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名簿作成アンケートの実施／名簿の
訂正・変更・登録のお願い

2015年は会員名簿の発行年にあたり，本年11月末日発行の予

定で準備を行っております．名簿の発行様式は前回と同様で，

全会員の情報を収録します．会員の皆様が上記の目的に沿って

利用できるような，従来規模の名簿を作成したいと考えており

ますので，調査の実施にご理解とご協力をお願いいたします．

詳しくは，学会HPまで．

アンケート提出およびWeb画面更新締切日：2015年10月５日（月）
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世代別の入会者数・退会者数の説明のの

ち，近年の傾向として，会員数が毎年50-

60名程度のペースで減少しており，おおよ

そ１年間に95万円のペースで減収が続いて

いることが紹介された．さらに，事務局の

人件費抑制を解除した結果，給料手当支出

が予算案より決算案が増額となっているこ

とも報告された．支部・部会等活動事業に

ついては，できるだけ受益者負担で活動を

実施していただきたいとの付帯意見があっ

た．

本議案については，特に質疑応答はな

かった．

その後，青野監事より会計監査の実施報

告があった．会計事務は適正に処理されて

いるとの報告があった．なお，収入減に対

して何らかの対策を検討してほしいとの付

帯意見があった．

本議案については特に質疑応答はなく，

全会一致で本議案は承認された．

第２号議案　2015年度事業計画

井龍会長より，2014年度の本学会の事業成

果を踏まえた2015年度の事業計画の基本方針

が示された．

本議案について特に質疑応答はなく，本議

案は全会一致で承認された．

第３号議案　2015年度予算案　

緒方理事より2015年度の予算案について説

明がなされた．2014年度予算より収入，支出

とも減額となっている．経費節減に努めてい

るものの，来年度は引き当て預金を370万円

取り崩す必要があることが説明された．なお，

引当預金取崩し収入は前年度に比べて減額と

なっていること，地学オリンピック三重大会

協賛金は2015年度だけでなく2016年度にも支

出予定であることの説明があった．

本議案について特に質疑応答はなく，本議

案は全会一致で承認された．

第４号議案　名誉会員の選出

山本名誉会員推薦委員会委員長より，候補

者２名について紹介があった．

本議案について特に質疑応答はなく，本議

案は全会一致で承認された．

以上をもって審議を終了し，議長は閉会を

宣言した．

2015年５月23日

以上，決議を明確にするためこの議事録を

作成し，議長，副議長および出席代議員，理

事がこれに記名，押印する．

一般社団法人日本地質学会2015年度総会

一般社団法人日本地質学会
2015年度総会議事録

以下のとおり，2015年度定時社員総会を開

催した．

日時　2015年５月23日（土）14:40～15:54

会場　北とぴあ　第１研修室　（東京都北区

王子１-11-１）

○ 総会開催にあたり本日出席の代議員か

ら，議長として稲場土誌典氏を，副議長と

して重松紀生氏を選出した．

○ 議長は審議開始に際し，本日出席の代議

員から書記として成瀬　元氏ならびに河尻

清和氏を，また，議事録署名人として同二

人を指名した．

議長は，本日の出席者数を確認し，総会定

足数である代議員の過半数61名をこえる出席

者があるので成立している旨宣言し，議事に

入った．

代議員（＝社員）総数　　　　121名

議決権総数　121個

出席者数（委任状36，議決権行使者34含む）

94名　　この議決権総数　94個

出席役員　代表理事（会長）：井龍康文

理事：天野一男　安藤寿男　市川八州

夫　上砂正一　小山内康人　海野　進

緒方信一　笠間友博　川端清司　川辺

文久　小嶋　智　齋藤　眞　坂口有人

佐々木和彦　菖蒲幸男　杉田律子　竹

内　誠　内藤一樹　中澤　努　原山

智　久田健一郎　廣木義久　星　博幸

保柳康一　松田達生　松田博貴　向山

栄　山路　敦　山本高司　渡部芳夫

監事：青野道夫

以上　理事31名，監事１名

第１号議案　2014年度事業報告・2014年度

決算報告

１）齋藤常務理事から資料にもとづき2014年

度の事業報告があった．昨年度行われた事

業内容，執行理事会および理事会議決・承

認事項について報告が行われた．また，事

務局員の退職に関する経緯について補足説

明があった．

なお，2014年度内および総会開催の本日

までに逝去された（逝去が判明）会員18名

（うち名誉会員６名）に対し，黙祷を捧げ

た．

本議案については，特に質疑応答はなく，

全会一致で本議案は承認された．

２）会計担当の緒方理事から2014年度決算に

ついて報告があった．学会員の年齢構成，

総会議長　稲場土誌典　

総会副議長　重松紀生

議事録署名人

河尻清和

成瀬　元

代表理事　　井龍康文　

理　　事　　齋藤　眞

2014年度事業経過報告

１．報告事項

１）会員の動静

2015年４月末現在の会員は，賛助会員28社，

名誉会員61名，正会員3663名（うち院生割引

99名，学部割引３名），会員総数3752名，

2014年４月末と比べて70名の減少であり，そ

の内訳は次のとおりである．

入会者　146（賛助 １社，正会員 145名

〔うち院生割引 86名，学部割引 11名〕）

退会者 100 （賛助 ０社，正会員 100名

〔うち院生割引 ５名，学部割引 １名〕）

除籍者 99（正会員 99名）

逝去者 17（名誉会員 ５名，正会員 12名）

名誉会員：亀井節夫（2014/５/23），首

藤次男（10/６），斎藤昌之（11/26），

千地万造（2015/１/31），野沢保（３

/28）

正会員：吉川清志（2010/12/11），平野

弘道（2014/５/５），今田耕二（７/25），

中島和一（９/13），青野宏美（11/11），

平井明夫（12/21），狛　武（2015/１/

７），済川　要（１/10），駒井　潔

（１/28），豊原富士夫（２/18），土

隆一（４/２），真鍋健一（４/19）

２）学会運営に関する諸集会及び委員会等の

活動

＜2014年度定時総会＞

日時：2014年５月24日 15:30～17:00

会場：北とぴあ第２研修室

議決権のある社員総数 132名（定足数：67

名），議決権の数 132個

出席社員数（委任状および議決権行使

書提出者を含む）111名，

議決権の総数 111個，出席理事 31名，

出席監事 ２名

審議事項：１）定款の改正，２）総会規則

の改正，３）選挙規則の改正，４）2013

年度事業報告・決算報告，５）代議員お

よび理事選挙結果報告，６）2014年度事

業計画，７）2014年度予算案，８）日本

地質学会125周年事業の実施について

いずれの議案も賛成多数で承認．

＜2014年度臨時総会＞

日時：2014年９月13日 15:30～17:00

一般社団法人日本地質学会2015年度総会記事
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自然の恵み― 2014年９月13日～15日，参

加者：1,051名

・市民講演会「桜島と諏訪之瀬島の大噴火と

火山災害」2014年９月13日，参加者：120

名，講師：小林哲夫

・地学教育委員会

小さなEarth Scientist のつどい～第12回

小・中・高校生徒地学研究発表会：2014

年９月14日，

参加校11校，14件，うち３件に優秀賞

を，３件に奨励賞を授与．

第13回理科教員対象巡検（地学教育・アウ

トリーチ巡検）：2014年９月13日，

「コース８：2011年新燃岳噴火と霧島ジ

オパーク」案内者：井村隆介，石川　徹

２．地質の日本部イベント

・街中ジオ散歩 in Tokyo「下町低地の地盤

沈下と水とくらし」徒歩見学会（日本応用

地質学会との合同主催行事）：2014年５月

10日，参加者25名（うち小学生１名），後

援：東京都地質調査業協会，協力：東京都

江東治水事務所水門管理センター，東京都

土木技術支援・人材育成センター，日本地

質学会関東支部，見学コース：東京都江東

区清澄白河，住吉，東大島，南砂町界隈

（仙台堀川，小名木川），講師：中山俊雄氏，

小松原純子

・第５回惑星地球フォトコンテスト表彰式：

2014年５月24日，北とぴあ，審査委員長：

白尾元理

・惑星地球フォトコンテスト入賞作品巡回展

示

銀座プロムナードギャラリー 2014年５

月３日（土）～５月17日（土）［第３，４，

５回入選作品］

みどりのiプラザ 2014年７月１日（火）

～７月31日（木）［第３，４，５回入選

作品］

山口大学サイエンスの小道 2014年９月

１日（月）～９月30日（火）［第３，４回

入選作品］

地質情報展2014かごしま 2014年９月13

日（土）～９月15日（月・祝）［第５回入

選作品］

第５回あいちサイエンスフェスタ 2014

年９月27日（土）～11月３日（月・祝）

［第５回入選作品］

奥出雲多根自然博物館 2015年１月２日

（金）～２月２日（月）［第５回入選作品］

３．地質調査研修

研修地域：「千葉県君津市及びその周辺地域

（房総半島中部域）」

春季：定員不足により開催中止

秋季：2014年11月25日～11月29日

参加者：６名

共催：産業技術総合研究所地質調査総合セン

ター，協力：日本地質学会関東支部

講師：徳橋秀一，工藤　崇（産業技術総合研

究所）

４．地質学者に答えてもらおう（2012年3月

～運用開始）

会場：鹿児島大学郡元キャンパス共通教育

棟２号館215室

議決権のある社員総数 123名（定足数：62

名），議決権の数 123個

出席社員数（委任状および議決権行使書

提出者を含む）83名，

議決権の総数 83個，出席理事 23名

審議事項：１）理事の辞任による後任理事

の選任

全会一致で承認．

＜委員会等の開催＞

・執行理事会（11回）議事内容，報告等につ

いては，随時HP，ニュース誌に掲載

・理事会（４回）議事内容，報告等について

は，随時HP,ニュース誌に掲載

・その他委員会（メールによる会議を含め，

随時開催）

３）学会の行事・事業

１．日本地質学会第121年学術大会

会期：2014年９月13日～15日

会場：鹿児島大学郡元キャンパス

参加者：834名（会員693名，非会員141名）

・一般発表：576件（口頭347件，ポスター

229件）

・シンポジウム：２件（うち１件は一般公

開，22講演）

・アウトリーチセッション：ポスター４件

・緊急展示（ポスター発表）：１件

・優秀ポスター賞の授与：９件

・巡検：実施８コース

・ランチョン：専門部会を中心に12件

・夜間小集会：９件

・若手会員のための業界研究サポート：

2014年９月14日参加企業・団体：10社

＜日本地質学会各賞の授与式・記念講演会＞

日時：９月13日（土），会場：鹿児島大学

郡元キャンパス共通教育棟１号館121教

室

・来賓挨拶與倉昭治（鹿児島大学理工学研

究科長・理学部長）

・日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ

菅沼悠介（国立極地研究所）

「堆積物の磁化，いつどこで獲得？―地

磁気の目盛りで地球史を読む―」

田村　亨（産業技術総合研究所）「海岸

地形と地層の間」

・日本地質学会国際賞受賞記念講演

江博明（National Taiwan University）

「Evolution of the Continental Crust:

Geochemical Solution and my Interaction

with Japanese Scientists and Japanese

Rocks」

・日本地質学会賞受賞記念講演

川端穂高（東京大学）「地球環境と人類

圏の行くえ「GEOLOGYと人類の未来」」

斎藤文紀（産業技術総合研究所）「地層

と地形から読み解く：沖積層と現行堆積

過程の研究」

＜年会関連行事＞

・地質情報展2014かごしま―火山がおりなす

運用開始からの質問件数の総数は56件（うち，

2014年度中に届いた質問は20件）．これまで

の質問の主なものとその答えは学会HPにて

公開中．

４）出版物の刊行

＜地質学雑誌＞

・120巻4号（2014年４月）～121巻３号（2015

年３月）を刊行した．総ページ数は481

ページ．

・地質学雑誌補遺：鹿児島大会巡検案内書

CD-ROM版（８月号）

＜日本地質学会ニュース＞

・17巻4号（2014年４月）～18巻３号（2015年

３月）を発行した．総ページ数は360ペー

ジ．

＜Island Arc＞

・Island Arc 編集委員会の編集により，

Wiley社よりVol. 23，Issue ２～Issue ４，

Vol. 24，Issue １を刊行した．総ページ数

は382ページ．

＜ジオルジュ＞

・前期号（2014年５月），後期号（同年11月）

各16ページを発行．

＜その他＞

・週刊地球46億年の旅（朝日新聞出版，2013

年11月１日創刊～2015年２月８日（通巻50

号：完結））の読者プレゼント用，地質学

会公認フィールドノートの監修．

５）関連外部委員会への協力

下記の関連外部委員会等に対して本学会か

ら選出された委員を通じて，これまでに引き

続きそれぞれの活動，関連学会の発展と連携

に協力した．

日本地球惑星科学連合：評議員（井龍康

文），連絡委員（緒方信一），プログラム委員

（沢田　健，小宮　剛），キャリアパス支援小

委員会委員（杉田律子），環境・災害対応委

員会-災害の委員（川畑大作），環境・災害対

応委員会-環境の委員（小荒井　衛），ジャー

ナル企画経営委員（井龍康文），ジャーナル

編集委員（ウォリスサイモン），自然史学会

連合（斎木健一），地質技術者教育委員会

（山本高司），地質の日事業推進委員会（委員

長：平田大二，副委員長：中澤　努），アイ

ソトープ・放射線研究発表会運営委員会（運

営委員，小宮剛），日本ジオパーク委員会

（委員平田大二），（NPO）地学オリンピック

日本委員会広報小委員会（坂口有人），地

質・地盤情報活用推進に関する法整備推進協

議会（委員，小嶋智，利活用WG：松浦一樹，

広報WG：澤口　隆），放射性廃棄物の地層

処分技術WG（委員，渡部芳夫），第４回ア

ジア太平洋ジオパークネットワーク山陰海岸

シンポジウム組織委員会（顧問，井龍康文）

など．

６）その他報告事項（主に他学協会との共

催・後援，協賛行事など，開催時期に関わら

ず2014年度内において承認したもの）※その



の協賛．

・奥出雲多根自然博物館，惑星地球フォトコ

ンテスト入選作品展（2015/１/２-２/２）

の共催．

・第４回アジア太平洋ジオパークネットワー

ク山陰海岸シンポジウム（2015/９/15-20，

実行委員長尾池和夫）の後援．また，同組

織委員会より会長に顧問就任の依頼があり

承諾．

・科学教育研究協議会より第62回全国研究大

会（2015/８/８-10，近畿大）の後援．

＜他学協会などへ依頼＞

・第121年学術大会：鹿児島大会の巡検（会

期中：９/13，ポスト：９/16-17）につい

て，関連学協会15団体に協賛を依頼し，い

ずれの学協会からも承認された．

・「 2 0 1 4 年 度 秋 季 地 質 の 調 査 研 修 」

（2014/11/25-29実施）について，産業技術

総合研究所あて共催を依頼し承諾された．

・「2015年度春季地質の調査研修」（2015/５

/18-22実施予定）について，産業技術総合

研究所あて共催を依頼し承諾された．

・第122年学術大会：長野大会のセッション

共催：堆積地質部会に関わる４セッション

について，石油技術協会探鉱技術委員会と

日本有機地球化学会へ共催を依頼し承諾さ

れた．

R９：堆積物（岩）の起源・組織・組

成／R10：炭酸塩岩の起源と地球環境

R11：堆積過程・堆積環境・堆積地質／

R12：石油・石炭地質と有機地球化学

・街中ジオ散歩（５/10日［日］；地質の日

イベント）の後援：世田谷区教育委員会と

東京都地質調査業協会へ後援を依頼し承諾

された．

７）支部の活動

＜北海道支部＞

１．2014年度「地質の日」記念展示（2014年

４月22日～６月８日）

・北海道大学総合博物館企画展示「地図が語

る多様な世界－地図の過去・現在・未

来－」．北海道大学総合博物館・『地質の

日』企画展示実行委員会主催．共催：日本

地質学会北海道支部・（独）産総研地質調

査総合センター・（地独）北海道立総合研

究機構地質研究所・北海道開拓記念館・札

幌市博物館活動センター・北海道地質調査

業協会・NPO法人Digital北海道研究会．

協力：北海道大学付属図書館・国土地理院

北海道地方測量部・一般財団法人宇宙シス

テム開発利用推進機構・地図と鉱石の玉の

手博物館．後援：「測量の日」北海道推進

協議会．

・市民対象の地質巡検「札幌のメムを訪ねる」

を実施（５月18日）．参加者27名．

・土曜市民セミナー：

（1）国土地理院：2014年５月17日「地図と

重力（仮題）」．参加者40名強．

（2）山岸宏光：2014年５月11日「最近の地

図と地理情報システム（GIS）」．参加

ほかはNews誌，HPに掲載の執行理事会議事

録，理事会議事録参照．

＜他学協会などからの依頼＞

・朝永振一郎記念第９回「科学の芽」賞（筑

波大学）の後援．

・日本粘土学会，第58回粘土科学討論会

（2014/９/24-27，福島市）の共催．

・NPO法人日本地質汚染審査機構，第13回

地質汚調査染浄化技術研修会（2014/４

/25-27，潮来市）の共催．

・日本科学技術振興財団「青少年のための科

学の祭典」事務局，青少年のための科学の

祭典2014（2014/５/18-3/31，全国で開催）

の後援．

・三浦半島活断層調査会，地質の日記念

「城ヶ島観察会」（2014/５/10）の後援．

・J-DESCコアスクール・微化石コース（第

７回）／第10回微化石サマースクール

（2014/８/29-31）の共催．

・日本地球化学会，2014年度年会（2014/９

/16-18，富山大学）の共催．

・新潟大学学術情報基盤機構旭町学術資料展

示館，企画展示「新潟のジオパーク展‐糸

魚川と佐渡の魅力」（2014/７/12-８/29）

の後援．

・第 3 0 回 ゼ オ ラ イ ト 学 会 研 究 発 表 会

（2014/11/26‐27，東京）の協賛．

・第５回日本ジオパーク全国大会（南アルプ

ス大会，実行委員長伊那市長）の後援．

・地質汚染・医療地質・社会地質学会主催，

第 2 4 回 環 境 地 質 学 シ ン ポ ジ ウ ム

（2014/11/28-29，日本大学）にたいして，

環境地質部会が共催．

・第 1 2 回 高 校 生 科 学 技 術 チ ャ レ ン ジ

JSEC2014の後援（作品募集期間：2014/９

/1-10/８）．

・山陰海岸ジオパーク国際学術会議「湯村会

議」（2014/10/25-26）の後援．

・こどものためのジオ・カーニバル企画委員

会（代表者廣木義久），第15回こどものた

めのジオ・カーニバル（2014/11/１-２，

大阪市）の後援．

・第13回微量元素の生物地球化学に関する国

際会議（組織委員長金沢晋二郎）（2015年

７/12-16日，福岡）への後援．

・Project A主 催 ， KIGAM共 催 ， 3rd

International Geoscience Symposium-

Project A in Korea--Observational

oceanic-biogenic-geological records from

modern to early Earth History--（2015/3/

５-８，大韓民国太田韓国地質資源研究院）

への後援．

・北淡国際活断層シンポジウム2015（実行委

員長：中田節也，2015/１/12-17，兵庫県

淡路市）の後援．

・公社）日本アイソトープ協会，第52回アイ

ソトープ・放射線研究発表会（2015年７/

８-10日，東京大学）の共催（運営委員：

小宮剛理事）．

・計測自動制御学会，第40回リモートセンシ

ングシンポジウム（2015/３/２，東京）へ

者約70名．

（3）地徳力：2014年５月24日「ライマンは

なぜ，開拓峠で道に迷ったか＝江戸末

期～明治初期の地形図事情＝」．参加

者約70名．

２．北海道支部総会・支部例会

・総会（2015年２月28日）於北海道大学理学

部．出席者18名，委任状18名，計36名

・例会（個人および招待講演会；2014年５月

31日）於北海道大学理学部．参加者54名，

個人講演11件，招待講演１件／「地域地質

研究をどのように一般化するか．北海道研

究への期待」（木村学〔東京大・教授〕）．

その後、同テーマで討論会を実施．

３．北海道支部巡検

・春の日帰り巡検「裏山の地質災害―豊平川

の洪水」（2014年６月１日）．見学コース：

鴨々川水門～南19条大橋の洪水堆積物～

1981（昭和56）年豪雨の被災・氾濫跡（真

駒内・藤野）～小金湯温泉の悲劇ほか．参

加人数：計31名（院生・学生は13名）．

・秋の巡検「日高帯北部～神居古潭帯の横断」

（2014年10月４～５日）．見学コース：（10

月４日）日高山脈博物館・ウエンザル林道

の日高変成帯とポロシリオフィオライト．

（10月５日）蝦夷層群中部層準の“基底”

