，受理済み５編，査読中

２編，掲載不可１編．

午後の理事会に向けて，審議内容と議事

進行の確認をした．

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．地質汚染－医療地質－社会地質学会より

環境地質部会に対し「第22回環境地質学シ

ンポジウム」の共催依頼があり，西・山本

理事が確認し，部会へ回送して部会が承諾

の返事をした．

部会が独自で共催することに関しては，

今後何らかのルール作りが必要．地質学会

本体として把握しておくことが重要．

２．「第10回高校生科学技術チャレンジ」最

終審査会・表彰式　12月15日・16日　日本

科学未来館

３．「第７回科学の芽賞」表彰式・発表会

12月22日　筑波大学大学会館

４．第38回リモートセンシングシンポジウム

協賛のお礼と報告，参加者30名，発表22件

５．新潟大学学術情報機構企画展示「佐渡の

海洋生物展」後援お礼と報告，来場者数

1569名

＜その他＞

１．日本学術会議より出された報告書「高レ

ベル放射性廃棄物の処分について」に対す

るコメント：会員への周知，プレスリリース

＜会員＞

１．今月の入会者（１名）

正会員（１名）金栗　聡

２．今月の退会者　（１名）

正会員（１名）大橋義也

３．今月の逝去者（１名）

正会員（１名）：有田忠雄（2008年11月25

日）

４．11月末日会員数

賛助：27 名誉：71 正会員：3988（正会

員：3791，正（院割）会員：186，正（学

部割）会員：11）合計4086（昨年比 －62）

５．2012年度末退会予定者32名，除籍予定者

99名．一覧を理事会で回覧する．

＜会計＞

・会計収支状況（10月まで）

雑支出の予算には英文ホームページの整

備費用が組み込まれているのでこれを使っ

て早急に整備する．本件は，国際と広報が

協力しておこなう．

・学術著作権協会より受託著作物に関する

2012年度複写使用料82,275円分配の連絡が

あり送金される予定．

（2）広報部会：広報委員会（内藤・松田）

・フォトコンテスト　

清川理事にポスターを作成してもらって，

関係諸機関に配布し募集を開始した．

・プレスリリース　

・日本学術会議より出された報告書「高レベ

ル放射性廃棄物の処分について」に対する

コメント及び会員への周知

・地質学者にQ&Aが３件．近日中に対応予

定．

（4）東北日本弧における活火山の長期活動

評価（2012.7.20受付）代表世話人：長谷

川健

構成論文５編中，受理済み２編，査読中

３編．

３）委員の交代　

編集委員会から任期切れ編集委員の交替

の提案があったが，委員会規則の不備につ

いて検討し，編集委員会規則の整備ができ

た後に委員の選定を行うこととする．それ

まで，任期の延長をお願いすることとした．

（7）編集出版部会：Island Arc編集委員会

（伊藤）

１）編集状況報告

（8）企画出版委員会（山口）

（9）社会貢献部会（高木・平田・中澤・保柳）

・地学教育委員会：2012年10月からの役員

委員長：三次徳二

委員：浅野俊雄・阿部国広・小尾　靖・

芝川明義・中井　均・矢島道子

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

2012年度
第７回執行理事会議事録

期　日：2013年１月12日（土）13:00～17:00

場　所：地質学会事務局

出席者：ウォリス副会長　渡部副会長　齋藤

常務理事　伊藤　井龍　坂口　内藤　保

柳　星　松田　山路　山本

（事務局）橋辺

欠席者（委任状提出あり）：石渡会長　高木

中澤　西　平田　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．

＊前回議事録の確認

Ⅰ　審議事項

１．各賞選考委員会各賞選考検討委員への執

行理事会推薦

各分野のバランスを考慮して，執行理事

会として斎藤文紀会員を推薦することとし

た．

指定委員

前・現会長：宮下純夫　石渡明

過去３年間の学会賞受賞者：岩森光　木

村学

地質学雑誌　前・現編集委員長：小嶋智

山路敦

IAR 前・現編集委員長：井龍康文　前

川寛　伊藤慎　海野進

執行理事会推薦　斎藤文紀

２．自然史連合による一般向け自然史書籍出

版に関する編集委員１名の推薦要請があ

り，矢島理事を推薦することとした
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数は約2,400名であった．

