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申込・問い合わせ：一般社団法人  日本地質学会
　電話　03-5823-1150　FAX03-5823-1156   e-mail: main@geosociety.jp

広報誌ジオルジュ　一括割引購入のご案内広報誌ジオルジュ　一括割引購入のご案内
　日本地質学会では広報誌「ジオルジュ」を発行しています
（年2回発行．定価250円）．　
　博物館・学校・研究機関などで，イベントでの配布物，友
の会へのプレミアグッズ,ストアなどでの販売物として，ジオ
ルジュを利用してみませんか．部数に応じて割引価格を設
定しておりますので，是非ご検討下さい．

【割引価格例】
　100部：20,000円（定価2割引）
　300部：52,500円（定価3割引） 
これ以外についてもご希望に応じてご相談承ります．

　毎号各地のジオパークの特集記事の掲載も企画してい
ます．ジオパークの広報の一環としてもご活用ください．

最新号（2015前期号）発行！
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表紙紹介

講評，地質的解説など詳しくは，
http://www.geosociety.jp/faq/content0009.html

第6回惑星地球フォトコンテスト入選
「千畳敷」

写真：山代大木（岩手県）（中学・高校生部門より）
撮影場所：岩手県釜石市箱崎半島

ニュース誌vol.18, No.８，p.12 故 猪木幸男 名誉会員の追悼記

事において，文中の氏名表記に誤りがありましたので，訂正し

お詫びいたします．（著者）

左段20行目：

（誤）舟橋光男　→（正）舟橋三男

右段25行目：

（誤）村上充英　→（正）村上允英

訂正



４）投票期間　　２月16日（火）～３月４日（金）
＊最終日消印有効
５）開票日時　　３月８日（火）15時より　予定
６）選挙結果報告　　開票事務処理後，速やかにホーム
ページ，メルマガ，News誌に掲載する．

３．監事の選挙日程（選挙人：代議員，被選挙人：正会員
および非会員）
１）立候補受付期間　　10月13日（火）～２月８日（月）
＊最終日18時必着
２）その他の日程は，前項の理事の選挙日程2）以下に同じ
とします．

４．代議員の立候補
１）代議員の定数は全国区100名・地方支部区100名，総数
200名です．地方支部区は得票順，全国区は得票順および
所定の階層別定員充足数を考慮して選出します．
２）各地方支部区の定数は，2015年８月10日の支部会員数
により100名を比例配分しました．（ ）の中の数が各支
部の定数です．
北海道地方区　（５）名（北海道）
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一般社団法人日本地質学会
2016年度代議員および役員選挙について

一般社団法人日本地質学会定款ならびに選挙規則・選挙細則に基づいて，代議員および役員（監事，理事）選挙を
実施いたします．選挙規則類を掲載するとともに，選挙実施の要点について以下に記します．また，選挙規則等を掲
載しましたのでご確認ください．
なお，会長（法人の代表）並びに副会長は，法人法に基づき代議員（社員）の中から選出された理事によって構成
される理事会において，理事の中から選出します．ただし，理事会からの委託により，当選挙管理委員会が正・副会
長への立候補の意思のある方について，代議員選挙と併せて会員の意向調査を実施いたします．このことについては，
理事会からの案内（別記：代議員選挙にかかわる，正・副会長候補者の意向調査について）をご覧ください．

１．今回，選挙管理委員会が実施する選挙は，正会員の直接選挙による代議員の選出と，その代議員の互選による理
事の選挙および監事の選挙です．

２．代議員選挙の選挙人および被選挙人は，一般社団法人日本地質学会の正会員（全個人会員）に限ります．正会員
は，１人１個の選挙権があります．

３．代議員及び理事の選挙は２年ごとに実施し，全代議員（社員）および役員（理事）を選出（改選）します．なお，
監事の選挙は４年ごとの実施で，今回がその年にあたります．

４．代議員および理事の任期は２年，今回選出される方は，2016年度総会で選任され，2018年度の総会までが任期と
なります．監事の任期は４年，2016年度の総会から2020年度の総会までが任期です．