礫岩・岩知志発電所の海嶺玄武岩・新日東

の蛇紋岩／泥岩テクトニックコンタクト・

岩内かんらん岩と低温沈殿性蛇紋石．討論

会（夜間）「古第三紀以降のテクトニクス

の未解決問題＋」．参加人数：計19名（院

生・学生は４名）．

４．北海道地質百選検討

・ウェブ運用：公開済みジオサイト数は401

カ所（登録数713件）．

・「北海道地質百選（仮称）」の出版予定：

北大出版会より2015年出版を目指して準備

中．

５．ジオパーク支援活動

・世界ジオパークネットワーク（GGN）新

規加盟申請に向けた国内予備審査地域1地

域（アポイ岳），JGN1地域（白滝）の再審

査が実施された．アポイ岳は新規加盟申請，

今年の５月～７月頃にGGNによる現地審

査が行われる予定．白滝は条件付き再認定

となり，２年後に再々審査が行われる．ジ

オパーク支援委員は各ジオパークに対する

支援として，審査結果判明後の日本ジオ

パーク委員会・日本ジオパークネットワー

クとの調整，情報提供などを行った．

・旭川，八雲，中頓別に加え，美瑛・上富良

野地域でもジオパークを目指した動きがあ

り支援．

＜東北支部＞

１．東北支部2014年度総会・シンポジウム・

講演会，於岩手大学工学部

・シンポジウム「東北地方のテクトニクス」

（３月７日（土）13：00～18：00）

・総会（３月８日（日）９：00～９：30）：

平成26年度活動報告，平成27年度計画を了

承．県の石について対応を協議．
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活動報告，会計報告，活動計画，予算案

・支部功労賞授与（２団体）：横須賀市自

然・人文博物館，千葉達朗

・幹事会：11回開催（１回/月程度）

・（後援）秩父ジオパークジオツアー（2014

年５月17日，７月26日，８月３日，11月９

日）

・（協力）本会地質の日イベント街中ジオ散

歩「下町低地の地盤沈下と水とくらし」

（2014年５月10日），秋季地質調査研修

（2014年11/25～29日）

＜中部支部＞

１．中部支部総会（６月14日（土），信州大

学理学部）

２．講演会等（６月14日（土），信州大学）

シンポジウム「観光資源としての地形・地

質」（発表５件），研究発表（口頭：８件，ポ

スター：７件），懇親会，参加者約30名

３．地質巡検（６月15日（日），「上高地の成

り立ちをみる」案内者：原山智，参加者：17

名）

＜近畿支部＞

１．2014年度支部体制

支部長：宮田隆夫（神戸大学），代表幹事：

三田村宗樹（大阪市大），行事：小林文夫

（兵庫県立人と自然の博物館），会計：大串健

一（神戸大学），庶務：竹村静夫（兵庫教育

大学），幹事：奥平敬元（大阪市大），里口保

文（滋賀県立博物館），和田穣隆（奈良教育

大学），田中里志（京都教育大学），此松昌彦

（和歌山大学）

２．行事報告

・地質の日イベント

地球科学講演会「プレートの沈み込みと国

土形成－紀伊半島南部のおいたちとジオ

パーク構想－」，2014年５月25日（13:30～），

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共催，講

師：鈴木博之氏，参加人数：125名

＜四国支部＞

１．2014年度支部体制

支部長：榊原正幸，幹事：齊藤　哲（事務局

長），村田明広，西山賢一，寺林　優，近藤

康生，奈良正和，佐野　栄（事務局：支部

HP）

２．行事報告

・第14回日本地質学会四国支部総会・講演会

（2014年12月20日（土），愛媛大学理学部講

義棟），

参加者：36名，個人講演：口頭発表12名／

ポスター発表10名

＜西日本支部＞

１．日本地質学会第121年学術大会（鹿児島

大会）の支援，９月13日（土）～15日（月・

祝），鹿児島大学郡元キャンパス

２．（共催）「地質の日」企画“身近に知る

「熊本の大地」”，４月１日～５月31日（地質

の日体験イベント，５月10日），熊本県宇城

市松橋町熊本県松橋収蔵庫

３．（後援）日本応用地質学会・環境研究部

会・市民フォーラム2014 in 福岡「災害につ

・講演会（３月８日（日）9：30～15：

00）：口頭発表14件，ポスター発表４件

２．2015年度の事務局は引き続き岩手大学が

担当

＜関東支部＞

１．地質技術伝承講演会（2014年４月19日，

会場：北とぴあ）

「切土のり面にまつわる話（長期追跡調査，

樹林化など）」（講師：佐藤尚弘，明治コン

サルタント㈱取締役技術統括部長）,共

催：関東地質調査業協会,参加者：63名

２．地質見学会

・第5回ミニ巡検伊豆（2014年11月８～９日），

参加者10名，案内者：狩野謙一（静岡大），

伊藤谷生（帝京平成大），鈴木雄介（伊豆

半島ジオパーク）

・教師巡検 ５億年前と10万年前の茨城を観

る（2014年８月20～21日），参加者：10名，

案内者：荒川真司（清真学園）・田切美智

雄（日立市郷土館）

・富士山巡検宝永火口と富士山南山腹の噴出

物（2014年10月３～４日），参加者：31名，

案内者：高田亮（産総研），吉本充宏（山

梨県富士山科学研究所）千葉達朗・荒井健

一（アジア航測㈱）

３．緊急学習会

福島第一原子力発電所汚染水処理問題収束

のために地質学は何をなさねばならないか，

日大文理学部（2014年５月17日），参加者73

人，講師：山元孝広（産総研）・丸井敦尚

（産総研）・柴崎直明（福島大）・楊宗興

（東京農工大）

４．ショートコース

地すべり破砕帯の構造地質学，帝京平成大

中野キャンパス（2014年10月18日），参加者

100人，講師：金川久一（千葉大）・氏家恒

太郎（筑波大）・柴崎達也（国土防災技術㈱

/京大防災研）・眞弓孝之先生（国土防災技

術㈱）

５．シンポジウム

地学教育サミット「ジオパークと教育」小

田原市生涯学習センター（2015年３月15日），

参加者93名，講師：高橋雅紀（産総研）・高

木秀雄（早稲田大）・田切美智雄（日立市郷

土館）・茨城県北ジオパーク天野一男（茨城

大）・下仁田ジオパーク関谷友彦（下仁田ジ

オパーク推進協議会）・伊豆半島ジオパーク

冨川友秀（静岡県立松崎高校）・伊豆大島ジ

オパーク中林利郎（伊豆大島ジオパーク推進

委員会）・銚子ジオパーク山田雅仁（銚子ジ

オパーク推進協議会）・秩父まるごとジオ

パーク小幡喜一（埼玉県立熊谷高校）・箱根

ジオパーク山口珠美（箱根ジオミュージアム）

６．フィールドキャンプ

千葉県鴨川市清澄東大演習林（2014年８月

25～31日），参加者学生６名

７．2016年地質学会大会開催準備

大会委員決定，鹿児島大会LOC打合せ

（2014年９月14日）

８．支部活動

・支部総会（４月18日，会場：北とぴあ）：

よい地域づくり」，５月17日（土），九州大学

西新プラザ２階会議室

４．（後援）山口大学理学部「サイエンス

ワールド2014」，10月19日（日），山口大学吉

田キャンパス

５．（主催）第166回日本地質学会西日本支

部・総会・例会，2015年２月21日（土），山

口大学吉田キャンパス／（例会）口頭発表12

件，ポスター発表24件．特別講演会「活断層

と地震の話・アラカルト」（講師金折裕司

［山口大］）．参加者：約70名．

２．執行理事会および理事会議決・承認事項

１）会長（代表理事），副会長の選出．

会長：代表理事に井龍康文，副会長（２名）

山本高司（名誉会員推薦委員会担当），渡

部芳夫（支部長連絡会担当）

２）執行理事と特任理事の選出，部会長の選

出．

常務理事：斎藤　眞，副常務理事：星　博

幸

運営財政部会：部会長　緒方信一

広報部会：部会長　坂口有人，松田達生

学術研究部会：部会長　ウォリスサイモン

（国際特任），竹内　誠（行事委員長），中

澤　努（JIS，標準）

編集出版部会：部会長　山路　敦（地質学

雑誌担当），海野　進（Island Arc担当），

保柳康一（企画出版担当）

社会貢献部会：部会長　平田大二（ジオ

パーク担当），杉田律子（生涯教育担当），

廣木義久（学校教育担当）その他 125周年

事業特任：矢島道子，地学オリンピック特

任：久田健一郎，ジオパーク支援委員会：

委員長天野一男，日本ジオパーク委員会委

員：高木秀雄（平田大二に交代），学術教

育連携：川辺文久

３）理事会議長・副議長の選出

議長：榊原正幸，副議長：小嶋　智

４）行事委員会委員，地質学雑誌編集委の交

代を承認．

５）各賞選考委員会委員の選出.任期2年．

＊理事の互選（10名）：千代延俊（資源），

榊原正幸（環境），内藤一樹（情報地質），

安藤寿男（層序），天野一男（地域地質），

亀尾浩司（海洋），中澤　努（委員長，

第四紀），安間　了（岩石学），佐々木和

彦（応用地質），川端清司（教育普及）

＊役職指定委員（８名）:（前・現地質学

雑誌編集長・副編集長）小嶋　智，山路

敦，秋元和実，岩森　光，（前・現アイ

ランドアーク編集長）井龍康文，前川寛

和，伊藤　慎，海野　進

６）Nii（文科省）の電子図書館での有料公

開出版物の取り扱いが平成28年度に終了す

る．Niiでの課金制度終了までは従来通り

とし，終了時にはオープンにする．学会と

しては冊子の在庫がある限り販売する．

７）2015年地惑連合大会における巡検の実施

とGSA共催国際セッションはGSA側から

の返答に基づき，地質学会としての巡検や



規則（細則）の変更は理事会の承認を得る」

の文言を追加．

〇細則３．出版印刷費用等に関する細則

１）

（改正前）印刷ページが16ページを超えた

場 合 ， 負 担 金 は １ ペ ー ジ あ た り

￥16,000とする．

（改正後）印刷ページが制限ページ数を超

えた場合，負担金は１ページあたり

￥16,000とする．

〇投稿編集出版規則 D. 論文の掲載

（改正前）

b．同じ筆頭著者の論文が，同じ号に２

篇以上掲載されないようにつとめ

る．

c．特別な号または特別な論文などにつ

いては，その趣旨に応じて掲載の順

序を決める．

d．講座については，連載の第１回と第

２回を同じ号に掲載することができ

る．

（改正後）

b．特別な号または特別な論文などにつ

いては，その趣旨に応じて掲載の順

序を決める．

c．講座については，連載の１回分を１

つの号に掲載する．ただし，編集委

員会が認めれば，第１回と第２回に

限り，同じ号に掲載することができ

る．

20）2017年年会開催地の決定：2015年以降の

開催地（会場）は次の通り．

2015年中部支部：信州大学

2016年関東支部：日本大学

2017年四国支部：愛媛大学

21）2015年度総会を2015年５月23日（土）に

開催することを承認．

22）運営規則の改正：運営規則第２章第５条

に６項（退会の手続き関する項目）を追加．

運営規則第２章第７条４項４号の除籍に関

する文言の改正を承認．

〇第２章会員，会員名簿，入会，退会

（入会・退会）

第５条６項退会は，書面にて退会届（書

式任意，電磁的方法，郵送いずれも可）

を提出する．未納会費がある場合には，

これを支払わなければならない．

（会費）

第７条４項（4）

（改正前）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．

（改正後）会費支払いの督促を受けつつ，

正当な理由なく，かつ，退会届を提出

せぬままに会費を滞納した会員は，滞

納4年度目をもって，理事会の議決に

より会員の資格を喪失させ除籍とす

る．

23）2016年国際地学オリンピック日本大会

（三重大会）への協賛金100万円を拠出する

国際セッション等は行わないことにした．

８）訃報の取り扱いについて：これまでの

ルールどおり，名誉会員の訃報はgeo-flash

で広報する．加えて元正・副会長の訃報に

ついても同様とする．それ以外の会員につ

いては，関連する支部や部会がそのメーリ

ングリストなどで広報する．広報委員会は

この原則に関する記事を作成し，News誌，

geo-flashに掲載し会員に周知する．

９）堆積学会の要請により，M.Chan教授の

日本におけるGSA講演ツアーの費用負担

として，地質学会は８万円を支出した．

10）「一家に１枚」ポスター企画募集へ，前

回と同様の提案・テーマ「地質災害」をブ

ラッシュアップし再度応募したが，結果は

不採択であった．

11）鹿児島での津波シンポジウムと巡検に学

術交流協定を結んでいる学会（タイ，モン

ゴル，韓国，イギリス）から会長等を招待

した．

・タ イ 地 質 学 会 （ 理 事 ） Mr. Suwith

KOSUWAN

・モンゴル地質学会（会長）Dr. Tumur-

Ochir MUNKBHAT

・大韓地質学会（会長）Prof. Daekyo

CHEONG，（理事）Prof. Young-Seog KIM

・ロンドン地質学会（理事）Prof. Alan

Richard LORD，Prof. David COPE

12）SKGB（Sasakawa GB）の援助金を3年

間（90万円/年）受けた．本年はイギリス

の専門家３名の招聘ほか，巡検費用の補助

に使用．来年はイギリスでのシンポジウム

で使用．再来年は未定．

13）各県の岩石・鉱物・化石選定に関しての

アクションプランの作成：各自治体で決め

ているか，希望があるかを確認するアン

ケートを行った．

14）研究活動における不正行為の対応に関す

るガイドラインの策定が文部科学省で進め

られている．研究プロセスにかかる試料の

保存など地質学特有の問題点を中心に学会

としてコメントする．その際に理事会にも

メールで問題提起し意見を集める．

15）「地震に関する総合的な調査観測計画に

ついて」，専門部会からの意見もまとめて

学会としてのパブリックコメントを提出し

た．

16）連合のプログラム委員の推薦：（正）沢

田　健／（副）小宮　剛

17）石渡理事，高木理事から辞任届が提出さ

れたことを受け，鹿児島大会で臨時総会を

９月13日に開催することとした．

18）125周年記念事業検討委員会の委員体制，

活動予定について承認．

委員：矢島道子委員長，天野一男，永広昌

之，緒方信一，佐々木和彦，佃　栄吉，

宮下純夫

19）地質学雑誌の編集規則類の改正：「細則

３．出版印刷費用等に関する細則」１），

「投稿編集出版規則」D. 論文の掲載b～d項

の改正を承認．編集に関する各規則に「本

こととした．

24）地質災害委員会の委員会体制および基本

方針等について承認．

委員：斎藤眞委員長（再任），後藤和久

（委員長代理），川村信人（北海道），越

谷信（東北），本田尚正（関東），野沢竜

二郎（中部），三田村宗樹（近畿），西山

賢一（四国），奥村晃史（西日本），黒田

登美雄（第四紀），安藤　伸（応用地質），

木村克己（地域地質），千葉達朗（火山），

上砂正一（環境地質）

25）HPの専門部会ページの英文化（各部会

長に依頼）を行った．

26）JpGUのキャリア支援委員会委員の交

代：佐々木和彦理事から杉田律子理事に交

代．

27）台湾地質学会との学術交流協定締結する

こととし，準備中．

28）モンゴル地質学会との学術交流協定が５

年の期限（10月14日）を迎え，更新した．

29）行事委員会が作成した学術大会実施要領

を承認．

30）日本原子力学会の依頼により同学会誌

「ATOMOΣ（アトモス），2015年３月号

特別企画」に，東日本大震災に対する取り

組みおよび学会誌の紹介記事を会長が寄

稿．

31）各賞選考委員会（中澤委員長）は各賞選

考検討委員会を設置し，日本地質学会賞，

小澤儀明賞選考の諮問をした．

・指定委員：石渡　明，井龍康文，乙藤洋

一郎，川幡穂高，斎藤文紀，小嶋　智，

山路　敦（委員長），前川寛和，伊藤

慎，海野　進，執行理事会の推薦者：佐

脇貴幸

・Island Arc賞については，Island Arc編集

委員会に選考を諮問した．

32）次期学習指導要領改訂に向けてWG（担

当理事：廣木義久，中村教博，安間　了，

渡来めぐみ，星　博幸，平田大二，中澤

努，杉田律子）を立ち上げ，３月31日付で

文部科学大臣，第８期中央教育審議会会長

あてに要望書を提出した．

33）大学評価・学位授与機構より，国立大学

教育研究評価および機関別認証評価委員会

の専門委員候補者の推薦依頼があり，３名

の会員を推薦．

34）経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス

事業部放射性廃棄物等対策室より，総合資

源エネルギー調査会審議会（地層処分技術

WG）再開にあたり委員委嘱要請があり，

前年度に続き渡部芳夫理事を推薦．

35）地層名等の層序単元登録に係る委員会

（「層序単元登録審査委員会」）を設立し，

他学会にも委員の推薦を要請した．

委員長：日本地質学会標準担当理事中澤努

（産総研）

委 員：日本地質学会地域地質部会内野隆

之（産総研），日本地質学会層序部会岡

田　誠（茨城大学），地学団体研究会角

縁　進（佐賀大学），日本第四紀学会長
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立場となる協定ではないので，Associate