７．三菱財団，平成25年度自然科学助成金募

集（2013/１/７-２/４）→News，HP，

geo-flashに掲載

＜その他＞

１．東大大気海洋研究所設立50周年記念式典

および祝賀会招待状→渡部副会長出席

２．山田科学財団理事長金森順次郎氏の逝去

（11/13）のお知らせ

３．北海道開拓記念館職員１名募集→News，

HP，geo-flash に掲載

４．秋田大学国際資源学部（仮称）教授又は

准教授３名募集→News，HP，geo-flash

に掲載

＜会員＞

１．今月の入会者なし

２．今月の退会者（５名）

正会員（５名）：畠山晃寿，伍々　明，吉

田圭志，三谷明日華，草宮尚隆

３．今月の逝去者（３名）

名誉会員（２名）：

森本良平　（逝去日2012年11月19日）

増田孝一郎（ 〃　2013年１月８日）

正会員（１名）：

河野通弘　（ 〃　2012年９月11日）

４．2012年12月末日会員数

賛助：27 名誉：70 正会員：3986（院割

会員：186 学部割：11） 合計　4083

（昨年比 －64）

＜会計＞

・地質調査の研修会の機材として，クリノ

メーター２個，ハンマー３本を購入し

（32,140円），講師の徳橋会員に預けた．

・10月に堆積学会との共催で開催した津波堆

積物の余剰金（約３万円）の扱いについて，

世話人から提案があり，仙台大会の津波関

係の催しに役立てることを了承した．

（2）広報部会：広報委員会（内藤・松田）

・2013年度ジオルジュ前期号の編集委員会を

１月８日に開催した．

・「地質学者に聞いてみよう」 ３件の質問

に対し回答を作成し，読者からの質問と回

答というコーナーを新設してHPにも掲載

予定．

（3）学術研究部会：行事委員会（星）

・仙台大会について

シンポジウム２件　市民公開と国際　その

ほか１件検討中

１月号にてトピックセッションの募集，

招待講演のルール変更なども含めて広報す

る．

・津波堆積物ワークショップ（堆積学会との

共催）を仙台大会時又はその前後に開催を

検討中．

（4）学術研究部会：国際交流委員会（井龍）

・タイ地質学会との学術交流協定の更新を手

続き中．

・学術の大型研究予備調査に提出され，母体

学会を地質学会とした課題のうち，学会に

報告のなかった２件について，注意を喚起

した．

３．一般財団法人自然公園財団の専門誌「国

立公園」（隔月刊）に，地質学会の国立公

園リーフレットシリーズ（たんけんマップ）

の紹介記事の寄稿依頼があり，山口理事が

執筆者選考を担当する．

２ページ，2000～2400文字　原稿〆切

３月11日　発行　2013年５月予定

４．仙台大会関係

・関連学協会に巡検協賛を依頼する件で，巡

検参加費等は会員向けと協賛学協会向けの

価格をそれぞれ設定することとした．

・2013年10月19日～21日に仙台にて開催され

るG-EVER国際シンポジウムを共催するこ

とが了承された．会員にG-EVER活動を紹

介しシンポジウムへの参加を促す．

５．支部独自の表彰について運営規則への追

加

支部活動の活性化を目的に，支部独自の

表彰を行えるように運営規則「第４章支部」

に下記を追加することとし，次回の理事会

に提案する．

＜追加案＞

（支部の運営） 第11条　支部には支部長

をおき，別途定める支部規則により運営さ

れる．

２項，３項　略

４　支部は，支部の表彰規則を定め，当該

支部区の会員・非会員の個人および団体を

表彰することができる．表彰に際しては，

学会本部の表彰と重複しないよう考慮する．

６．豊中市内，上町断層（仏念寺断層）の撓

曲露頭の調査・保全に関する要望書につい

て

上町断層（仏念寺断層）の撓曲露頭の保

全及び調査について近畿支部廣野会員より

要望が出された．学会としても対応可能な

範囲で，支部による保全活動をサポートす

ることとした．

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．日本学術会議主催，学術フォーラム「自

然災害国際ネットワークの構築にむけて：

固体地球科学と市民との対話（2013/２/１）

の後援依頼があり，これを承諾．

２．「変成岩などシンポジウム」（世話人：竹

下　徹　2013/03 札幌）に対し岩石部会，

が後援を承諾．

３．2012年度 古海洋学シンポジウム（世話

人：西弘嗣・高嶋礼詩）（2013/１/７，東

大大気海洋研究所）に対し，環境変動史部

会（黒田部会長）が後援を承諾．

４．光記念館企画展「飛騨地方の火山」展

（2013/２/27-12/10）の後援依頼があり，

承諾した．

５．第50回アイソトープ・放射線研究発表会