Societyにはならないとし，これを了承．

43）各学術交流協定国との協議を担当する委

員について，既存の国際交流小委員会

（2007年に発足）を再起動することを承認．

44）ジオパーク日本委員会の委員の交代：高

木秀雄委員から平田大二委員に交代．

45）ベトナム地質学会との連携：過去の経緯

をよく調べて，今後の連携を図るようにす

る．

46）『原子力学会は，“原発の敷地内にある破

砕帯などの断層について，原子炉建屋への

影響などを評価する方法を策定する調査専

門委員会を発足させた，委員会には土木学

会や地質学会，電力会社なども加わってい

る．』との記事が１月８日付の毎日新聞に

掲載された．この件について，地質学会は，

原子力学会からは本件に係わるいかなる申

し入れや要請も受けておらず，また同委員

会に係わる本学会員からの報告等もなかっ

たことから，原子力学会に対し，事実関係

の公表とお詫びを至急公表するとともに，

報道機関に対して訂正を依頼するよう，申

し入れをした．

47）長野大会委託業者の選定：長野大会は日

本旅行に依頼する方向で調整した後，日本

旅行に正式決定した．

48）山田科学振興財団の研究助成への推薦

（１件）を承認．なお，2014年度の研究援

助は，武藤潤会員が採択された（研究主題

「不均質岩石レオロジーを考慮した東北沖

地震後の地殻変動解析」）．

49）事務局職員の退職：事務局員の阿南晶子

氏は，２月12日に退職の意思を表明され，

３月末日をもって退職された．

50）東日本大震災から４年の節目にあたり，

声明「地学の知識を減災のソフトパワーに

―東日本大震災４年目を迎えて―」を発表

し，文部科学省の記者会に対し，３月２日

付でプレスリリースを行った．

51）2014年度センター試験「地学」に関する

申し入れ書を入試センターに送付し，プレ

スリリースした．

52）運営規則第16条の改正を承認．永年顕彰

会員の対象についての文言を追加．

第7章表彰（表彰）

第16条　本学会は地質学に関する優秀な研

究業績を修めた者，ならびに地質学の発

展・普及による社会貢献の著しい者を顕

彰するとともに，地質学会において長年

にわたって活躍してきた会員に永年会員

顕彰を授与する．

２ 表彰の名称および内容は次のとおりで

ある．----以下，文章略----

（1）日本地質学会賞：---以下，文章略---

（2）～（9）項略

（10）日本地質学会表彰：----以下，文章

略----

（11）永年会員顕彰：学会の記録に基づき，

当該年の１月から12月末日までに在

会50年（通算可）に達する会員．

橋良隆（福島大学），日本火山学会及川

輝樹（産総研），日本鉱物科学会石川正

弘（横浜国立大学），東京地学協会工藤

崇（産総研），産総研地層名DB担当斎藤

眞，巌谷敏光

36）「県の石」の一般公募について，８月13

日～10月31日の募集をプレスリリースし

た．「県の石」の選考対象とする範囲は，

岩石（未固結のものも含む），鉱物（鉱

物・鉱石），化石（必ずしも単一の分類群

でなくても良い）とした．なお，鹿児島県

の石については，当年度の学術大会開催を

記念し，先行して選定した（＊１）．10月

末に一般からの募集を締め切り，選定委員

会を設置した（＊２）．現在，各支部の協

力を得て選定中であるが，選定スケジュー

ルを再検討し，2015年９月に決定とした．

＊１ 鹿児島県の石

岩石：シラス（主に入戸火砕流堆積

物）／鉱物・鉱石：菱刈金山の金鉱石

（自然金）／

化石：甑島・獅子島の白亜紀動物化石群

＊２ 選定委員長：川端清司，アドバイ

ザー：石渡　明，永広昌之

専門部会推薦委員（６名）：松原典孝

（地域地質），高橋雅紀（層序），重田康

成（古生物），長谷川健（火山），藤永公

一郎（鉱物資源），辻森　樹（岩石）

各支部推薦委員（７名）：竹下　徹（北

海道），土谷信高（東北），有馬　眞（関

東），原山　智（中部），里口保文（近畿），

堀　利栄（四国），佐野弘好（西日本）

37）地質学会が著作権を保持している論文を

学術機関レポジトリに挙げる場合の問題や

法的な解釈について法務委員会（上砂正一

委員長）に諮問し，答申を受けた．今後，

法務委員会の答申にそって投稿規則の適切

な改正を行うこととした．

38）2015年度名誉会員推薦委員会委員の選

出：委員長：山本高司副会長

・階層別委員（４名）：大学：竹内章（富山

大），官公庁：栗本史雄（産総研），小中

高：会田信行（秀明大，元高校教員），会

社：松浦一樹（㈱ダイヤコンサルタント）

・職責委員（支部長７名）：竹下　徹，土谷

信高，有馬　眞，原山　智，宮田隆夫，榊

原正幸，佐野弘好

・理事会推薦（１名）：向山　栄

39）学術大会巡検実施申し合わせの改訂を承

認．

40）地質学雑誌投稿編集出版規則の一部改

正：地質学雑誌に著者プロフィール欄を新

設するための掲載規定を承認．

41）広報体制を見直し，体制強化をはかるた

めの役割分担を承認．

geo-flash／HP担当：松田達生，ニュース

誌担当：小宮剛，ジオルジュ担当：坂口有

人，惑星地球フォトコン担当：清川昌一，

記者会見担当：坂口有人・松田達生

42）Geological Society of Americaとの交流

協定について：地質学会とGSAが対等の

53）2014年度事業報告・決算案を承認した．

【１号議案】

54）次の24名の会員を50年会員として顕彰す

ることとした．

阿部正宏，在田一則，上田茂春，宇田進一，

浦野隼臣，遠藤　毅，大島　治，大野隆一

郎，小野　晃，加々美寛雄，上出定幸，黒

川勝己，小林昭二，神保幸則，杉本幹博，

調枝勝幸，角田寛子，寺崎紘一，新妻信明，

西田史朗，楡井　久，藤吉瞭，箕浦名知男，

宮島吉雄

55）2015年度事業計画および2015年度予算案

を承認した．【２号議案，３号議案】

56）名誉会員推薦委員会から提案された下記

の２名の会員を総会に推挙することとし

た．【４号議案】

斎藤靖二会員，鈴木堯士会員

57）各賞選考委員会より提案された下記の各

賞受賞者を承認した．（推薦文は１号議案

資料２参照）

・日本地質学会賞（１件）

脇田浩二（山口大学大学院理工学研究科）

対象研究テーマ：付加体地質学を基にし

た日本～アジアのシームレス地質研究

・日本地質学会小澤儀明賞（１件）

辻 健（九州大学カーボンニュートラル・

エネルギー国際研究所）

対象研究テーマ：地震探査データ解析の

高精度化によるプレート境界断層の形

態と応力分布に関する研究

・日本地質学会 Island Arc 賞（１件）

授賞論文：Arai, S., Okamura, H., Kadoshima,

K., Tanaka, C., Suzuki, K. and Ishimaru,

S.,2011, Chemical characteristics of

chromian spinel in plutonic rocks:

Implications fordeep magma processes

and discrimination of tectonic setting.

Island Arc, 20, 125-137.

・日本地質学会論文賞（２件）

Kouketsu, Y., Mizukami, T., Mori, H.,

Endo, S., Aoya, M., Hara, H., Nakamura,

D. andWallis, S., 2014, A new approach

to develop the Raman carbonaceous

materialgeothermometer for low-grade

metamorphism using peak width. Island

Arc, 23, 33-50.

岩野英樹・折橋裕二・檀原徹・平田岳史・

小笠原正継，2012，同一ジルコン結晶を

用いたフィッショントラックとU-Pbダ

ブル年代測定法－島根県川本花崗閃緑岩

中の均質ジルコンを用いて－．地質学雑

誌，118，365-375.

・日本地質学会小藤文次郎賞（２件）

氏家恒太郎（筑波大学生命環境系）

Ujiie, K. et al., 2013, Low coseismic shear

stress on the Tohoku-Oki megathrust

determined from laboratory experiments.

Science, 342, 1211-1214.

堤 浩之（京都大学大学院理学研究科）

Tsutsumi, H., Sato, K. and Yamaji, A.,

2012, Stability of the regional stress



fieldin central Japan during the late

Quaternary inferred from the stress

inversion ofthe active fault data,

Geophys. Res. Lett., 39, L23303, doi: 10.

1029/2012GL054094.

・日本地質学会研究奨励賞（１件）

越智真人（東建ジオテック株式会社）

対象論文：越智真人・間宮隆裕・楠橋

直，2014，四国の中新統久万層群層序

の再検討：“下坂場峠層”と“富重層”．

地質学雑誌，120，165-179.

・日本地質学会功労賞（１件）

大山次男（東北大学理学部技術部）

功労業績：岩石研磨薄片技術の高度化

・日本地質学会表彰（１件）

白尾元理（写真家）

表彰業績：ジオフォト文化の先駆と発

展，その科学的メッセージの発信

58）５月23日開催予定の総会議案の承認．
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2015年度事業計画基本方針
2014年度事業実績概要

2014年度，本学会は会員と支部・部会など

の活動により，以下に要約するような成果を

あげることができた．

2014年に選挙により執行体制となった．新

執行体制は旧執行体制の成果を継承し，事業

は円滑に引き継がれた．新執行体制では，会

長と２名の副会長が産学官の出身で，産学官

の連携の強化が図られている．本学会の活性

化と発展のためには，専門部会と支部の活動

の充実が必要不可欠であるが，活動が低調も

しくは休止状態にある専門部会と支部がある

ので，整理と統合，活性化策の検討を始めた．

本学会は，日本における地球惑星科学関連学

会では，最大規模の学会であり，その社会的

責務も大きい．これを踏まえ，国が実施した

意見募集のうち，本学会に関係の深い3件に

関して学会としての意見を表明した．これは，

本学会が学術団体としての立場から，地質学

という学識に基づいて積極的に発言すること

は，本学会の重要な責務であると考えてのこ

とである．

鹿児島での学術大会は，「わがこっじゃっ

ど，地質学」のテーマのもとに，一般シンポ

ジウム「九州が大陸だった頃の生物と環境」，

国際シンポジウム「津波ハザードとリスク：

地質記録の活用」，小林哲夫氏の市民講演会

「桜島と諏訪之瀬島の大噴火と火山災害」が

盛会のうちに開催され，602件の口頭・ポス

ター発表が行われた．特筆すべきは，本大会

での活発な国際交流であり，大韓地質学会，

タイ地質学会，モンゴル地質学会，ロンドン

地質学会の代表が参加したほか，台湾の中央

地質調査所からの参加者もあった．国際シン

ポジウムは，昨年，学術交流協定を締結した

ロンドン地質学会との共催であり，シンポジ

ウムと巡検を組み合わせた意欲的な企画で

あった．また，市民向けのアウトリーチ巡検

ストが定着し，「友の会」や若手会員を主な

対象とした情報交換サービス（SNS）「ちー

とも」の利用が増加しつつある．本学会が一

般に販売する広報誌「ジオルジュ」も順調に

発行され，高い評価を得ている．

日本地質学会選「県の岩石・鉱物・化石」

の選定に関しては，一般公募が終了し，選考

を開始した（鹿児島のみ，学術大会の直前に

発表済）．選考は，支部および大学・博物館

が中心となって進められており，活発な議論

が展開され，順調に進行している．

国内の関連業界や社会への対応としては，

外部から本学会への業務の依頼や委託に対応

できる体制になり，その取り組みが充実しつ

つある．また，地質調査研修を秋に実施した．

地学教育に関しては，教科書の発行部数か

ら判断される高校地学の履修率は，未だに低

い水準に留まっているという問題点が指摘さ

れる．そこで，物化生地というヒエラルキー

の中で，地学の存在感を高めて行くための取

り組みを実施することとした．また，次の学

習指導要領改訂に向けて，現行の教育内容を

詳細に検討し，「次期学習指導要領改訂に関

する要望」を取りまとめ，文部科学大臣なら

びに第８期中央教育審議会会長に提出した．

さらに，平成27年度大学入試センター試験の

地学関連科目で，新教育課程の「地学基礎」，

「地学」，および旧教育課程の「地学I」にお

いて，いずれも平均点が他の理科科目に比べ

て低かったことを憂慮し，善処を求める要望

書を大学入試センター理事長に提出した．

国際対応としては，前記のように，鹿児島

での学術大会に大韓地質学会，タイ地質学会，

モンゴル地質学会，ロンドン地質学会から代

表が参加し，交流を深めた．モンゴル地質学

会とは学術交流協定を延長した．また，中華

民國地質學會およびベトナム地質学会との学

術交流協定の締結を検討中である．今後の交

流をさらに活性化し，学術上の成果を向上さ

せるために，各国との交流推進担当者を選び，

従来の交流実績を踏まえた事業を展開する体

制を準備中である．

2015年度事業計画概要

以上の成果を踏まえて，特に以下に力点をおく．

１．長野における学術大会を成功させる．特

に，学術交流協定を締結している海外の学会

やIUGS Initiative of Forensic Geologyとの

共催シンポジウムを積極的に支援し，学術大

会の国際化を図る．また，学術大会が若手

（院生・学生）にとってアトラクティブなも

のとなるよう，注目すべき若手による講演を

ウェブで紹介する等の試みを行う．

２．Island Arcの国際的認知度の向上のため

の組織的な取り組みを展開する．国内外のア

クティブな研究者への招待論文の執筆依頼，

学術交流協定を締結している学会と連携・協

力した特集号の出版を企画する．さらに，出

版社と連携し，海外の研究者に対し掲載論文

を含む，８コースの巡検も成功裏に行われた．

本学会が共催して鹿児島市中央公民館で行わ

れた地質情報展「地質情報展2014かごしま－

火山がおりなす自然の恵み－」は盛況であっ

た．特に，会場の床に展示された巨大な九

州・沖縄地方の地質図は，来訪者の好評を博

した．本大会は地方での開催であったにも関

わらず，参加者は834名に達し，活発な学術

発表，国際交流，アウトリーチ活動が行われ

たことより，成功と総括できる．

地質学雑誌は本学会の根幹をなす月刊学術

誌であり，その安定した出版と内容の充実は

最重要である．しかし1990年代以来，投稿数

が減少しており，2014年は１号あたりの掲載

数が２－３編になっている．このような状況

を打開するため，地質学雑誌編集委員会は，

「講座」というジャンルの新設，ページ制限

の緩和，著者紹介の掲載等の対策を講じた．

しかし，根本的な対策を検討する時期になっ

たと思われる．Island Arcは2011年に投稿数

が大きく減少し，その影響で2012年のページ

が激減したが，その後は回復基調にある．し

かしながら，インパクトファクターは1.0を

わずかに上回ったところで，停滞している．

なお，研究活動における不正行為が社会問題

化していることを重く受け止め，本学会の学

術雑誌（地質学雑誌，Island Arc）が不正行

為の場あるいは不正行為が行われた研究の発

表の場とならないよう，編集長に注意を喚起

した．また，本学会がサポートし英国地質学

会が発行する「Geology of Japan」の執筆・

編集作業は約９割が完成した．

本学会は，地質災害に対して，学術団体と

して社会が期待する情報を迅速に発信する使

命がある．今年度，発生した大規模地質災害

（南木曽ならびに広島市安佐南区で発生した

土石流，御嶽火山の噴火，長野県北部地震）

に関しては，地質災害員会が産総研地質調査

総合センターの情報を使用する形で，災害の

地質学的背景を学会HPで迅速に発信した．

また，さらに詳しい速報を「日本地質学会

News」に掲載した．

普及活動に関しては，ジオパーク推進活動

がさらに前進し，現在，国内ジオパーク総数

は36に達し（立山黒部，南紀熊野，天草が新

たに加わり，天草と天草御所浦が合併），う

ち世界ジオパークは7地域（阿蘇が新たに加

わる）となり，着実に増加しつつある．地学

オリンピックも参加者が着実に増加してお

り，今年度も世界大会で金メダルを獲得した．

リーフレットや電子書籍などの新しい企画が

着実に進行している．書籍出版では，本学会

編の地方地質誌が東北・四国を残すのみと

なっているが，本年度中に刊行することがで

きなかった．早期の刊行のために，学会をあ

げての取り組みが必要である．2013年度の末

には地球史年表とリーフレット「富士山・青

木ヶ原溶岩のたんけんマップ」が出版された．

「箱根たんけんマップ」については小修正を

おこない2000部の増刷をおこなった．また，

地質の日の取り組みや惑星地球フォトコンテ
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リリースを行い，地質学のプレゼンスを示す

とともに，社会的立場の向上に貢献する．

８．出版・アウトリーチ活動を通じた「地質

学を身近に」運動を積極的に展開する．本学

会のホームページ（HP），ソーシャル・ネッ

トワーキング・サービス（SNS）「ちーとも」，

広報誌「ジオルジュ」，リーフレット，フォ

トコンテスト，講演会などを通じ，社会への

情報発信を強化する．また，ジオパーク運動

への支援を強化し，重要な露頭の保全などに

取り組む．特に，「県の石」に関しては，各

種メディアを通じた宣伝を行うと同時に，各

県において公式に認定されるように関係機関

に働きかける．また，「日本地質学会選県の

岩石・鉱物・化石」の刊行に向け，学会をあ

げて取り組む．

９．地質技術者の継続教育の充実に向けて，

企業会員向けのシンポジウム・研修会等を関

連学会と実施しCPD発行によりサービス強

化を図る．また，学生に向けた地質企業への

就職支援として学術大会で実施している「若

手会員のための業界研究サポート」の継続と

内容充実に取り組む．

10．以下の防災・減災に対する取り組みを積

極的に進める．

１）地質学的観点からの調査・研究の推進

２）災害に関する地質学的知識や情報の提

を紹介するメールを発信する等の積極的なプ

ロモーションを行なう．

３．地質学雑誌のあり方に関する検討を行う．

地質学雑誌は投稿原稿の減少傾向が続いてお

り，月刊の維持が困難な状況にある．隔月刊

や完全電子化を含め，安定した出版体制の確

立に向けた議論を行う．

４．学術交流協定を締結している大韓地質学

会，タイ地質学会，モンゴル地質学会，ロン

ドン地質学会との連携・交流を強化する．ま

た，中華民國地質學會およびベトナム地質学

会と学術交流協定を締結する．

５．2012年６月に改正された地質図の記号等

に関する日本標準規格（JISA0204），ベクト

ル数値地質図に関するJIS A0205ならびに国

際標準の整備に対応して，それらの普及に努

めるとともに，層序単元登録の体制整備を図

る．

６．科目として地学を設置し，地学教員を配

置する高校の大幅増を目指し，関係機関への

要望活動を行う．地学オリンピックへの支援

を継続する．

７．日本の地質学を代表する立場として，社

会に対して学会声明や会長コメントなどを積

極的に表明する．そして必要に応じてプレス

供・発信

３）自然災害に関する地学教育の推進

11．学会の組織活動を全般的に強化する．産

学官が連携した学会運営体制の構築，支部や

専門部会の活動の活発化，理事の役割の強化，

会員サービスの強化（就職支援，地質技術者

の継続的な専門教育（CPD）など）を図る．

若手の人材育成とシニア人材の活躍の場を広

げる．

12．４年後の本学会設立125周年に向け，記

念事業の計画を策定するなど，準備を本格的

に始める．

13．前回の中期ビジョンを総括し，次期中期

ビジョンの中間報告にて会員の意見を反映さ

せて，提言をまとめる．

14．新規の入会促進，入会者の定着，シニア

会員の引き留め策を講じる．

15．地質調査研修の資格化として，フィール

ドマスター認定制度を産業および教育関係者

と連携して制度設計する．

16．収入および支出を見直し，学会の事業が

停滞しないように留意しつつ，財政を健全化

する．

以上
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50年会員顕彰（24名）
1965年入会

阿部正宏 遠藤　毅 上出定幸

新妻信明 神保幸則 杉本幹博

西田史朗 大野隆一郎 調枝勝幸

上田茂春 在田一則 浦野隼臣

（以下お写真の掲載なし）

黒川勝己，宮島吉雄，宇田進一，大島　治，

小野　晃，加々美寛雄，角田寛子（平成27年

３月逝去），寺崎紘一，楡井　久，藤吉　瞭，

箕浦名知男，小林昭二

（順不同，敬称略）

2015年度名誉会員候補者推薦文

一般社団法人日本地質学会

名誉会員推薦委員会

委員長　山本高司

2015年度名誉会員候補者として，斎藤靖二

会員・鈴木堯士会員の２名を選出いたしまし

た．推薦理由は以下のとおりです．

斎藤靖二会員（1939年

10月12日生まれ，75歳）

斎藤靖二会員は，1964

年に東北大学大学院理学

研究科地学専攻修士課程

を修了し，1965年に国立

科学博物館に勤務した．

1968年には「Geology of the younger

Paleozoic system of the southern Kitakami

mountainland，Iwate Prefecture（南部北上

山地上部古生界の地質）」にて東北大学から

理学博士を授与された．チャートの岩石学や

付加体地質学を積極的に学ばれ，豪州タスマ

ニア島やパキスタン，北米西海岸などの先カ

ンブリア時代から中・古生界のチャートの岩

石学研究を進めるとともに，日本列島におけ

る付加体地質学や珪質堆積岩の岩石学，関東

山地秩父帯の放散虫生層序学的研究などを

行った．それらの成果は，プレートテクトニ

クス理論に基づく日本列島の地質の理解を大

いに進めることになり，次世代の研究者に大

きな影響を与えた．

日本地質学会においては，評議員や2004年

から2006年に会長を務めたほか，国内各地の

大学の客員教授や外部評価委員，文部省学術

審議会，文部省南極地域観測将来問題研究会，

大学評価・学位授与機構，文科省南極地域観

測統合本部，海洋研究開発機構IFREE評価

委員会，日本学術会議，日本地球惑星科学連

合評議会などの各種委員を務め，学界におけ

る地質学および地球科学の発展に貢献され

た．さらに，2006年からは神奈川県立生命の

星・地球博物館館長となり，市民への普及活

動をはじめ，教育現場や企業など様々な場所

における普及講演や，『日本列島の生い立ち

を読む』（岩波書店），『変動する地球新版』

（岩波書店），『グラフィック日本列島の20億

年』（岩波書店）など多数の図書を執筆・監

修などにより，地質学の普及と振興に大きな

貢献をされた．

このような長年にわたる地質学の研究，教

育，普及への顕著な貢献に鑑み，斎藤靖二会

員を日本地質学会名誉会員に推薦する．

鈴木堯士会員（1933年

９月４日生まれ，81歳）

鈴木堯士会員は，1961

年に広島大学大学院理学

研究科博士課程を修了

し，高知大学に勤務した．

その後，御荷鉾帯の研究

に力をそそぎ，その起源がオフィオライトで

あることを明らかにするなど，従来の学説を

覆す画期的な成果を挙げられた．高知大学在

任中の1966年８月から１年半にわたって，フ

ンボルト財団奨励奨学生としてドイツ・ダル

ムシュタット工科大学に留学され，X線テク

スチュア・ゴニオメータによる三波川変成岩

中の鉱物（石英・かんらん石・角閃石など）

の定向性の測定と解析を，パソコンを用いて

自動化するなど，研究方法の開発にも努めら

れた．

ドイツから帰国後は，ライフワークの御荷

鉾緑色岩類の研究と並行して，黒瀬川構造帯

や四万十帯の研究に取り組まれた．とりわけ，

四国四万十帯での研究成果を1979年に「地質

学雑誌」に公表し，現在でこそポピュラーに

なった“メランジュ”という概念の日本国内

への導入に貢献された．また，文部省科学研

究助成金によるニュージーランド南島の学術

調査隊の代表を務め，同国のオタゴ大学との

共同研究にも意欲的に取り組まれた.中国の

南京大学地球科学教室と高知大学地質学教室

の姉妹教室締結にも尽力された．

地質学会においては，1970年から1982年ま

で６期（12年）日本地質学会評議員を務めら

れた．2006年の第113年年会では，日本地質

学会50年会員として顕彰もされている．また，

高知県文化財保護審議会の副会長として主に

地質部門を担当された．その間，２件の国及

び２件の高知県の天然記念物（地質関係）指

定に貢献された．その内容の多くは詳細に

「日本地質学会News」に掲載されるなど，会

員への周知普及も積極的におこなってきた．

さらに，「日本の地質　四国地方」「四国はど

のようにしてできたか」（第18回寺田寅彦記

念賞受賞），「寺田寅彦の地球観」（第23回寺

田寅彦記念賞受賞），「最新・高知の地質　大

地が動く物語」（第23回高知出版学術賞受賞）

など多数の単行本を上梓し，地質学の普及と

振興に貢献された．

このような長年にわたる地質学に関する研

究，教育，普及への顕著な貢献に鑑み，鈴木

堯士会員を日本地質学会名誉会員に推薦す

る．

以上２名
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主席研究者として，国内外の研究者を取りま

とめた実績がある．またJ-DESCの執行委員

を務めるなど，研究以外の活動も積極的に

行っている．現在，彼は九州大学の国際研究

所で，研究部門長として部門全体のとりまと

めを行っている．このように，候補者は国際

的な次世代リーダーとしての資質もある．以

上の実績から，辻　健会員を小澤儀明賞に推

薦する．

【日本地質学会 Island Arc賞】（１件）

受 賞 論 文 ： Arai, S.,

Okamura, H., Kadoshima,

K., Tanaka, C., Suzuki, K.

and Ishimaru, S., 2011,

Chemical characteristics

o f  ch romian  sp ine l

i n  p lu ton ic  rocks :

Implications for deep magma processes

and discrimination of tectonic setting.

Island Arc, 20, 125-137. 

This paper compiles major element data

of spinel based on thefirst author’slong-

standingresearches and other relevant

literatures and haspresented an explicit

relationship of geochemistry of spinel and

tectonic settings. The results havealso

deepenedour understanding of deep

magmaticprocesses. Although the

usefulness of spinelhas been shownby the

first author’s number of works, the paper

provides adistinctive criterion of

discriminating not well understood tectonic

settings of igneous bodies such as thoseof

ophiolites, whichis so convenient for earth

scientists who are interested in tectonics

but are not experts of igneous petrology.

This paper received the highest number

of citations-based on the Thomson Science

Index for the year 2014-amongst the entire

candidate Island Arc papers published in

2011-2012, which will contribute to

increasing the impact factor of Island Arc.

The first author, Dr. Shoji Arai,has been

one of the most active Japanese petrologists

working on mantle peridotites and deep

crustal rocks from ophiolites, xenoliths and

present ocean floors. Specifically he is

renown for his prominent researches on

spinel in mantle peridotites and volcanic

rocks, whichmade him known as “Arai of

spinel”. This paper adds to his many

contributions andis a worthy receipt of the

2015 Island Arc Award. 

2015年度
日本地質学会各賞受賞理由

一般社団法人日本地質学会

各賞選考委員会　委員長　中澤　努

2015年度各賞に関して，授賞者と受賞理由

を報告致します．

【日本地質学会賞】（１件）

受賞者：脇田浩二（山口大学大学院理工学研

究科）

対象研究テーマ：付加体

地質学を基にした日本～

アジアのシームレス地質

研究

脇田浩二会員は，野外

調査による付加体の実態

解明のため世界最高レベルの付加体地質図を

作成し，日本および世界の付加体地質図表現

の国際標準を確立した．以前は地向斜論に基

づいて“地層”として表現されていた地質体

が，海洋プレート層序の破断変形プロセスを

通じて形成された構造ユニットの集合体であ

ることを明らかにし，地質調査所（現産総研）

の地質図幅で初めて付加体の概念を取り入れ

た「八幡地域の地質」を著し，その後も付加

体の地質図を多数公表してきた．特に，変形

の激しい地質体“メランジュ”については，

泥ダイアピルや構造変形を含む多重変形プロ

セスでその形成を説明し，付加体の基本構造

の地質図表現を世界に先駆けて提示した．ま

た，日本で確立した技術を基にアジアの付加

体の解明も推進し，海洋プレート層序に基づ

く付加体の理解をアジア地域にも広く浸透さ

せた．これらの研究成果は，論文及び地質

図・地質構造図として多く出版され，国内外

の学会・産業界・教育界で広く活用されてい

る．

これらと並行して，日本およびアジアの地

質情報の整備と流通促進のため，日本および

アジアの小縮尺地質図・地質構造図編集やデ

ジタル化を推進するとともに，国際標準に基

づく地質情報のウェブ流通を，日本およびア

ジアの代表として推進してきた．近年出版さ

れた２つのアジアの広域地質図では，日本か

らの唯一の主編者となった．更に日本および

アジアの地質図の普及を進めるため，地理空

間情報システムによるデジタル化を主導し，

ウェブで流通させるための，国際標準に基づ

く情報流通システムの確立を，日本およびア

ジアの代表として推進してきた．国際地質科

学連合の地質情報標準管理委員会の評議委員

を設立当時から10年間務め，世界中の100万

分 の １ 地 質 図 の ウ ェ ブ 流 通 を 進 め る

OneGeologyプロジェクトを，アジアの代表

として推進してきた．また後年，地質図

Naviとして結実することになる，日本シー

ムレス地質図の作成では，脇田氏はプロジェ

クトリーダーとして，ばらばらだった20万分

の１地質図の凡例を統一し，地質図間で食い

違う地質境界を連続させ，2005年にインター

ネット上で初公開して，ウェブを通じた地質

図利用という新しい道筋をつけた．現在，同

サイトは教育・研究・営利事業と様々な面に

活用され，年間アクセス数は1200万に達して

いる．

以上のような付加体地質学への業績と地質

学の発展への貢献に鑑み，脇田浩二会員を日

本地質学会賞に推薦する．

【日本地質学会小澤儀明賞】（１件）

受賞者：辻　健（九州大

学カーボンニュートラ

ル・エネルギー国際研究

所）

対象研究テーマ：地震探

査データ解析の高精度化

によるプレート境界断層

の形態と応力分布に関する研究

辻　健会員は，地震探査データの解析と解

釈を基軸にし，掘削や野外調査で得られた情

報とあわせ，プレート境界断層やその分岐断

層の地質構造を総合的に理解すべく努力して

きた．南海トラフ付加体の断層は古くから議

論されているが，トラフ軸に続くデコルマと，

地震を発生させると考えられている分岐断層

の関係は明らかになっていなかった．これは，

地震探査データの解像度の限界のためであ

る．辻会員は，波形インバージョンという手

法を改良することで，深部に発達する分岐断

層の弾性波速度を高い解像度で推定した．さ

らに，独自に開発した岩石物理理論を使い，

分岐断層の間隙水圧や応力状態を推定するこ

とに成功した．その結果，これまで不明瞭で

あった分岐断層とデコルマの関係が明らかと

なり，付加体の断層構造が見直されることと

なった．さらに，分岐断層が横ずれ運動に卓

越していることなども明らかしている．これ

らの成果は断層のモデル化に重要な情報と

なっている．

日本海溝では，2011年東北地方太平洋沖地

震の前から、地震探査の結果をもとに潜水艇

を用いた調査を継続的に実施し，熱流量や海

底面の変化から2011年の地震で活動した正断

層を特定することに成功している．この断層

運動は，津波地震に特徴的な上盤プレートの

引張過程に関係するとされ，津波の発生機構

の解明の点で重要な結果となっている．さら

に津波励起域では，島弧地殻が海溝付近まで

迫り出しているといった地質構造も明らかに

した．このように辻会員は，積極的に野外調

査や研究航海に参加し，プレート境界断層の

形態や応力状態の解明に貢献してきた．

辻会員は，60編以上の論文を公表し，多く

の招待講演を行っている．彼の地震探査デー

タの解析能力は第1級であるが，それ以外に

も衛星データを用いた地盤沈下の研究，熱水

循環経路の研究，氷河の研究，間隙流体シ

ミュレーションによる浸透特性の研究など，

多岐にわたる課題を研究している．統合国際

深海掘削計画IODPの第327次航海では，共同



受賞論文：岩野英樹・折橋裕二・檀原徹・平

田岳史・小笠原正継，2012，同一ジルコン

結晶を用いたフィッション・トラックとU-

Pbダブル年代測定法の評価―島根県川本花

崗閃緑岩中の均質ジルコンを用いて―．地質

学雑誌，118，365-375．

同一試料から閉鎖温度の異なる複数の年代

測定を行う，いわゆるマルチクロノロジー手

法は，熱履歴に基づく定量的テクトニクスモ

デルの構築に大きく貢献しているが，それに

ともない，年代データのより厳しい信頼性評

価も必要になっている．本論文は，同一ジル

コン粒子を用いたFT法とU-Pb法のダブル年

代測定において，FT分析工程で実施する

エッチングなどの化学処理がその後に測定す

るU-Pb年代データに与える影響を評価した．

検討試料を厳選し検証を行った結果，化学処

理の有無によってもU-Pb年代に有意な差は

なく，同一ジルコン粒子のFTおよびU-Pbマ

ルチクロノロジーが十分な信頼性をもつこと

が示された．一連の検証は，緻密で論理的に

進められており，今後のマルチクロノロジー

の適用における貢献は大きいと考えられる．

以上のことから，本論文を日本地質学会論文

賞に推薦する．

【日本地質学会小藤文次郎賞】（２件）

受賞者：氏家恒太郎（筑波大学生命環境系）

対 象 論 文 ： U j i i e ,

K.,Tanaka, H., Saito, T.,

Tsutsumi, A., Mori, J.J.,

Kameda, J., Brodsky,

E.E., Chester, F.M.,

Eguchi, N., Toczko,

S.and Expedition 343

and 343T Scientists, 2013, Low coseismic

shear stress on the Tohoku-Oki megathrust

determined from laboratory experiments.

Science, 342, 1211-1214.

氏家恒太郎会員らによる本論文は，2011年

東北地方太平洋沖地震の地震断層を地球深部

探査船「ちきゅう」によって掘り抜いた，統

合深海掘削計画の第343次航海を代表する成

果である．氏家会員らは，プレート境界断層

の破砕帯から採取されたコアの構造地質学的

観察と，同じ試料を用いた高速剪断試験にも

とづいて，海溝付近までプレート境界断層が

変位した今回の地震断層のスリップメカニズ
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【日本地質学会論文賞】（２件）

受賞論文：Kouketsu, Y., Mizukami, T.,

Mori, H., Endo, S., Aoya, M., Hara, H.,

Nakamura, D and Wallis, S., 2014, A new

approach to develop the Raman

carbonaceous material geothermometer

for low-grade metamorphism using peak

width. Island Arc, 23, 33-50.