（共催）論文募集案内→News，HP等に掲

載

６．第13回「子供のためのジオカーニバル」

実施報告．11月３-４日の２日間で来場者

（5）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（１月10日現在）．

・2012年度投稿論文　総数99編［総説６（和

文６），論説61（和文57・英文４），報告８

（和文７・英文１），ノート６（和文６），

口絵８（和文５　英文３），巡検案内書10］

・2013年度投稿論文　総数１編［報告１（和

文１）］ 査読中25編　　受理済み27編

（うち通常号５　特集号22）

２）掲載状況

・118巻12月号：通常号（論説４・ノート

１・口絵１：計56頁　発行済み）

・119巻１月号：通常号（論説３・ノート

１・報告２・口絵１：計57頁　校正中）

３）特集号

下記２編の特集号受理論文が揃った．出

来るだけ早い時期の掲載を調整中．

・構造地質学と応用地質学の接点（2010.4.19

受付）代表世話人：竹下　徹

・中国地方の下・中部新生界の研究（2012.

2.17受付）代表世話人：沢田順弘

（6）編集出版部会：Island Arc編集委員会

（伊藤）

・編集状況報告

特集号論文の投稿がそろったため原稿数

が少なめである．特集号を３件検討中．

・新名称募集

応募数が多くないためgeo-Flashにて呼

びかける．

（7）社会貢献部会（高木・平田・中澤・保柳）

・一般からの質問（斎藤常務理事）

地質環境の長期安定性に関連した質問が

２件寄せられ，個別に対応した．

・地学教育委員会委員の追加：米澤正弘，渡

辺正人

・地質の日イベント（中澤）

一般向け徒歩見学会を５月12日（日）に

東京都北区にて「石神井川の河川争奪と地

質」をテーマに応用地質学会との共催で開

催を検討中．この件に関して応用地質学会

と打ち合わせ（12/10）を行った．また見

学会コースの下見（12/24）も実施した．

実施候補日　５月12日（日），見学サイ

ト　王子　石神井川周辺

・2013年度春期地質の調査研修（中澤）

５月頃開催予定で現在日程調整中

（8）ジオパーク支援委員会（高木）

・次回日本ジオパーク委員会が１月28日に開

催され，５地域（洞爺湖・有珠山*，糸魚

川*，島原半島*，アポイ岳，南アルプス

（中央構造線エリア））の，ジオパーク認定

４年目の再審査結果が審議される．そのう

ち世界ジオパーク３地域は，GGNによる

再審査が改めて年内に実施される．

・JR東日本の広報誌「トランヴェール」に

茨城県北ジオパークといわき地域が掲載さ

れた．

（9）地学オリンピック支援委員会（平田）

・１/11 委員会の開催



を原則とする．ただし，再任は妨げない．

５．来年度の事業計画基本方針最終案の策定

12月の理事会での審議を盛り込み．より

詳細を詰める．成文は次回に持ち越し．

６．総会までのスケジュールの確認

・各賞の選考→１月開始　３月中に選考→４

月理事会で確定→総会報告

・名誉会員候補者の選出→２月25日締めで募

集中　３月中に選考→４月理事会で候補者

確定→総会で決定

・次年度予算案　３月中に策定→４月理事会

で確定→総会で決定

・決算予想案→４月理事会→会計監査５月連

休明け10日前後→決算確定→総会報告

・総会議案決定→３月執行理事会→３月号

News誌掲載→代議員に開催通知

７．理事会継続検討事項など

１）中期ビジョンの改定作業について

前回の総括と新提言のWGを立ち上げる

（坂口・井龍）

２）125周年事業について

事業内容としては．記念式典等のほかに．

この四半世紀の各分野の学問的進歩のレ

ビュー論文集をまとめる方向で検討をはじ

める（斎藤常務理事）．

３）論文賞の対象論文の範囲についての検討

４）名誉会員のあり方の検討について＝シニ

ア会員の問題など

８．その他

Ⅱ　報告事項

（1）全体的報告

１）豊中市内，上町断層（仏念寺断層）の撓

曲露頭の調査・保全に関する要望書につい

て学会として対応可能な範囲でサポートす

る．

２）原子力規制委員会は，活断層調査報告書

に対するレビューを実施すると学会に連絡

があった．

３）名誉会のあり方についての検討委員会：

議論の現状についてウォリス副会長より報

告

４）2014年の鹿児島大会におけるロンドン地

質学会との共同国際シンポジウムについて

津波堆積物をテーマにロンドン地質学会と

協議中．

（2）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．International Workshop on the 2011