地殻内部の温度構造は，地殻変動や大陸形

成のプロセスを考える上で重要な基礎情報で

あり，それらを記録している岩石の変成温度

推定とその手法確立は重要な課題である．ラ

マン炭質物温度計は，そのような温度推定方

法の一つとして注目を集めてきた．本論文は，

堆積岩起源変成岩に含まれる炭質物を対象と

し，ラマン分光による比較的簡便，かつ，従

来より正確な中低温での地質温度計を提案し

たものである．分光により得られるラマンス

ペクトルについて，適切なピークの分離手

順・解析法を提案し，その方法を，岩質，時

代，セッティングの異なる堆積岩起源変成岩

に応用した．その結果，150～400℃の範囲内

では，ピーク半値幅が，既知の変成温度と直

線的関係にあることを見出し，従来よりも精

度の高い地質温度計となりうることを示し

た．この手法は，今後，変成作用や地殻内部

構造の解析に広く応用されることが期待され

る．よって，本論文を日本地質学会論文賞に

値するものとして推薦する．

ムの解明を試みた．その結果，スメクタイト

を多く含む破砕物質の存在と，高速すべり時

の間隙水の熱膨張によってプレート境界断層

が弱化するという，これまで提示されていた

描像がこの大地震で実際におきたことを明ら

かにした．そして，巨大災害の発生メカニズ

ムの探求における地質学の役割を明らかにす

る，時宜にかなった論文としてまとめた．こ

れらの理由から，研究を中心となって推進し

た氏家恒太郎会員を小藤文次郎賞に推薦す

る．

受賞者：堤浩之（京都大学大学院理学研究科）

対象論文：Tsutsumi, H., Sato, K.and

Yamaji, A., 2012,

Stability of the regional

stress field in central

Japan during the late

Quaternary inferred

from the stress

inversion of the active

fault data. GeophyscalResearch Letter, 39,

L23303, doi:10.1029/2012GL054094. 

堤　浩之会員らによる本論文は，近畿三角

帯に分布する37の活断層群から得た169にお

よぶ断層データに応力インバージョン法を適

用し，この地域の活断層群の動きがWNW-

ESE方向の一軸水平圧縮に近い応力で説明で

きること，さらにはこの応力が最近十万年以

上にわたって安定であったことを，データに

もとづいて実証的に示した．比較的最近に

なって蓄積が始まった地球物理学的データだ

けでは理解しきれない，数万年間の過去にわ

たる地殻応力を解き明かしたことは，活断層

研究に大きな方向性を示したものといえる．

また，長期的な地殻応力データを供すること

による社会的な貢献も大きいと考えられる．

これらの理由から，研究を中心となって推進

した堤　浩之会員を小藤文次郎賞に推薦す

る．

【日本地質学会研究奨励賞】（１件）

受賞者：越智真人（東建ジオテック株式会社）

対象論文：越智真人・間

宮 隆 裕 ・ 楠 橋 　 直 ，

2014，四国の中新統久

万層群層序の再検討：

“下坂場峠層”と“富重

層”．地質学雑誌，120，

165-179．

中新統久万層群は中央構造線の両側に分布

する最古の地層であり，中央構造線の運動史，

ひいては西南日本の広域テクトニクスを制約

する重要な地層である．対象論文は，地質踏

査をもとに同層群の層序を再検討したもの

で，古典的な岩相記載をベースに幾つかの新

知見を得ている．なかでも，外帯側にだけ分

布する下部始新統ひわだ峠層が，久万層群と

ナップではなく不整合関係にあることを示し

たことは，中期中新世に中央構造線で大規模

な衝上運動があったとする近年の仮説に対し
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ての否定的証拠として，特筆すべき成果とい

える．本論文は地域地質層序を扱いながらも，

実は広範なインパクトを持つと判断される．

これらの成果は地道な地質踏査が実を結んだ

結果であり，その研究スタイルは大いに奨励

されるべきものである．以上の理由から，越

智真人会員を日本地質学会研究奨励賞に推薦

する．

【日本地質学会功労賞】（１件）

受賞者：大山次男（東北大学理学部技術部）

功労業績：岩石研磨薄片

技術の高度化

大山次男氏は，1967年

4月に東北大学理学部岩

石鉱物鉱床学教室（現東

北大学理学部地球惑星物

質科学科）の薄片室に採

用されて以来，2010年3月に定年退職するま

での43年間，岩石薄片の作製とその技術の高

度化に尽力した．退職後も，その薄片作製の

技術力を後進に伝承するべく，再雇用職員お

よび非常勤職員として，現役で活躍中である．

この間，2001年には文部科学大臣表彰創意工

夫功労者賞を受賞した．また2006年には，日

本岩石鉱物特殊技術研究会（現日本薄片研磨

片技術研究会）の会長職に就任し，日本全国

の薄片研磨技術職員を統括し，各地で薄片技

術に関するセミナーや研究会を立ち上げた．

このような取り組みによって，日本の地質学

や地球科学系学科の全国的な薄片技術の基礎

力アップに貢献した．

大山氏は強い科学的探究心も有し，薄片作

製の傍ら地球科学に関する専門知識の習得に

も努め，1998年には仙台市太白山の輝石安山

岩中の晶洞に産するクリストバライトに関す

る学術論文を発表した．同論文では，晶洞に

産する石英について，薄片観察・電子顕微鏡

観察・X線回折を通してクリストバライトで

あることを見出し，安山岩固結後に揮発成分

か高温流体が貫入し，そこからクリストバラ

イトが結晶成長したことを証明した．

大山氏は岩石薄片作製を通して，日本にお

ける地質学研究を支えてきただけでなく，教

育にも大きな貢献を果たした．東北大学が輩

出した多くの研究者・技術者・教育者が，大

山氏の熱意ある献身的作業により，研究を大

きく進展させることができた．

以上のように，大山次男氏の地質学の研

究・教育に対する貢献は極めて大きく，まさ

に縁の下の力持ちという存在と評価される．

この貢献は日本地質学会の功労賞に値するも

のと考え，同賞に推薦する．

【日本地質学会表彰】（１件）

受賞者：白尾元理（写真家）

表彰業績：ジオフォト文

化の先駆と発展，その科

学的メッセージの発信

白尾元理会員は，地質

をモチーフとして活躍す

る写真家であり，ジオ

フォトという新しい写真

文化を開拓してきた第一人者である．これま

でに国内はもとより世界各国の美しい地質を

テーマとした作品を数多く発表している．卓

越した写真センスと地質学的視点とを組み合

わせた作品は，芸術性ばかりでなく学術的な

評価も高く，教科書などにも広く採用されて

いる．また，「新版日本列島の20億年景観50

選」，「写真でみる火山の自然史」，「火山とク

レーターを旅する―地球ウォッチング紀行」

など，美しい写真作品とわかりやすい地質解

説とを組み合わせた優れた著書を数多く出版

し，地質学の教育と普及に大きく貢献してい

る．とりわけ2012年に出版された「地球全史

写真が語る46億年の奇跡」は，世界数十ヶ国

の地質風景とその背景となる科学的解説とを

マッチさせて地球全史を紹介する画期的な出

版物であり，児童・生徒から地質の専門家ま

で幅広い読者層を魅了させる歴史的な業績と

言えよう．

また白尾会員は，日本地質学会の広報誌ジ

オルジュの表紙とカバーストーリーに素晴ら

しい作品を創刊以来提供し続けている．白尾

会員の美しい作品は，ジオルジュの「顔」と

して同誌のクオリティを引き上げたばかりで

なく，地質の美しさをもって地質学のイメー

ジを一新するものである．また白尾会員は，

日本地質学会が主催する惑星地球フォトコン

テストの審査委員長をコンテスト初回から現

在まで務め，コンテストの発展にも貢献して

きた．そのおかげで，会員のみならずプロ・

アマチュアを含む数百名のネイチャーフォト

グラファーが腕を競うジオフォト最高峰のコ

ンテストに成長しつつある．コンテストの表

彰式では，入賞作品を講評し，撮影者を激励

することで，この分野の発展に尽している．

入賞作品は全国の自然博物館などに展示さ

れ，新しい写真文化の創造に役立っている．

以上のように，写真作品を通じてジオの美

しさと，その背景にある科学的メッセージを

伝え，地質学のイメージを一新する白尾元理

会員の業績は日本地質学会表彰に相応しく，

ここに推薦する．
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長野大会ニュース 日本地質学会第122年学術大会（長野大会）

事前参加登録受付中です

日本地質学会第122年学術大会（長野大会：９月11日～13日）
の事前参加登録のお申込を受付中です．今年もたくさんの参加
をお待ちしています．

◆事前参加登録：８/18（火）締切［※巡検のみ：８/７
（金）締切］

演題登録と事前参加登録は，それぞれ別のお申し込みです．
演題登録済でも，締切までに事前参加登録を行わない場合は，
当日受付の扱いとなります．事前と当日とでは参加登録費が異
なりますので，ご注意ください．

◆講演要旨集は事前予約をお願いします
参加登録費が発生する方（正会員や院生割引会費適用正会員

等）には，必ず講演要旨集が付きますが，参加登録費が０円の
方（非会員招待講演者，名誉会員，50年会員，学部学生割引会
費適用正会員等）には要旨集は付きません．要旨集の当日販売
もありますが，ここ数年，当日販売分が売り切れてしまうこと
が多く，購入いただけないケースもあります．参加を予定され
ているかたや要旨集を購入希望のかたは，事前参加登録または
要旨集の予約購入申込をお願いいたします．

◆事前参加登録（振込）の方は，お早めにご入金下さい
事前登録者へは，大会前に予約確認書，クーポン（懇親会と

お弁当の申込者のみ）等を発送します．発送時点で入金確認が
取れていない場合は，未入金と記載した確認書のみをお送りし
ます（参加登録費は当日受付の金額に変更になります）．期日
までにご入金をお願い致します．

宿泊の手配はお早めに

長野大会期間中，長野市内では他学協会のイベント等が多数
予定されています．すでに宿泊予約は混み合っているようです，
早めの手配をお勧め致します．地質学会では，近年学会を通じ
ての宿泊・交通手配の斡旋を行っていません．宿泊や交通につ
いては，各自で手配をお願い致します．大会HPに「宿泊予約

（日本旅行のサイト）」をご紹介しています．参考にして下さい．

緊急展示の申込について

緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するため
に，災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介などの「緊
急展示コーナー」を設けます．ポスター展示を希望する方は，
８月31日（月）までに次の内容を下記申込先にご連絡ください．
緊急展示は，正式な学会発表と同じく，コアタイムの時間帯が
設けられ，優秀ポスター賞の審査対象となります．また他の要
旨と同様に大会後J-STAGE上で公開されます．発表における１
人１題の制約は及びません．コアタイムの日程については著者
希望を優先します（ただし既にセッションでポスター発表を予
定されている場合は，同日でのコアタイムは設定できません）．

１）発表要旨PDF（ニュース誌５月号参照） ２）緊急展示の
必要性　３）発表代表者と連絡先　４）希望枚数（１枚：幅
90×210cm） ５）コアタイムの日程希望など展示に関わる要
望（２～５の様式は自由）

実行委員会は行事委員会と協議し，可否の判断を致します．
希望にはできるだけ応えるようにしますが，展示方法等につい
ては実行委員会の指示に従ってください．

申込先：<main@geosociety.jp>

↓長野大会HPはコチラ↓
http://www.geosociety.jp/nagano/content0001.html
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地球科学入門・土木地質学・地球変動学・

地球科学実験など

応募資格：（1）博士の学位を有する方（2）

応用地球科学分野・地質学分野の講義・実

験・実習等を担当でき，フィールド教育

（野外実習や野外巡検等）に熱意をもって取

り組める方．（3）理学部地球圏システム科

学科ではJABEE（日本技術者教育認定機構）

認定プログラムに基づき教育を実施してお

ります．当学科の現スタッフと協調して，

このプログラムに沿って高度技術者となり

うる人材の養成に積極的に取り組める方．

任期：准教授または講師で採用の場合は任期

なし．助教で採用の場合は任期５年（審査

により５年の再任１回可）

着任時期：平成28年４月１日

応募締切：平成27年10月16日（金）（必着）

問合せ先：坂口有人

TEL：083-933-5764

E-mail：arito@yamaguchi-u.ac.jp

http://www.sci.yamaguchi-u.ac.jp/sci/

jobs/geo_koubo_20150604.pdf

民間企業のご経験等を活用して，国の技術行政

に携わり，ご活躍いただく方を求めています！

募集機関：農林水産省（人事院）

募集ポスト：係長級（国家公務員総合職技術系）

募集人数：総合職技術系全体で若干名（昨年

度は地質工学系で２名，農学系で１名採用）

地質工学系の職務内容：農業農村整備事業の

地質・地下水に関する調査・指導業務

採用時期：原則平成28年４月

応募資格：地球科学，化学，生物学，薬学，

農芸化学，農学，農業経済，畜産，水産又

は農業農村工学に関する課程を修めて大学

等を卒業または修了し，民間企業，官公庁，

国際機関等における職務経験が，平成27年

８月１日現在で通算４年以上となる者

募集期間：平成27年８月７日～20日

詳細URL：http://www.maff.go.jp/j/joinus/

recruit/keiken/1gi.html（農林水産省採用

案内・経験者採用）

ご関心をお持ちの方は，ウェブサイト情報に

ご注目ください．

大学・大学院の新卒者を対象とした職員募

集は，国家公務員総合職採用試験にて毎年実

施しています．

１．公募人員：教授または准教授 １名

２．公募分野：地球資源あるいはエネルギー

資源に関する工学

３．期待する人材：本専攻では，人間‐自

東京大学大学院工学系研究科
システム創成学専攻専任教員公募

農林水産省経験者採用試験
（係長級（技術））のお知らせ

隠岐世界ジオパーク推進協議会では，隠岐

とジオパークに関わる分野を問わない科学的

研究の成果を広く募集し，その成果を地域内

に広める方法の一つとして，研究大賞の設定

と募集を平成26年度より開始いたしました．

平成27年度も昨年度に引き続き募集いたしま

す．多くの方のご応募をお待ちしております．

Ⅰ　応募対象研究：下記の３項のいずれかに

該当するものとします．

（1）研究対象として，主に隠岐世界ジオ

パークエリア内の物事を扱う研究

（2）ジオパークを用いた隠岐地域の持続可

能な社会づくりに資する研究

（3）隠岐世界ジオパークを用いた，国内外

のジオパーク活動に資する研究

Ⅱ　応募資格：不問（年齢，国籍等を問いま

せん）

Ⅲ　応募時期：

（1）エントリー受付：平成27年６月４日

（木）～10月30日（金）＊当日消印有効

（2）論文の提出期限：平成28年２月29日

（月）＊当日消印有効

Ⅳ　賞金：

隠岐世界ジオパーク大賞　30万円　１名

隠岐世界ジオパーク賞　　５万円　２名

＜問い合わせ先＞

隠岐世界ジオパーク推進協議会　事務局

〒685-8601 島根県隠岐郡隠岐の島町港町塩

口24番地

TEL：08512-3-1321 FAX：08512-3-1322

E-mail：info@oki-geopark.jp

http://www.oki-geopark.jp/information/

2015/06/04-1451.php

平成27年度「隠岐世界
ジオパーク学術研究論文」募集

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．

教員・職員公募等の求人ニュ

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

１．機関：岡山理科大学

２．職種：教授又は准教授　１名

３．所属：自然科学研究所

４．専門分野：地質年代学（放射年代，ESR

年代，ルミネッセンス年代など岩石・鉱物に

基づく年代測定分野）

５．担当科目　学部科目：地学基礎論Ⅰ，地

学基礎論Ⅱ，特別研究など

大学院科目：地球惑星科学特論，地球物

性特別研究など

６．応募条件：

（1）博士の学位を有し，研究・教育に対して

十分な能力と熱意のある方（2）国際的な研

究・教育実績のある方（3）外部資金を獲得

し研究を強力に推進できる方（4）着任の時

点において満年齢55歳以下である方

７．着任予定日：平成28年４月１日

８．提出書類：

（1）履歴書（写真添付）（2）教員資格申請書

（様式１～様式７）．フォーマットは下記

URLからダウンロードしてお使い下さい．

<http://www.ous.ac.jp/boshuu/rigakubu_d

bc.html>（3）主要論文（３編）の別刷り，

及びその解説．（4）応募者について照会可能

な方２名の氏名と連絡先．

９．応募期限：平成27年９月18日（金）必着

10．書類送付先：

〒700-0005 岡山市北区理大町１－１

岡山理科大学　自然科学研究所

所長　西戸裕嗣

E-mail：nishido@rins.ous.ac.jp

Tel：086-256-9406（研究室直通）

Fax：086-256-8455（学科事務室）

11．問い合わせ先：同上

公募人員：准教授，講師または助教１名

所属：山口大学大学院創成科学研究科（平成

28年４月設置予定）地球圏生命物質科学系

学域地球科学分野（名称は変更の可能性が

あります）

専門分野：地球科学，とくに応用地球科学分

野・地質学分野

担当教育：共通教育科目，理学部・地球圏シ

ステム科学科の科目，大学院専門科目

山口大学理学部地球圏システム
科学科教員公募

岡山理科大学自然科学研究所
教員（教授又は准教授）募集
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公募結果

千葉大学大学院理学研究科地球生命圏科

学専攻地球科学コース，テニュアトラッ

ク特任助教

澤井みち代（平成27年７月１日付着任）

沿革：1929年（昭和４年）に朝日新聞創刊50

周年記念事業として創設しました．一時，文

化，福祉，体育の３部門に分かれていました

が1975年度に「朝日賞」を総合賞とし，「朝

日社会福祉賞」，「朝日体育賞」（現在のス

ポーツ賞）を独立させました．1992年（平成

４年）に朝日新聞文化財団が授賞事業を引き

継ぎました．受賞者のなかから後年，ノーベ

ル賞や文化勲章を受けられた方も多く出てい

ます．第１回以来の受賞者は合わせて454人

と27団体になります．（2014年度現在）

対象：学術，芸術などの分野で傑出した業績

をあげ，わが国の文化，社会の発展，向上に

多大の貢献をされた個人または団体に贈りま

す．原則として年度賞とし，毎年１月から12

月までの業績を対象とします．長年にわたる

業績に対してお贈りすることもあります．

推薦書は８月25日（火）までに，所定様式送

付となりますので，推薦を希望される方は８

月20日（木）までに，執行理事会宛にご連絡

下さい．

推薦票は下記URLからダウンロードでき

ますが，パスワードが必要です．希望される

方は学会事務局までお問い合わせ下さい．

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

hi/suisen

問い合わせ先：

朝日新聞社CSR推進部「朝日賞」事務局

〒104-8001 東京都中央区築地５-３-１

TEL 03-5540-7453 FAX 03-3541-8999

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

hi/

１．東レ科学技術賞

候補者の対象：（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

科学技術賞：１件につき，賞状，金メダルお

よび賞金500万円（２件以内）

締切：平成27年10月９日（金）必着（学会締

切：８月31日）

平成27年度（第56回）東レ
科学技術賞および東レ科学技術

研究助成の候補者推薦

「朝日賞」候補者推薦依頼

各賞・
研究助成

日本地質学会に寄せられ

た候補者の募集・推薦依

頼等をご案内いたしま

す．

２．東レ科学技術研究助成

候補者の対象：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．

申請の基となった研究が海外で行われていて

も差し支えありません．

研究助成金：総額１億３千万円．１件３千万

円程度まで10件程度とします．

締切：平成27年10月９日（金）必着（学会締

切：８月31日）

＊推薦をご希望の方は，上記学会締切までに

執行理事会宛に応募書類をお送り下さい．

＊各推薦書要旨は，ホームページからもダウ

ンロードできます．

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

問い合わせ先　公益財団法人東レ科学振興会

〒103-0021

東京都中央区日本橋本石町３丁目３番16号

Tel：（03）6262-1655・1656

Fax：（03）6262-1901

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

「女性科学者に明るい未来をの会」は，「女性

科学者のおかれている状況の暗さの中に，一

条の光を投じ，いくらかでも彼女らを励まし，

自然科学の発展に貢献できるように支援す

る」という願いをこめ，1980年に創立されま

した．この創立の趣旨を継承し，当会は，毎

年，自然科学の分野で顕著な業績を収めた女

性科学者に賞（猿橋賞）を贈呈しています．

１．本賞は自然科学の分野で，「創立の趣旨

に沿った」優れた研究業績を収めている女

性科学者（ただし，下記の推薦締切日で50

才未満）に贈呈します．

２．本賞は賞状とし，副賞として賞金（30万

円）を添えます．

３．本賞の贈呈は，１年１件（１名）です．

４．推薦書類はこのホームページからダウン

ロードしてA４用紙に印刷，記入して下さ

い．①推薦者（個人・団体，自薦も可）・

受賞候補者の略歴，推薦対象となる研究題

目および　②推薦理由（800字程度），③

主な業績リスト（指定は１頁です．やむを

得ない場合でも追加は１頁までです）を記

入して，主な論文別刷５編程度（２部ずつ，

コピーも可）を添え，７．の送付先までお

送り下さい．

５．締切：2015年11月30日（必着）です．

６．第36回の猿橋賞贈呈式は，2016年５月，

東京において行う予定です．

７．推薦書類送付先：

第36回猿橋賞の推薦

然‐人工物をとりまく現代社会が直面する

様々な問題を解決するために，システム思考

的アプローチにより工学知を統合し，自然や

社会と調和のとれた新しいシステムを創出す

るための原理と方法論に関する教育と研究を

展開している．

本公募では，地球資源あるいはエネルギー

資源に関する工学について実績のある人材，

あるいは地球資源・エネルギー資源に関する

工学において革新的なシステムを構築するこ

とに積極的に挑戦する人材を募集する．ここ

で，地球資源・エネルギー資源とは，在来型

や未利用資源に限らず，物質としての実体が

あるものを幅広く資源としてとらえるものと

する．

４．応募資格：上記研究分野で先進的な研究

を行い，教育に意欲があり，博士の学位を有

する者

５．着任予定日：決定後できるだけ早い時期

６．提出書類（正１部，副４部の合計５部を

提出すること．副はコピーで可）

（a）履歴書（学歴および職歴）

（b）今までの研究概要（約2,000字）

（c）研究・教育に対する抱負（約2,000字）

（d）研究業績リスト（原著論文，国際会議

論文，総説・解説，著書，国内外学会に

おける招待講演，特許，受賞等に分けて

記載のこと）

（e）外部資金獲得状況，その他参考となる

実績（新聞発表，学会活動，社会貢献等）

（f）主要論文別刷またはコピー５編

（g）参考意見を伺える方2名の氏名・連絡

先・応募者との関係

７．公募締切：平成27年９月15日（火）（消

印有効）

８．書類提出先・問い合わせ先：

〒113-8656 東京都文京区本郷７-３-１

東京大学大学院工学系研究科システム創成学

専攻

専攻長 加藤 泰浩

E-mail：ykato@sys.t.u-tokyo.ac.jp

（封筒の表に「教員公募関係」と朱書きし，

書留で郵送のこと）
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紹　介

日本列島では
原発も「地層処分」も
不可能という地質学的根拠

土井和巳著

合同出版，2014年10月10日第１刷，150p.,

¥2,000+税，ISBN978-4-7726-1213-5 C0044

この本は，日本列島が活発な地殻変動を

行っている変動帯であることから，原子力発

電も「地層処分」も不可能であるということ

を，地質学的事実と著者の原子力や放射性廃

棄物に関する経験と知識に基づいて解説した

本である．よくこなれた文章と平易な言葉で

読みやすく書かれており，私は１時間半で読

み終えた．末尾に詳しい用語解説が30ページ

もついていて，この分野に不案内な一般読者

への配慮が行き届いている．著者は私が生ま

れた年に東京教育大学理学部地質鉱物学科を

ご卒業とのことなので，現在80歳を越えてい

らっしゃると思われる．原子燃料公社，動力

炉・核燃料開発事業団，地質コンサルタント

などでの勤務経験をもち，198 0年代に

OECD/NEA放射性廃棄物管理委員会の委員

も務められ，本書のカバーや表紙の著者名に

は日本原子力研究開発機構（JAEA）元主任

研究員の肩書があって，文句なく「原子力の

専門家」である．一方，著者はご自身を「地

質屋」と規定し（p. 94），本書の標題にも

「地質学」とあるが，日本地質学会の最近の

会員名簿にはお名前がない．

ご高齢の著者なのでやむを得ないのかもし

れないが，この本に書かれている地質学の知

識は，ほとんど1970年代までのものであり，

最近の地質学の進歩が反映されていない．例

えば，第四紀は2009年に時代範囲が改められ，

現在では260万年前以後とされているが，本

書では170万年前以後となっている（p. 46，

92，136）．日本の地学の教科書では，前カン

ブリア時代とは表記せず，先カンブリア時代

を用いる（p. 45，126，135）．最近は津浪と

書かずに津波と書き，貞観は「じょうかん」

ではなく「じょうがん」と読むのが一般的で

ある（p. 71）．第三紀という地質時代区分も

廃止されて久しいが，本書では昔のまま使わ

れている（p. 80，136）．溶結凝灰岩の多く

は，堆積してから再溶融された凝灰岩ではな

く，高温の火砕流堆積物が圧密されながら固

結したものである（p. 146）．混成岩（ミグ

マタイト）の成因は様々であろうが，混成岩

を掘り抜いた地層処分用のトンネルの壁に亀

裂がほとんど見られないということを根拠と

して「混成作用そのものも長期間安定した環

境のなかで行われた」（p. 77）と推論するこ

とは地質学的に正しくないと思う．「ヒマラ

ヤ山脈やヨーロッパ・アルプスの山々などは

褶曲現象によって形成された」（p. 134）と

いうのもプレート・テクトニクス以前の考え

方である．日本の各岩石の分布面積（p. 79，

80，138）も，1978年の100万分の１地質図第

２版ではなく，付加体地質学の枠組みを採用

した1992年の同第３版の数値データに基づ

く，より正確な値が公表されている（村田・

鹿野（1995）地質ニュース，493，26-29）．

「理科年表」は便利な本だが，「専門家」が使

う場合は注意を要する．

本書には，地質学以外の知識や用語にもか

なり誤りがある．63番元素はユーロビウムで

はなくユーロピウム，89番元素はアクネチウ

ムではなくアクチニウム，91番元素はプルト

アクチニウムではなくプロトアクチニウムで

ある（p. ４，143）．「研究者たちによると太

陽の表面では常に核融合現象が起こっている

との推測があり」（p. 111）と書いてあるが，

核融合反応が太陽の深部で起こっていること

は異論がないところであろう．半減期の用語

解説（p. 142）で，「放射能の減衰は放物線

状に，当初は急速に，やがて少しずつ減衰し

てゆく」とあるが，これは放物線状（例えば

y=x^（１/２））ではなく時間とともに指数

関数的（例えばy=（１/２）^x）に減少する．

放射能のキュリー（Ci）という単位は「単位

時間で放出される粒子の数」（p. 145）では

なく，「単位時間の崩壊（壊変）数」を表す．

必ずα粒子（ヘリウム原子核）やβ粒子（電

子，陽電子）を出すわけではなく，γ線（光

子）だけが出る場合もある．１Ciはラジウム

１gが持つ強い放射能であり，単位として大

きすぎて不便なので，最近は1秒間に１回の

壊変に相当するBq（ベクレル）を用いるこ

とが多い（１Ci=3.7x10^10Bq）．

本書冒頭の「はしがきにかえて」では，

「わが国では原子力発電の開始以来放射性廃

棄物の処分，とりわけ高レベル放射性廃棄物

の処分については原子力開発の当初から議論

には登場するが，実際の検討は一歩も進めず，

解決の目途もつけられずに現在に至ってい

る．わが半生をかけて伴走した「原子力」が

今の有様のまま立ち往生するのは痛恨の極み

であり，贖罪の一片として本書の筆をとるこ

ととした」とある．「あとがきにかえて」で

は，この地殻変動の激しい，地層処分も不可

能な日本列島で，原発再稼働を進めるのは

「後は野となれ山となれ」主義で無責任であ

り，再稼働は阻止すべきだと述べている．し

かし，この本の最後の第６章「原子力発電，

これからどうすべきか」はわずか３ページで

あり，放射性廃棄物の処分を具体的にどうし

たらよいのかについても，第5章で1970年代

に米国の原子力委員会がまとめた提案を紹介

するだけで，日本の状況に即した現実的な案

は示されていない．

地層処分の原語はgeological disposalであ

り，直訳すれば「地質学的廃棄」になる．

我々地質研究者には，「今の有様」を乗り越

えて未来の世代に迷惑をかけないようにする

責任がある．後が野や山になるだけならまだ

よいが，狩猟も農耕もできない，立ち入るこ

とさえできない不毛の土地になるのは困る．

原子力利用を推進していた人が今になって再

稼働阻止と言うだけでは何も解決せず，原子

力関係者に任せておいたのが間違いだったと

いうことが明白になるだけである．損な役回

りではあるが，原子力に関する問題の解決に

ついては，いろいろな面で我々地質研究者に

お鉢が回ってきている．原子力施設の地盤評

価では10万年以上前からの変動が問題にな

り，放射性廃棄物の処分では10万年以上後ま

での安定性が必要とされる．こうした長い時

間スケールにおいて，科学的根拠と具体的見

通しをもって判断ができるのは，地質研究者

しかいない．我々がこの問題に真剣に取り組

み，何らかの解決策を提示できなければ，い

ずれ「地質屋処分」，「地質学廃棄」というこ

とになると思われる．「勉強不足」，「専門外」，

「想定外」といった言い訳はもう通用しない．

この本を読むと，この問題を「専門家」に任

せておくわけには行かない，自分たちで考え

行動しなければ，ということが痛切に感じら

れる．しかし一方で，本書のハリソン・レ

ポート，海洋底処分計画，スイスのグリムゼ

ル試験場などに関する記述には，長年にわた

りこの問題に深く関わってきた著者ならでは

の知識と経験が生きているように感じる．一

読をお勧めする． （石渡　明）

〒270-1147 千葉県我孫子市若松165-５

女性科学者に明るい未来をの会

http://www.saruhashi.net/index.html



グマをもたらすものとされる．これに基づき，

本書ではハワイ等の海山列タイプの地質体は

LIPsから除外されてしまう．噴出するマグ

マ量が定義の決め手である以上，保存性の悪

い古い時代のLIPsは認定そのものが困難と

なる．ここでは211個のLIPsがリストアップ

されている．日本列島関連では，オホーツク

海～北海道中軸帯の一部が空知・オホーツク

海台として含まれる．３章（大陸洪水玄武岩

と火山性リフト大陸縁）と４章（海洋性

LIPs）では典型的なLIPsが解説される．中

生代以降の大陸性の洪水玄武岩として，最も

若いコロンビア川台地など８個が個別に記載

され，保存の不完全な500 Ma以前のものも

紹介される．海台としては，最大のLIPであ

るオントンジャバなど３個の記載のほか，ナ

ウル海盆（海盆型洪水玄武岩），海洋拡大に

より分裂した巨大海台の復元，北米ランゲリ

アなどの付加した海台なども扱われる．５章

（LIPsのマグマ供給系）では，巨大岩脈群や

層状貫入岩体とLIPsの関連が述べられ，そ

れらの位置づけが明らかとなる．古い時代の

LIPsでは，浅所の噴出岩が削剥などで除か

れ岩脈，岩床，層状貫入岩体が現れるため，

マグマ供給系の仕組みや形状が明らかとな

る．有名なカルー・ドレライト岩床群（180

Ma），ブッシュフェルト岩体（2060 Ma），

グレートダイク岩体（2575 Ma）などが記載

され，LIPマグマの下部地殻過程が議論され

る．６章（始生代LIPs）では，カープバー

ルなどのクラトンの緑色岩帯が個々に述べら

れ，そのLIPsとしての性格が議論される．

コマチアイトの存在意義などから，始生代の

LIPsの特徴がまとめられる．７章（惑星

LIPs）では，今までに蓄積されている太陽

系天体探査の結果に基づき，火星，金星，水

星の地球型惑星や，月などの衛星における

LIP級のマグマ活動の可能性を論じている．

８章（高シリカ質LIPs）では，通常のLIPs

（マフィックマグマが主体）と異なり，高シ

リカ質（珪長質）マグマによるもの（SLIPs）

が紹介される．沈み込みとは無関係のイグニ

ンブライトを主とする地質体で，LIPsの定

義を満たすものである．LIP級のマフィック

マグマの底付けによる下部地殻の大規模な溶

融によるものとされ，通常のLIP活動に伴う

オントンジャバ海台に関連してオーストラリ

ア・プレート縁に形成された，ウィットサン

デイ（Whitsunday）SLIP が好例である．９

章（カーボナタイト，キンバーライト，ラン

プロファイアとの関連）では，LIPsを形成

したマントル・プルームの末端的活動の産物

としてのカーボナタイト，キンバーライトそ

の他のアルカリに富むマグマの活動が述べら

れる．10章（LIPsの地球化学）ではLIPsを

形成するマグマの地球化学的特徴が述べられ

る．基本的にはプレート内マグマであるが，

大陸性のLIPsでは地殻物質の混染の影響に

より多様化する．海台では，沈み込んだ地殻

物質等によるマントル物質そのものの化学的

不均質性を反映したマグマの多様性が認めら
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Large Igneous Provinces

Richard E. Ernst著

Cambridge University Press, 2014年11月

発行，B5版，653ページ（ハードバック），

定価＄130，ISNB 978-0-521-87177-8

R. E. Ernst（カナダ，カールトン大学）著

のLarge Igneous Provinces（LIPs；巨大火

成岩岩石区）が刊行された．“Large Igneous

Province”という概念（用語）はM. F.