Tohoku-oki tsunami deposits（東北大学災

害科学国際研究所主催．2013/03/18）の共

催を承諾．津波ワークショップ第３回の位

置づけ．

２．「立川断層メガトレンチ」一般見学会

（主催　東京大学地震研究所　2013/02/

08・09）に対し．関東支部が後援を承諾．

３．山田科学振興財団の研究援助候補者推薦

依頼２件：推薦申請締め切り２/28

下記２件を推薦することとした．

１）佐藤桂・片山郁夫・加藤丈典「日本列島

周辺の地質学の啓蒙書としての地質漫画の

2013年２月２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

2012年度
第８回執行理事会議事録

期　日：2013年２月２日（土）13:00～17:20

場　所：地質学会事務局

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　井龍　坂口　内藤

中澤　西　平田　保柳　星　松田　山路

山本　（事務局）橋辺

欠席者（委任状提出あり）：伊藤　高木　山

口

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

16名，委任状３名，合計18名の出席．

＊前回議事録の確認をした．

Ⅰ　審議事項

１．日本学術会議の提言「地質地盤情報の共

有化に向けて」について

学会として賛同する声明をHPおよび

ニュース誌に公開する．

２．仙台大会関係

・大会業務の委託候補会社の合い見積もりを

比較検討中．内容を詰めて再見積りのうえ

決定する．

・関連学協会に巡検の協賛を依頼する件で，

関連学協会会員の巡検参加費の方針を決定

した．各コースの巡検参加費が確定次第．

関連学協会に依頼状を送付する．

３．電子出版物について

・電子出版された出版物を印刷体として再出

版する件について．

電子出版の際に著作権は学会に移譲され

るので．そのような事案が発生したときは

学会として判断する．

・電子出版の投稿ガイドの詳細を早急に準備

する．

４．地質学雑誌編集委員会規則の改正案

提案された改正案を一部修正して了承さ

れたが．最終的には編集委員長が確認した

うえで．とした．

（任命・任期）

５．委員長，副委員長は，正会員の中か

ら執行理事会が推薦したものを理事会が

選出し，会長が委嘱する．任期は２年と

し，再任は妨げない．任期中に事故ある

ときは，後任を選出する．後任の任期は，

前任の残任期間とする．

６．委員は正会員の中から編集委員長が

指名し，執行理事会の推薦をうけて理事

会が選出し，会長が委嘱する．なお，編

集委員長は指名の際に，各専門部会に推

薦を依頼することができる．

７．委員の任期は２年を限度とし，委員

長の任期に合わせて全員が交代すること

作成」

２）飯塚毅・佐野有司・小澤一仁「アパタイ

トから読み解く原始地球の水とマグマ」

＜その他＞

＜会員＞

１．今月の入会者　なし

２．今月の退会者　なし

３．今月の逝去者　なし

４．2013年１月末日会員数

賛助：27 名誉：69 正会員：3983（正会

員：3786．正（院割）会員：186．正（学

部割）会員：11 合計　4079（昨年比 －

68）

＜会計＞

・支部．部会．研究委員会に対し来年度の事

業計画および予算案の提出を依頼．2月末

まで

（3）広報部会：広報委員会（内藤・松田）

・フォトコンテスト応募結果（１/31締切）

応募総数（郵送分含む）：205点．１次

審査後，３/４（月）に２次審査実施予定．

（4）学術研究部会：行事委員会（星）

・仙台大会について

シンポジウムと市民講演会の内容決定．

国際シンポジウムが検討中．

巡検案内書の投稿編集進行中．冊子体の

発行の有無については確認する．

・津波堆積物ワークショップ

堆積学会と共催で第４回を仙台大会にて

実施予定．

プレ巡検とワークショップを検討中．

（5）学術研究部会：国際交流委員会（井龍）

・タイ地質学会と学術交流協定書の更新文書

を交わした．

（6）学術研究部会：その他

国際年代スケールの日本語版をHPに公開

した．

（7）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（１月31日現在）．

・2013年度投稿論文　総数８編［報告１（和

文１）・論説４（和文４）］巡検案内書３　

査読中27編　受理済み23編（うち通常号８

特集号15）

・掲載状況

119巻１月号：通常号（論説３・ノート

１・報告２・口絵１：計57頁，発送済）

119巻２月号：構造地質学と応用地質学の

接点（2010.4.19受付）

代表世話人：竹下徹（総説６・口絵１：計

96頁，校正中，一部は学会HPで早期公開

済）

２）地質学雑誌投稿原稿のテンプレートを

Wordで作成し，学会ホームページ上で公

開した．

（8）編集出版部会：Island Arc編集委員会

（伊藤）

１）編集状況報告　投稿数はやや持ち直して

いるが，多くはない．

２）新名称募集〆切　42案の応募があり現在

検討中．
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弘　大津　直　小山内康人　狩野彰宏

川端清司　清川昌一　小嶋　智　坂口有

人　佐々木和彦　芝川明義　竹内　誠

竹下　徹　久田健一郎　藤本光一郎　藤

林紀枝　星　博幸　宮下純夫　宮田隆夫

向山　栄　村田明広　山口耕生　山田泰

広　脇田浩二

監事（２名）：青野道夫　山本正司

その他出席者　オブザーバー　小川勇二郎会

員　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26名で本理事会は成立．

＊議決：出席者の過半数26名

＊書記2名の選出：保柳康一，柴　正博の

両理事を選出した．

○審議事項

１．IUGSと共催の津波関係の国際シンポジ

ウムを開催する件（IUGS理事　小川勇二

郎会員）

ICSU（国際科学会議による未来予測計

画）によりUNESCOにIRDR（災害リスク

統合研究のための組織）が設立された．日

本での対応は学術会議で動きはじめてい

る．国際的な対応としてはIUGS地球科学

分野であるが対応が遅れている．以上のこ

となどが，IUGS理事の小川勇二郎会員か

ら紹介され，地質学分野でも自然災害に積

極的に行動を起こす必要があることなどが

議論された．その観点から，2013年10月19

日CCOP総会とタイアップしたG-EVER国

際シンポジウムに日本地質学会が参加する

こと，および共催をめざすなどの方針が了

承された．

２．2012年度名誉会員推薦委員会階層別委員

および理事会推薦委員の選出

・階層別委員候補者４名

大学：竹内　誠（名大），官公庁：栗本

史雄（産総研），

小中高教員：小尾　靖（相模原青陵高），

会社　松浦一樹（ダイヤコンサルタント）

が執行理事会から提案され，承認された．

・理事会推薦委員1名

宮下理事が推薦され，承認された．

・職責委員（各支部長）７名

竹下　徹，川辺孝幸，伊藤谷生，原山

智，宮田隆夫，石田啓祐，小林哲夫

３．地方支部区理事の選出方法の検討，選挙

規則・選挙細則の改正案

現行の地方支部区代表理事の選出方法に

よる理事は，必ずしも支部の意思を反映す

るものとはなっていないとのことから，支

部と学会本体とをつなぐ本来的な役割を担

う理事として機能するよう選出方法を改め

ることとした．具体的には，これまで地方

支部区選出理事は代議員選挙地方支部区の

最高得点者としていたのを，当該地方支部

区選出代議員による選挙とすることとし

た．また，得票数が同数で，順位付けをす

る必要がある場合の取り扱いは，現行の規

則には定めがないので，くじ引きにより順

（9）編集出版部会：企画出版委員会（山口）

・現在．下記の出版が懸案となっているが．

やや停滞し．進行が遅れ気味である．早急

に適切な対応策を講じる必要がある．

１）リーフレット関係（２件）

三浦半島． 長瀞

２）電子出版関係（２件）

白滝ジオパーク．地学を楽しく

３）地球史年表

（10）社会貢献部会（高木・平田・中澤・保

柳）

１）2013年度地質の日イベントについて（中

澤理事）

「石神井川の河川争奪と地質（仮）」（街中

ジオ散歩）の企画を日本応用地質学会と共

催で検討中．

２）2013年度春季地質の調査研修について

（中澤理事） ５月下旬に開催予定で日程

検討中．

（11）ジオパーク支援委員会（高木）

・28日に開催された日本ジオパーク委員会の

４年目の再審査の結果，洞爺湖有珠山．糸

魚川．島原半島．アポイ岳．南アルプスの

いずれも再認された．

・昨年の世界ジオパークの審査で保留された

隠岐ジオパークは，申請書類の不備を修正

のうえ年内に審査される見込み．

（12）地学オリンピック支援委員会（平田）

１）１月12日に第６回委員会を開催した．

委員会ではH24年の活動報告・H25年の活

動方針・第５回日本地学オリンピック予選

に関して報告．確認や意見交換を行った．

２）現在．第５回日本地学オリンピック予選

の試験問題の分析をMLにて検討中．

３）2016年の第10回国際地学オリンピック三

重大会を盛り上げるため．今後は様々な側

面での支援が必要となる見通し．

2013年３月９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

一般社団法人日本地質学会
2012年度第３回理事会議事録

日　時：2012年12月１日（土）13：30-17:00

会　場：連合会館　会議室（千代田区神田

駿河台３-２-11）

出席役員　理事（26名）：天野一男　安藤寿

男　市川八州夫　伊藤　慎　井龍康文

石渡　明　ウォリス・サイモン　永広昌

之　笠間友博（審議事項終了後退出）川

辺文久　斎藤　眞　柴　正博　高木秀雄

高橋正樹　田村嘉之　内藤一樹　中澤

努　西　弘嗣　平田大二　保柳康一　松

田達生　松田博貴　矢島道子　山路　敦

山本高司　渡部芳夫

欠席役員　理事（24名）：伊藤谷生　太田泰

位を決めることとし，これを選挙規則に明

示することとした．

上記に基づき，関連する選挙規則（第５

条３・４項，第６条１・２項，新７条追加，

旧７条繰り下げ８条）ならびに選挙細則

（13条）を改定することが承認され，次年

度の総会に提案することとした．

４．地質学雑誌編集出版規則の規則名称変更

について

「地質学雑誌編集出版規則」に“投稿”