CoffinとO. Eldholmにより1991年に提唱され

たものであり，その研究史は長いとは言えな

い．著者のErnstは1990年代の前半，すなわ

ちLIPs研究史のごく初期から，カナダやロ

シアにおいて巨大岩脈群などの大規模なマン

トル・プルームに伴う火成岩体の調査を精力

的に行い，顕著な成果を出し続けている

LIPs研究の泰斗である．LIPsの活動は，し

ばしば地球史における大事件として印されて

おり，その重要性ゆえに地球科学の様々な分

野において研究され，膨大な情報が蓄積され

ている．一方，我々はLIPsに関する適当な

単行本がない不便を託（かこ）って来た．そ

の意味で，本著の登場はまさに待望されたも

のと言える．評者は，2015年4月の国際学会

で本書の内容に沿ったErnst氏の基調講演を

聞き，その包括的な内容に感銘を受けた．そ

の後Ernst氏と議論をし，本書の日本での紹

介を決心した．

本書は，著者自身の成果および文献からの

情報をまとめた653ページよりなる大著であ

り，16の章より成り立っている．１章（導

入・定義・一般的性質）と２章（LIP識別の

基準）により，定義や研究史が説き起こされ，

その一般的性質が議論される．LIPsは，そ

の関与したマグマはプレート内的で，限られ

た時間（多くは１～５Ma以下，最大50 Ma

まで）・地域に，大量（＞ 0.1 Mkm3）のマ

れる．11章（LIPs，リフト帯形成および超

大陸サイクル）では，LIPs活動と，大陸の

リフティングおよび大陸分裂との関連が語ら

れる．一見古典的なテーマであるが，年代測

定の進歩により議論が精密化した．12章

（LIPsと地形変動）では，LIPs活動により広

域的なドーム状の高まりが紹介される．不思

議な事に，表面的な火成活動終了後にも地形

的上昇が続くらしい．これは深部での火成岩

の継続的な底付けによるものとされている．

13章（LIPsと圧縮構造との関連）では，前

章の地形的盛上りに伴う低角断層による局所

的短縮から，LIPs活動によるより広域的な

変形，新しい島弧形成，オフィオライトへい

入等が述べられる．14章（LIPsと環境変動

およびカタストロフ）では，LIPs活動によ

るグローバルでカタストロフィックな環境・

生物圏へのインパクトがまとめられている．

15章（LIPsの起源）では，今や定説となっ

たLIPs形成の原因とされる巨大マントル・

プルーム活動が様々なデータから改めて解説

される．そして最終の16章（LIPsと鉱物・

炭化水素・水資源）では，LIPsの熱源およ

び元素源としての側面が照らされ，鉱床の形

成や炭化水素の成熟が議論される．

章立ても自然であり全体として読みやすい

構成となっている．欲を言えば，惑星進化に

おけるLIPs形成の役割やLIPsの深部（下部

地殻～上部マントル）構造などをもう少し詳

しく組織的に議論して欲しかった．また，海

台（海洋性LIPs）解明における深海掘削の

役割にもう少し言及して欲しかった．本書は

高品質の248図，39表を含むほか，各章末に

は短い要約があり，LIPsについての最新の

情報を能率よく理解できるような工夫がされ

ている．本書の巻末には96ページ，1600弱に

及ぶ関連文献があげられており読者には便利

である．やや高価ではあるが，幅広い分野の

研究および教育に有用であり，会員に是非一

読を勧めたい．

（荒井章司）



や視点は，実際にジオパークをじっくり巡り

たい人がこの本を持って巡ることを想定し，

ストーリーの順序と周遊性を鑑みて構成され

ている．紹介されるジオパークは11ヶ所で，

中部地方から南アルプス（中央構造線エリ

ア）・糸魚川，佐渡・白山手取川・恐竜渓谷

ふくい勝山・立山黒部，近畿中国地方から南

紀熊野・山陰海岸・隠岐，四国地方から室

戸・四国西予のそれぞれの，地質地形や生態，

考古，文化的な背景に基づいている．また，

ジオパーク毎のテーマは，ジオストーリーに

合わせて新たに再考されている．例えば，糸

魚川：「奴奈川姫伝説からたどる大地の多様

性が育んだ人々の暮らし」，山陰海岸：「日

本海形成に伴う多様な地形・地質・風土と

人々の暮らし」，隠岐：「離れているからこ

そ見える大地とのつながり」室戸：「隆起し

つづける大地とともに生きる人々」となって

いる．ユニークだったのは，室戸のSTOP１

「海成段丘上の土地利用の違い」である．『サ

ツマイモを栽培する人の「語り」から～２人

の栽培状況はなぜ生じたのか～』と題して，

実際の農業従事者のインタビューに基づくス

トーリーから始まっているのだ．もしかする

と筆者は，ジオサイトで地域住民に話しかけ

ることを推奨しているのかもしれない．いず

れにせよ，自然と人の歴史はシームレスであ

り，普段の暮らしと自然現象との関係性もジ

オストーリーに含まれているというスタンス

で一貫している．

ジオストーリーを強調するジオパークは日

本のジオパークの特徴という意見もある．そ

れは，日本人が地震や火山に翻弄されながら

も，恵みを受け取りながら生活してきた地域

だからであろう．本書はそのジオストーリー

に着目しており，地質や地形に関心を持ち始

めた方，地質地形と人の暮らしの関係につい

て学びたい方，これからジオパークに出かけ

る計画を立てている方を対象とし，ジオパー

クのみならず地質地形と日本人の暮らしの関

わりについて新たな視点を与えてくれる良著

である．今後，「シリーズ大地の公園」とし

て他の地域のジオストーリーも発行される予

定で，全シリーズを集めたくなる一冊である．

（柴田伊廣）
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地質地形を保全し教育・研究・観光等に活

用するジオパークは急増しており，2015年７

月時点で日本ジオパークは36地域，このうち

世界ジオパークは7地域となった．ジオパー

クを訪れると，パンフレットや地図などが整

えられており，地質地形等に関するトレーニ

ングを受けたガイドによるツアーを体験する

ことが可能だ．地域はツアーや教育による地

域再生に，研究者は大地の変動を記録する資

源に光が当たることに，それぞれジオパーク

の将来性に期待を寄せている．

本書は，ジオパークの本当の面白さが詰

まった，各地のジオパーク専門員達からのプ

レゼントだ．ジオパークには学術的な価値が

認められている地形地質のみならず，地質地

形と関連がある自然や文化的資源を保全対象

（ジオサイト）として環境整備する．ガイド

の育成や看板やインフォメーション施設の整

備などは環境整備の一つである．そして訪問

者は，地域資源とその地質学的な背景を学び

楽しむことができる．その鍵となるのが，本

書が定義するジオストーリー＝「地形や地質，

土壌，生態系，水循環，文化，歴史などの，

様々なことがらのつながりを示した物語」だ．

本書には，地域に滞在して住民の知恵を借り

ながら研究を続けているジオパーク専門員だ

からこそ紹介できるジオストーリーがフィー

ルドガイドとしてまとめられている．

多様な分野を取り扱うジオパークの紹介

は，現在もなお試行錯誤が続いている．単に

学術的な価値を並べたとしても，訪問者にそ

の重要性は伝わり辛い．かといって，学術的

な記載を避けると，地質と他の自然や文化と

の関連についての紹介は深い部分にまで踏み

込めず，情緒的な表現で終わってしまう．地

質学会員の方々の中には，各地のジオパーク

が発行するパンフレットからの情報では，

少々もの足らないことがあったのではないだ

ろうか．本書は，地形図，地質図など一般用

に配布される媒体での使用を避けているコン

テンツや専門用語をむしろ積極的に使用し，

分かりやすくジオストーリーを記した意欲的

でかつ生真面目な書籍である．

これまでのジオパーク関連書籍と比べて工

夫されていた構成は以下の５点であろう．①

中部・近畿・中国・四国地方に分けて，それ

ぞれの地質や自然環境の概要を紹介している

こと．②個々のジオパーク内の見所と地質年

代表との関係をジオヒストリーとして頁下部

に標記していること．③紹介した地点の緯度

経度座標や地形図が紹介されていること．④

鳥瞰図・地形図・地質図などの図面が使用さ

れていること．⑤ジオパーク専門員や深い関

わりのある研究者からのメッセージが紹介さ

れていること．これまで詳しく紹介されてこ

なかった，そのジオサイトの位置，普段の暮

らしと地質地形の関係，地質学的な意味や視

点，ジオパーク間の相違点やなどが分かりや

すくなるように構成されているのだ．大学等

で一定の専門教育を受けないと，ジオパーク

を楽しめないのではというイメージを打破す

るのが本書であろう．

個別のジオパークの項目で紹介される見所

シリーズ　大地の公園
中部・近畿・中国・四国

のジオパーク

目代邦康，柚洞一央，
新名阿津子　編

古今書院，2015年６月12日発行，A５版，

160ページ，定価　2,600円（税抜），ISBN

9784772252829
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は，御所浦島で採集されたアンモナイト・イノセラムス・その
他の貝など，県内外で採取された多くの貴重な化石が展示され
た．また熊本市立博物館と熊本県博物館ネットワークの展示で
は，熊本県で産する岩石・鉱物が中心に展示され，またその利
用方法なども紹介された．また阿蘇火山博物館は，阿蘇カルデ
ラの形成実験や昨年来の噴火により噴出した火山灰の実体鏡観
察を行い，熊本県地質調査業協会は，ボーリングコアを中心に，
社会を支える地質調査業の仕事の内容について紹介し，一部の
コアはペーパーウェイトとして無料配布された．さらに自然災
害と防災に関しては，熊本大学減災センターが，熊本県の自然
災害と防災・減災をテーマにパネル展示とPPTの自動映写を
行った．また（公財）肥後の水とみどりの愛護基金は，熊本が
誇る水資源に関するDVDの放映を，菊池川自然塾は，菊池川

流域で展開する環境教育について
紹介した．

一方，体験コーナーでは，子供
向けにアンモナイト・三葉虫・二
枚貝のレプリカ作成，フズリナの
研磨試料の作成・観察，ならびに
水簸による鉱物採取や磁石による
砂鉄採取などが行われた．また昨
年度，世界ジオパークに認定され
た阿蘇ジオパーク，また対象地域
を天草全体に拡大した天草ジオ
パークの紹介コーナーも設けられ，
多数のリーフレットが配布された．

会場の御船町恐竜博物館は，昨
年新館がオープンしたばかりで，
展示用資機材も豊富であり，展
示・体験コーナーとも充実したも
のとなった．連休明けであったが，
恐竜博物館と隣接していることも
あり，多数の来場者（開場時間中，
約500名）を迎えることができた．
巨大な恐竜を見上げる人や熊本の
地質について詳しく質問される方
など，多くの方々にくまもとの大
地について興味を持っていただけ
たようである．また体験コーナー
では，小さな子供たちが，目を輝
かせながらレプリカづくりに熱中
したり，長時間にわたって真剣に

鉱物採取を続けたりする姿が見られた．なお展示の大部分は５
月24日（日）まで無料で公開され，この期間の来場者数は
2,200名に達した．

企画・準備・運営にあたっては，実行委員，事務局，博物館
ボランティア，熊本県地質調査業協会の会員の方々，ならびに
熊本大学学生諸氏に献身的に動いていただき，大きなトラブル
もなく開催することができた．来年度は，阿蘇火山博物館をメ
イン会場として開催の予定である．なお開催にあたって，NPO
法人熊本自然災害研究会，熊本県地質図編纂委員会，くまもと
地学教育研究会，熊本県高等学校教育研究会地学部会，阿蘇地
域振興デザインセンター，御所浦アイランドツーリズム推進協
議会，熊本日日新聞社，熊本放送にご後援いただいた．この場
を借りて，深謝いたします．

市民向けイベント
『身近に知る「くまもとの大地」』開催報告

「地質の日」くまもと実行委員会
主催：「地質の日」くまもと実行委員会
共催：熊本大学，日本地質学会西日本支部，天草市立御所浦白
亜紀資料館，御船町恐竜博物館，熊本市立熊本博物館，（公財）
阿蘇火山博物館，熊本県博物館ネットワークセンター，熊本地
学会，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，（公財）肥後の水とみどりの愛
護基金，菊池川自然塾

去る５月10日（日）に「地質の
日」企画として，市民向け体験イ
ベント第７回『身近に知る「くま
もとの大地」』が開催された．これ
まで熊本地区の地学関連機関は，
市民の方々に「地質」に興味を
持って頂くために，街中で市民向
けイベントを開催してきたが，昨
年度からは博物館・資料館を会場
として，体験イベントと数週間の
展示と組合せて実施してきている．
本年度は御船町恐竜博物館を会場
として，体験イベントを５月10日
に，各機関の展示を５月10日～24
日の日程で行った．これらの企画
は，日頃，地球科学の啓蒙普及に
腐心し，またジオパーク運営に尽
力している博物館の学芸員の方々，
毎年自然災害の防止に努力してい
る地質調査業の方々，あるいは理
科離れ，特に縮小され続ける地学
教育に憂慮している地学教育関係
者の，「地質を身近なものとして感
じ，理解して欲しい」という願い
が一つになったものである．開催
にあたっては，「地質の日」くまも
と実行委員会が主催し，熊本大学，
日本地質学会西日本支部，天草市
立御所浦白亜紀資料館，御船町恐竜博物館，熊本市立熊本博物
館，（公財）阿蘇火山博物館，熊本県博物館ネットワークセン
ター，熊本地学会，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，（公財）肥後の水
とみどりの愛護基金，菊池川自然塾が共催して，実施された．

体験イベントならびに展示は，昨年開館した御船町恐竜博物
館の交流ギャラリーを会場として催された．交流ギャラリーは，
恐竜博物館に隣接したフリースペースであり，展示・体験の各
機関のコーナーはゆとりを持って展開された．展示コーナーで
は，阿蘇火山，熊本の化石・岩石・鉱物・地質，水資源，なら
びに自然災害と防災を中心に展示がなされ，会場中央には，御
船町恐竜博物館所有のアルシャサウルスとカスモサウルスの全
身骨格２体が並んで展示された．御所浦白亜紀資料館の展示で

★ 西日本支部：平成27年度「地質の日」企画

2015年の「地質の日（5/10）」に関連して開催された学会の催しをご紹介します．

（上）アルシャサウルスとカスモサウルスの全身骨格と

展示・体験コーナー

（下）レプリカ作りや砂鉄採取などに熱中する子供たち



アジア南部の恐竜に焦点を当て，タイ産プウィアンゴサウルスや

中国・浙江省産アンキロサウルス類（鎧竜類），ラオス国外では初

公開となるイクチオベナトール（獣脚類）などを展示し，福井の恐

竜との関連性も注目して紹介します．

期間：2015年７月10日（金）～10月12日（月・祝）（ただし，９月９

日（水），24日（木）は休館）

開館時間：下記以外　９:00～17:00（入館は16:30まで）

７月18日（土）～８月31日（月），９月19日（土）～９月23日（水）

８:30～18:00（入館は17:30まで）

特別展観覧料：一般 1,200円，高校・大学生 800円，小・中学生

600円，70歳以上の方 500円（上記料金で常設展もご覧いただけ

ます）

場所：福井県恐竜博物館３階　特別展示室

［関連イベント］

特別展記念講演会「南アジアにおける獣脚類の進化」

日時：７月26日（日）14:00～15:30

講師：ステファン・ブルサッテ研究員（英・エディンバラ大学）

場所：福井県恐竜博物館３階講堂

内容：アジアで続々と発見される獣脚類化石は，この地域における

肉食恐竜の進化についての研究を飛躍的に発展させました．ジュラ

紀中期から白亜紀後期にかけて，彼らはどのように繁栄したのか？

大陸分布との関係は？今最も注目されている恐竜研究者の一人が栄

枯盛衰の壮大な物語をたどります．聴講無料．

特別展記念講演会「鳥類の初期進化」

日時：８月23日（日）14:00～15:30

講師：周　忠和　教授（中国科学院　古脊椎動物古人類研究所）

場所：福井県恐竜博物館３階　講堂

内容：近年，中国遼寧省の熱河層群から多くの原始的な鳥類化石が

発見されています．その最新の研究成果をふまえ，中国の鳥類化石

研究の第一人者である周博士に，中生代の原始的な鳥類の進化につ

いて語っていただきます．聴講無料．

特別展関連　博物館セミナー「アジア南部における竜脚形類の進化」

日時：９月20日（日）13:00～14:30

講師：当館　関谷　透　研究員

場所：福井県恐竜博物館2階　研修室

内容：アジア南部の竜脚形類は，タイ・ラオス・中国（南部）など

から見つかっています．

ジュラ紀の「古竜脚類」

と呼ばれる原始的なグ

ループから，白亜紀の進

化したティタノサウルス

形類まで，進化の道筋を

たどってみましょう．事

前申込みが必要です．詳

しくは恐竜博物館ホーム

ページをご覧ください．

展示解説

日時：７月12日（日），

８月９日（日），９月６

日（日），10月12日（月

・祝）（計４回） 13:00

～14:00

聴講には事前申込みと特別展観覧券が必要です．詳しくは恐竜博物

館ホームページをご覧ください．

問い合わせ先：

福井県立恐竜博物館　〒911-8601 福井県勝山市村岡町寺尾51-11

Tel：0779-88-0001（代表）

http://www.dinosaur.pref.fukui.jp/
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博物館だより

福井県立恐竜博物館

開館15周年記念特別展　南アジアの恐竜時代

プウィアンゴサウルスの全身骨格（シリントーン博物館）

院生コーナーでは記事を募集しています

地質学に関わる大学院生のみなさん，
院生コーナーに記事を書いてみませんか？
院生コーナーでは，
★学会の参加報告
★巡検レポート
★研究室の紹介
★調査体験記
など，記事の内容を広く募集しております．自身の研究活
動をアピールするチャンスです！

記事を投稿するにあたって，以下をご参考下さい．
・本文ファイルは「.doc，.docx」
・句読点は「，」「．」
・写真ファイルは３枚まで
・文字数は2800～5800程度を目安に
記事本文・写真ファイルは編集委員宛にお送り下さい．
投稿をお待ちしております！

院生コーナー編集委員
菅谷真奈美（茨城大）13nd403y@vc.ibaraki.ac.jp 
高津翔平（筑波大）kouzu_0419@geol.tsukuba.ac.jp 
羽田裕貴（茨城大）14nm310h@vc.ibarkai.ac.jp 
山下大輔（熊本大）k0231215@kadai.jp 

院生コーナー



日本地質学会News 18（７） 27

2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ
地質災害防止と人工地層と地質汚染に関わる国際宣言

国際地質科学連合（IUGS）環境管理研究委員会（GEM）
人工地層と地質汚染に関わる国際ワーキング・グループ

（MMS&GP）
2015年３月11日

2011年３月11日に発生した東日本大震災から４年が経過しま
した．我々，世界の人工地層と地質汚染の研究に係わる研究者
は，あらためて帰らぬ犠牲者の方々のご冥福を祈り，被災され
た方々にお見舞い申し上げます．被害地域の科学的復興の速度
が高まることを心よりお祈り申し上げます．

また，原子力発電所事故による放射能汚染の被害者の健康と，
汚染地が科学的で子孫へも誇れる夢のある地域復興が進むこと
を祈念いたします．

私達の国際ワークキング・グループ（国際地質科学連合
（IUGS）環境管理研究委員会（GEM）人工地層と地質汚染に
関わる国際ワーキング・グループ（MMS&GP））は，震災直後
の2011年６月18日に，“2011年東北地方太平洋沖地震にかかわ
る国際地質災害防止宣言”をだしました（IUGS GEM）．
①液状化－流動化・地波現象被害に関わる被害と調査・対策，
②津波被害からの避難と対策　③福島第１原子力発電所事故か
らの放射能汚染の調査対策の三点です．

第３回国連防災世界会議（仙台）（2015年３月14日～18日）
を契機に，前述の国際地質災害防止宣言を総括するのも私達の
国際ワークキング・グループの責務であります．総括すると，
震災後４年を経た今日でも，各内容とも正鵠を得てきています．
したがって，今後の国際地震防災・減災や原子力発電所事故に
よる放射能汚染調査・対策には有効で重要な宣言となりまし
た．

一方，完新世になって，我々人間の文明が進むとともに利便
性が高まり，同時に災害の規模も大きくなってきていることで
す．特に，人間が陸地・沿岸を開発し利用するのにともなって，
人工地層の分布は拡大し，それは加速しています．そして，人
工地層は，自然地層に比較してさらに物性的・化学的面で多様
性を示します．この多様化現象も加速しています．また，人自
不整合面や多様性を持つ人工地層内では，地下水流動系も複雑
です．

特に，東日本大地震から４年を経過した調査から得た教訓は，
人工地層分布地域で複合災害・複合汚染が多く発生しているこ
とです．例をあげれば，①防波堤や津波避難用沿岸道路が津波
来襲前に液流動化・地波で破壊され，その後に大津波が襲う複
合災害，②液状化―流動化・地波にともなう人工地層中の汚染
物質の移動・噴出による汚染発生と拡大の複合災害，③福島第
一原子力発電所事故による放射性物質高濃度汚染沿岸の人工地
層分布域では，液流動化被害・津波被害・放射性物質による汚
染といったこの３重の複合災害が発生していることなどがあげ
られます．

人工地層と地質汚染に関わる国際地質科学連合（IUGS）環
境管理研究委員会（GEM）の国際人工地層と地質汚染ワーキ
ング・グループ（MMS&GP）は，人工地層の研究から，地震
時の地質災害には，人自不整合と人工地層とが深く関わってい
ることが確認できました．また，福島第一原子力発電所事故で
発生した放射性物質の２次堆積層は，人工地層の形成過程を経
ていることも確認できました．