を加えて「地質学雑誌投稿編集出版規則」

とする．

また，この変更に伴い，運営規則13条

（1）号および（3）号，編集委員会規則３

項（1）上の同名称も修正する．また，万

一ほかに同名称を用いている規則類があれ

ば同様とすることが承認された．

５．地質学雑誌通常号掲載論文のPDF早期

公開について

特集号論文は学会HP上（会員のページ）

で，受理後ただちに公開されている．通常

号においても同様に学会HP上で早期公開

とすることが承認された．

６．名誉会員のあり方の検討について

・ワーキンググループの現状報告（ウォリス

理事）

現時点での検討内容が報告された．問題

点として，会費が免除されることによって

被選挙権，選挙権がないなど権利の一部が

制限されている．人数的には他学会と比べ

て地質学会は全会員の1.8％で多い方．増

えると財政的に厳しいので，会費を徴収す

るFellowのような新たな制度を作るのはど

うか，学会の顔となって対外的に活躍して

くれる名誉会員を期待するなど，様々な意

見が出された．ワーキンググループの検討

とともに継続審議とされた．

７．論文賞の対象論文の範囲についての検討．

論文賞と奨励賞については，現在論説が

主に対象とされていて，総説などはその対

象として評価されない傾向にあるのではな

いかということから，賞の対象範囲を論説

に限らないとすることが山路理事から提案

された．しかし，各賞選考規則には受賞対

象は「論文」とされており，「論文」には

総説などが含まれるのではないかという意

見と，総説をより評価するために論文賞に

“総説部門”と“論説部門”を設けてはど

うか，などの意見が出された．これらを踏

まえて，次回の選考に間に合うように継続

審議とした．

８．2013年度事業計画基本方針

原案について石渡会長から説明があっ

た．また，財政の健全化に道筋をつけると

いう条項を入れるべき，という提案が斎藤

理事よりあった．仙台大会を契機に災害関

係にも地質学会として積極的に関わる体制

を作りたいと西理事からあった．また，地

質学雑誌に関する方針を入れることにし

た．発展のための将来計画についても検討

が必要であるという意見があった．



○報告事項

１．執行理事会報告

１）10月・11月執行理事会議事録から要点が

説明された．（斎藤常務理事）

２）その他

・会計収支状況報告（西理事）

2012年10月までの収支が途中経過とし

て報告された．出版部門の収入不足が大

きい．雑誌のPDF化によって図書館か

らの収入が激減している．会費収入も現

時点では予算に達していない．全体とし

て若干収入不足が見込まれる．

・地質学雑誌編集状況報告：順調で印刷ま

で６ヶ月待ち．

・Island Arc編集状況報告：原稿少なめ．

年間予定ページより476p減，昨年比

206p減．

・三菱マテリアルテクノの誤分析に対する

学会の対応

地質学会関係では大きな被害は生じて

いない模様．特に，地質学会として対応

はしない

・「地質の調査研修会」報告（中澤理事）

参加者が予定数に達し，収支は黒字．

来年度は年２回の開催を予定．

・内藤理事よりジオルジュ２号発行の報告

があった．

９．2013年度総会開催日程について，執行理

事会から日程の提案があり承認した．

候補予定日　2013年５月18日（土）

会場　北とぴあ（確保）

時間割予定

・執行理事会　10時～11時半

・総会　12時30分～14時

・フォトコン表彰式　14時15～15時15分

・2013年度第１回理事会　15時30分～

17時

10．その他

１）125周年記念事業について

矢島理事より，将来を見通すシンポジウ

ムを企画してはどうか．出版物はどうする

か．これまで50年史，60年史，100年史と

出版しているが，125年史の編算は人的に

厳しいと思われる．年表的なもの，思い出

を書いてもらうなどが考えられるが，方向

性を理事会で出してほしい旨の発言があ

り，今後検討することとした．

２）地質学雑誌編集委員の選出等に関し，編

集委員会規則を整備する必要があるとの提

案があり，現状任期満了で交替の必要があ

る委員の任期を規則整備終了まで延長する

こととし，整備完了のめどは次回理事会と

した．

・中澤理事より来年度の地質の日イベント

として，今年度好評であった街中ジオ散

歩を継続して実施する予定であり，応用

地質学会との共催，関東支部の協力で企

画，検討する旨の報告があった．

２．メール審議等の確認

１）学術会議報告書「高レベル放射性廃棄物

の処分について」に対する地質環境長期安

定性研究委員会ほかによるコメントについ

て：会員への周知をgeo-flashで行い，プレ

スリリースも行った．

２）イタリア，L’Aquilaの被害地震につい

ての裁判への声明を公表した：会員への周

知，プレスリリース，現地研究機関へのサ

ポートレターの送付を行った．

３）「福井県おおい町大島の県道法面工事に

おける露頭保全のお願い」とする要望書提

出に関するメール審議，提出前に保存決定

の連絡があり，露頭は残され実質的には解

決した．

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12月26日
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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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入　会　の　ご　案　内
　入会ご希望の方は下記の入会申込書を一般社団法人日本地質学会事務局へお送りください．
　入会には正会員１名の紹介が必要です．近くに紹介者となるべき会員がいない場合はその旨お申し出ください．また，申し込み
時には，初年度の会費を添えてお申し込みください．会員としての正式登録は，入会承認後，初年度会費の入金を確認した上で
行い，雑誌の送付（４月号から）を開始いたします．
　　申込書送付先：101－0032　東京都千代田区岩本町２－８－15　井桁ビル６F　一般社団法人日本地質学会
　　送金先：郵便振替口座　00140－8－28067　日本地質学会
　　会費（※１）年額：正会員 12,000円　（学部学生割引＊5,000円，院生割引＊8,000円【定収のない方に限る】　※２）
　　※１：学会費には地質学雑誌の購読料が含まれています．
　　※２：学部学生割引，院生割引を希望される方は，下記の割引申請欄に指導教官の署名，捺印をもらってください．

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

＊会員番号

氏名（ふりがな） Name in Japanese

年Year　　  月Mo　　  日Day 生born on

学歴 Academic career :

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

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

電話 Phone :

電子メール E-mail :

ファックス Fax :

電話 Phone :

電子メール E-mail :

連絡先 Correspondence:

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

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

Recommended by（name of member）　　　　　　　　　　　　　　　　　 Signature

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

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

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

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

＊承認（　　　　年　　　月　　　日）　　　　＊送本（　　　　巻　　　　号）

紹介者名（正・院生会員）

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

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

指導教官　所属：　　　　　　　　　氏名：　　　　　　　　　　　　　印

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

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

印

□　自宅  Home □　所属機関  Office

ファックス Fax :

学校 High school 年卒業 Year completed

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

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

大学 Univ.

修士 Master :

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

Sex: □ 男 Male　 □ 女 Female　 Country:

ローマ字表記 family name first name

＊会員種別　　□正会員  （□学部学生割引  ・  □院生割引）
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