特に，完新世になって人間の活動が加速化し，今後とも人工
地層の拡大は避けてとおれません．人工地層の形成過程や人自
不整合が，災害に大きくかかわることが明らかになり，第３回
国連防災世界会議（仙台）を契機に，全世界の人間が災害から
避けられるように，これらの研究が益々重要になってきている
ことを指摘するものです．

2015年３月14日から27日にかけて，第３回国連防災世界会議（仙台）が開催されました．参加者は全世界から約15万人以上にも
のぼりました．

この世界会議を契機に，国際地質科学連合（IUGS）環境管理研究委員会（GEM）（http://www.iugs-gem.org/）の「国際人工地
層と地質汚染（Man Made Strata and Geo-pollution）ワーキング・グループ（委員長：楡井　久（日本地質学会環境地質部会長））」
において2011年６月に出した「国際地質災害防止宣言」＊１を総括する責務から，「2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ地質災
害防止と人工地層と地質汚染に関わる国際宣言」が出されました（下記全文参照）．宣言文は日本文，英文＊２を作成し，英文は
IUGSのホームページ（http://www.iugs.org/）の表紙，News and Information内に掲載されています．

日本の環境地質学・災害地質学で長年蓄積されてきた概念や知識が世界に認められました．
なお，宣言文内にある人自不整合（the Jinji unconformity）も国際学術用語になっております＊３．
以上，会員の皆様にご報告いたします．

＊１ 「Katori-Narita-Itako  International Declaration for deterring geological hazards such as those occurring in the 2011
Earthquake off the Pacific Coast of Tohoku」（http://manmade.iugs-gem.org/man-made-strata-overview）

＊２ 「Geological Hazard Prevention Measures Learned from the 2011 Earthquake off the Pacific Coast of Tohoku and the
International Declaration on Man-Made Strata and Geo-pollution」（http://iugs.org/uploads/MMS%20%20GP%20WG%20
Declaration%202015.pdf）

＊３ 上砂正一（2015）国際学術用語となった“人自不整合”．日本地質学会News，Vol. 18，No.６，19.（http://www.geosociety.
jp/faq/content0588.html）

環境地質部会
田村嘉之（（一財）千葉県環境財団）

----------------------------------------------------------------------------（以下，宣言文全文掲載）----------------------------------------------------------------------------

門専 部 会 だ よ り

☆環境地質部会

2011年東北地方太平洋沖地震から学んだ地質災害防止と人工地層と地質汚染に関わる国際宣言
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☆中部支部
報告

2015年中部支部
年会・シンポジウム・地質巡検　報告

中部支部では各県持ち回りで支部年会を開催し，県幹事を中
心としてその県の地質に関係したシンポジウムや巡検を企画
し，開催運営を行っている．今年は富山県が開催県であり，
2015年中部支部年会・シンポジウム・研究発表会・地質巡検
を，６月13日（土）～14日（日）に黒部市吉田科学館および県
北東部の境川流域にて開催した．黒部市吉田科学館及び立山黒
部ジオパーク協会との共催としていただき，立山黒部ジオパー
ク支援自治体会議及び黒部市の後援を賜った．また，シンポジ
ウム，研究発表会，及び地質巡検は，技術士の継続教育（CPD）
事業とした．

総会（６月13日10:00-10:30；13:10-13:55）
富山県幹事の大藤会員の議長のもと，参加者18名，委任状36

名で開催された．2014年支部活動として，中部支部総会のシン
ポジウム，研究発表（６月14日，信州大学理学部）と地質巡検

（６月15日，長野県松本市上高地）などの報告がなされた．更
に，2015年９月に信州大学で開催される第122年学術大会につ
いて概要が報告され，支部として大会を支援していくことが確
認された．また，2016年年会を静岡県で開催することが承認さ
れた．

後述のシンポジウムを挟んで，「県の石」「県の鉱物」及び
「県の化石」の選定作業を行った．各県とも複数の候補が挙げ
られ，活発な議論が展開された．また，県の石等を選定した後
に想定される問題点についても話し合われた．

シンポジウム「中部地方のジオパーク ―ジオツアーの安全安
心―」（６月13日10:35-12:20）

糸魚川，立山・黒部，白山手取川，および南アルプスのジオ
パークからシンポジストを招き，立山黒部ジオパーク協会の竹
内　章会員（富山大）を司会者として，一般市民の参加も受け
入れたシンポジウムを開催した．まず，立山黒部ジオパーク支
援自治体会議会長の堀内康男黒部市長からご挨拶をいただき，
シンポジストの自己紹介の後，各ジオパークにおけるジオツ
アーの安全対策及びジオガイドを対象にした安全教育を中心と
したメイントークがなされた．さらに，場内の参加者（約50名）
との質疑・討論が行われ，各シンポジストのまとめの言葉でシ
ンポジウムは終了した．個々の発表や質疑応答については割愛
するが，多くの参加者から活発な議論があった．

支部コーナー

研究発表会（口頭・ポスター；６月13日14:00-17:40）
今年は，中部地域の地質のみならず，九州，四国，関東，東

北，マリアナ，モンゴルと，多様な地域の地質を題材とした発
表がなされた．大学院生による発表も９件あった．多くの発表
について活発な議論がなされ，口頭発表会は予定時間をオー
バーし，ポスター会場でも多くの議論の輪が作られた．中部支
部会員が，中部地方のみならず，日本各地（一部東アジア）に
研究の場を広げている様子がうかがわれた．

懇親会（6月13日20:00-22:00）
今年は，地質巡検参加者の多くが宿泊した黒部市ふれあい交

流館「あこや～の」において懇親会を開催した．竹内　章会員
の乾杯の音頭により会は始まり，約30名の参加者が歓談を楽し
んだ．参加者は，名古屋大学や静岡大学の学生・院生から退職
された大学教授や博物館職員まで幅広い年齢層にわたり，世代
を超えてうち解けた懇親会となった．

（中部支部富山県幹事，富山大学理学部地球科学教室

大藤　茂）

地質巡検「富山県北東部の中生界」6月14日（日）
参加者の感想（産業技術総合研究所　中嶋　健）

巡検当日は梅雨時にもかかわらず天候に恵まれ，中部支部外
からも私を含め数名の参加があり，計28名の参加者で，なかな
か訪れる機会のない飛騨山地の中生界の地層群の観察を堪能し
た．

道の駅市振を出発すると，境川に沿ってまず上流の来馬層群
の露頭を目指した．林道を上っていくとやがて舗装がなくなり，
ヘアピンカーブを越えてようやくStop １に到着しようかとい
うときに，雪渓に道を塞がれ行く手を阻まれた．そこで車を乗
り捨てて徒歩で雪渓を乗り越えた我々は，なかなか手軽には行
けない奥地へと足を踏み入れたことを実感した．ようやくStop
１にたどり着くと，来馬層群似虎谷層の浅海堆積物を観察した．
ここではヘリンボーン斜交層理やマッドドレープのあるフレー
ザー状層理などの潮汐による堆積物を観察することができた．
私は付加体以外のジュラ紀の地層をここで初めて見たが，当時
大陸の縁辺でどのような堆積盆と環境が形成されていたのか，
なかなか想像するのが難しいと感じた．続いてその奥のStop
２を目指したが，またも雪渓に行く手を阻まれ，あきらめざる
を得なかった．自然環境の厳しい奥地での図幅調査の困難を垣
間見た気がした．

車に戻り，下流に下ってStop ３の前で昼食となった．昼食
の間も案内者の竹内　誠先生（名古屋大）たちは，藪漕ぎをし
て川の中の露頭に向かう道を作って下さった．Stop ３では，
来馬層群大滝谷層の深海成泥岩中のチャネル堆積物と石灰質ノ
ジュールを観察した．チャネルの中は，礫を含む重力流堆積物
が複雑に癒着している上に，堆積同時性と見られる断層が発達

写真１（左） シンポジウムの様

子．プラネタリウムで開催され，

いつもと違う雰囲気を楽しみつつ

も，活発な議論がなされた（撮

影：名古屋大 須藤　斎）．

写真２（右） 集合写真．30℃近

い気温にもかかわらず残っていた

雪渓の前で（撮影：静岡大 道林克

禎）．



ご研究により判明した．この露頭の礫岩にはオーソコーツアイ
ト礫などが含まれるが，その堆積環境や堆積盆の詳細は十分明
らかになっていないようだ．

今回の巡検で印象的だったのは，新たな放射年代測定の導入
により，今まで知られていなかった年代の地層群が，この地域
周辺から次々と見つかっていることで，新たな発見が次々と生
まれてくる予感がした．竹内先生をはじめとする，この地域の
研究者の今後の研究の進展に期待したい．最後に，アクセス困
難な場所の巡検を，大変な労力を割いて企画・実施して下さっ
た竹内先生と中部支部の皆様方にお礼申し上げる．

中部支部に関するお問い合わせは，
下記中部支部事務局　須藤　斎まで
〒464-8601 名古屋市千種区不老町
名古屋大学理学部地球惑星科学教室気付
TEL 052-789-2535
E-mail suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp

して複雑な構造を呈し，参加者の間で堆積物の形成プロセスに
ついて活発な議論が行われた．

さらに下流のStop ４では，手取層群水上谷層の礫岩とその
上位の黒菱山層の柘榴石含有石英安山岩を観察した．石英安山
岩中の柘榴石はかなり大きなものが見つかり，参加者は先を
争って石を割っていた．最近，有峰地域の手取層群とされてい
た地層から，やや若いFT年代が報告され，神通層群と名付け
られたが，この地域の水上谷層・黒菱山層とは，礫組成が上位
に向けて花崗岩・凝灰岩主体からチャート主体の組成へと共通
の変化を示すことから，どちらも手取層群に対比される可能性
があるとの説明が竹内先生から行われ，U-Pb年代を研究して
いる参加者との間で活発な議論が交わされた．まだ研究途上の
問題が多く残されている地域であると感じた．

最後に，太平の下流右岸のStop ５において下部～上部白亜
系尻高山層の露頭を観察した．これまで手取層群に含められて
いた尻高山層からは110 Maの砕屑性ジルコンのU-Pb年代が最
近出され，手取層群より若い地層であることが竹内先生たちの
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支部コーナー

お知らせ：「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基
づく間接経費措置額の削減割合の基準等について

文部科学省より昨年８月に策定した「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（以下，ガイドライ

ン）に基づく間接経費措置額の削減割合の基準等について連絡がありましたので会員の皆様にお知らせ致します．

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

科学研究における不正行為は，真実の探求を積み重ね，新たな知を創造していく営みである科学の本質に反するもので

あると同時に，人々の科学への信頼を揺るがし，科学の発展を妨げるものであり，本来あってはならないものです．

また，厳しい財政事情にも関わらず，未来への先行投資として，国民の信頼と負託を受けて国費による研究開発を進め

ていることからも，研究活動の公正性の確保がより一層強く求められています．

文部科学省では，このことの重要性に鑑み，「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成26年

８月26日文部科学大臣決定）（以下，「ガイドライン」という．）を策定し，各研究機関に対し，ガイドラインを踏まえた厳

格な対応を要請しているところです．

ガイドラインでは，研究機関の体制整備等の不備や調査の遅延に応じて競争的資金における間接経費措置額の削減を行

うこととしております．

（「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」に基づく間接経費措置額の削減割合の基準等について

（通知）（2015年６月17日　文部科学省科学技術・学術制作局人材制作課）より）

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

詳細は，文部科学省HPをご参照ください．

「研究活動における不正行為への対応等に関するガイドライン」（平成26年８月26日）

http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/26/08/1351568.htm

削減割合の基準について

http://www.mext.go.jp/a_menu/jinzai/fusei/1359075.htm

本件お問合せ先

文部科学省科学技術・学術政策局　人材政策課

電話：03-6734-4051 FAX：03-6734-4022
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月　September
★関東支部：清澄フィールドキャンプ
９月１日（火）～９月７日（月）６泊７日

場所：東京大学千葉演習林（千葉県鴨川市）

http://kanto.geosociety.jp

○第59回粘土科学討論会
日本地質学会　共催

９月２日（水）～５日（土）

場所：山口大学理学部・人文学部

http://www.cssj2.org/

★日本地質学会第122年学術大会
（2015長野大会）
９月11日（金）～13日（日）

場所：信州大学工学部（長野市若里キャンパ

ス）ほか

（後）第11回国際化石藻類シンポジウム
９月14日（月）～19日（土）

場所：琉球大学

（後）第４回アジア太平洋ジオパーク
ネットワーク山陰海岸シンポジウム
９月16日（水）～20日（日）

場所：豊岡市民会館，鳥取環境大学ほか

http://apgn2015-jpn.com/

○第32回歴史地震研究会
９月21日（月・祝）～23日（水・祝）

場所：京丹後市峰山総合福祉センター

http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/menu

7.html

（ 共 ） Arthur Holmes Meeting-
Tsunami Hazards and Risks: Using
the Geological Record
９月25日（金）

場所：The Geological Society（英ロンドン）

プレ巡検：22日（火）～23日（水）

http://www.geolsoc.org.uk/ahm15

○第178回地質汚染イブニングセミナ
ー
日本地質学会環境地質部会 共催

９月25日（金）18:30～20:30

場所：北とぴあ902会議室

テーマ：東京電力福島第一原子力発電所事故

と放射性物質汚染ー中央では出来ない地元大

学の貢献ー

http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm

（後）第10回アジア地域応用質学シン
ポジウム
９月26日（土）～27日（日）

９

2015.８～

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．

★印は学会主催，（共）共催，（後）後援，（協）

協賛．

2015年
月　August

★環境地質部会：関東地下水盆と人
工地層の地質環境巡検
８月４日（火）～５日（水）２日間

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

96.html

（共）第16回地震火山こどもサマース
クール in 南アルプス
８月８日（土）～９日（日）

活動場所：南アルプス林道，杖突峠，板山・

非持・溝口露頭，長谷公民館，伊那市創造館

など

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

★関東支部巡検『秩父ジオパークを
まるごと堪能する』
８月11日（火）～12日（水） １泊２日

場所：埼玉県秩父地域

http://kanto.geosociety.jp/

○IGCP608 第3回　国際シンポジウ
ムおよび第12回中生代陸生生態系シ
ンポジウム
８月16日（日）～18日（火）

場所：中国瀋陽，瀋陽師範大学

http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/

○平成27年度全国地学教育研究大会・
日本地学教育学会第69回全国大会
８月21日（金）～24日（月）

場所：福岡教育大学

http://www.jsese-69th-meeting.jp/

○第177回地質汚染イブニングセミナ
ー
日本地質学会環境地質部会 共催

８月28日（金）18:30～20:30

場所：北とぴあ901会議室

テーマ：地下水挙動と農地・宅地の斜面崩壊

のメカニズム

http://www.npo-geopol.or.jp/event.htm

８

場所：京都大学宇治おうばくプラザ

http://2015ars.com/

月　October
（後）国際シンポジウム「沈み込み帯
堆積盆地のリソスフェア・ダイナミ
クス」
10月５日（月）～７日（水）

会場：東京第一ホテルシーフォート（品川区

東品川）

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/ILP2015

○第８回アジア海洋地質会議（ICAMG-8）
10月５日（月）～10日（土）（巡検を含む）

場所：韓国済州島，JEJU GRAND HOTEL

http :// icamg-8 .k igam.re .kr/ICAMG/

index.jsp

○第30回ヒマラヤ・カラコルム・チベ
ットワークショップ（30th HKT 2015）
10月６日（火）～８日（木）

場所：Wadia Institute, Dehra Dun, India

http://www.hktwadia2015.org/

○国際ゴンドワナ研究連合（IAGR）
2015年総会及び第12回ゴンドワナか
らアジア国際シンポジウム
10月21日（水）～23日（金）

場所：筑波大学

http://www.geol.tsukuba.ac.jp/̃gansekihp/I

AGR2015/ 

○IGCP589「アジアにおけるテチス
区の発達」第４回国際シンポジウム
10月26日（月）～27日（火）

場所：チュラロンコン大学（タイ・バンコク）

http://www.igcp589bangkok.org/

月　November
（協）第31回ゼオライト研究発表会
11月26日（木）～27日（金）

場所：とりぎん文化会館（鳥取市尚徳町）

http://katalab.org/31zeolite/

月　December
○地質学史懇話会
12月23日（水・祝）13:30～17:00

場所：北とぴあ８階803号室（東京都北区：

JR京浜東北線王子駅下車３分）

・吉岡有文『日本の科学教育映画の世界』

（仮題）

・秋葉文雄『日本の珪藻化石研究』（仮題）

問い合わせ先：矢島道子

<pxi02070@nifty.com>

12

11

10

C A L E NDAR
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第6回惑星地球フォトコンテスト：ジオ鉄賞

「ローホルン登山鉄道」
写真：吉田　宏（神奈川県）

【撮影場所】 スイス・ブリエンツ

【撮影者より】写真はスイス・ブリエンツから出発するロート
ホルン登山鉄道です．カラフルな客車を後ろから押して登る，
前のめりに傾いたSLは，スイス唯一定期運行している蒸気機
関車ですが，10月から６月まで１年以上休む夏場だけの登山鉄
道でもあります．

【審査委員長講評】カールなどの氷河地形や小氷河のかかる素
晴らしい景観の山々を背景に，登山列車がゆっくりと登る状況
がバランスよく写しこまれています．列車の登る斜面には地盤
の凍結融解作用の繰り返しによって形成された筋状の模様が見
えます．この鉄道は急勾配を登るための対策として，アプト式
のラックレールを採用し，機関車は客車の後ろに連結されてい
ます．また，機関車はボイラーを水平に保つために前のめりに
なった珍しい形式です．（上野将司：深田研ジオ鉄普及委員会）

表紙紹介

【地質的背景】列車主体の作品がいくつかありましたが，ジオ
鉄写真では列車や鉄路を対象にした「鉄」に加えて，地形や地
質を対象にした「ジオ」を写しこむ必要があります．応募数は
少ないながら「ジオ」と「鉄」のバランスのとれた力作が多く
ありました．ジオ鉄賞は4枚の組み写真で応募された作品です
が，組み写真としてではなく氷河地形を背景にした登山鉄道を
表現した1枚の写真が評価されたものです．（上野将司：深田研
ジオ鉄普及委員会）

※第６回コンテストより深田研ジオ鉄普及委員会より本コン
テストに協賛を頂き，あらたに「ジオ鉄」賞を創設しまし
た．鉄道と地球の姿を組み合わせた優れた「ジオ鉄」作品
を表彰しています．
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