５．代議員の選挙においては，全国区と地方支部区があります．地方支部区については，各自の所属している支部区
についてのみ，立候補ならびに投票の権利があります．全国区・地方支部区とも立候補者数が定員を超えない場
合は，無投票当選といたします．

６．地方支部区選出理事の選出方法は，地方支部区ごとに当該支部区選出代議員により支部代表理事を１名選出する
選挙を行います．
詳細は，選挙実施要領４項２）および選挙規則第５条３項ならびに選挙細則13条をご参照ください．

その他，選挙の概要については以下の実施要領をご覧ください．また，投票に関する事務的なことや投票の仕方な
どにつきましては，投票用紙発送の際にお知らせいたします．

2015年９月10日
一般社団法人日本地質学会選挙管理委員会
委員長　氏名　金澤直人
委　員　氏名　上原康裕・佐藤大介・高橋　聡・谷口知寛

告　示

2016年度代議員および役員選挙実施要領

１．代議員の選挙日程（選挙人，被選挙人とも正会員）
１）立候補受付期間　　10月13日（火）～11月6日（金）
＊最終日18時必着
２）選挙広報・投票用紙の発送　　11月26日頃までに届く
よう郵送します．
３）選挙活動期間　　11月27日（金）～12月17日（木）
４）投票期間　　11月27日（金）～１月９日（土）
＊最終日消印有効
５）開票日時　　１月13日（水）10時より
学会事務所にて立会人のもと，選挙管理委員会が行う．

６）選挙結果報告　　開票事務処理後，速やかにホーム
ページ，メルマガ，News誌に掲載する．

２．理事の選挙日程（選挙人，被選挙人とも代議員）
１）立候補受付期間　　１月20日（水）～２月８日（月）
＊最終日18時必着
２）選挙広報・投票用紙の発送　　２月15日（月）までに
届くよう郵送します．
３）選挙活動期間　　２月16日（火）～２月22日（月）



東北地方区　　（８）名（青森，秋田，岩手，山形，宮城，
福島）

関東地方区　　（41）名（茨城，栃木，群馬，埼玉，千葉，
東京，神奈川）

中部地方区　　（17）名（新潟，長野，山梨，静岡，富山，
石川，福井，岐阜，愛知）

近畿地方区　　（11）名（滋賀，奈良，京都，三重，大阪，
和歌山，兵庫）

四国地方区　　（４）名（徳島，香川，高知，愛媛）
西日本地方区　（14）名（岡山，広島，鳥取，島根，山口，

福岡，佐賀，熊本，長崎，大分，
宮崎，鹿児島，沖縄）

３）代議員地方支部区へ立候補する方は，登録住所の県別
により該当する地方支部区に立候補してください．全国
区は制限がありませんので，どの地域からでも出ること
ができます．

５．理事の立候補
１）理事の定員は50名です．理事の選挙人および被選挙人
は，当該選挙で選出された代議員です．
２）地方支部区代表理事：７名

50名のうち７名は，地方支部区代表理事とします．選
挙人および被選挙人は当該地方支部区選出の代議員とし，
支部区ごとに選挙を行って，各支部１名ずつの支部代表
理事を選出します．
３）全国区選出理事：43名

被選挙人は全国区選出の代議員とし，選挙人は全国区
および地方区選出の全代議員による選挙を行い，得票順
および所定の階層別定員充足数を考慮して選出します．

６．監事の立候補
１）監事の定員は２名です．その内訳は正会員からの立候
補者１名，非会員から１名の候補者となります．
２）非会員からの候補者１名は，理事会の指名推薦とし，
12月の理事会で候補者を選出し，選挙管理委員会に届け
ます．

７．立候補の届出について
１）立候補締切日は以下のとおり，いずれも18時必着とし
ます．
代議員　　　2015年11月６日（金）
理事・監事　2016年２月８日（月）
２）立候補届の書式
代議員，理事，監事いずれも立候補届は所定の書式（別

途掲載）により，選挙管理委員会に郵送またはE-mailで送付
してください（持参不可）．書式は，Webサイトからダウン
ロードすることもできます．（http://www.geosociety.jp/）
立候補は自薦および他薦のいずれも可とします．他薦の

場合は，「候補者推薦承諾書」を添付してください．
＜郵送の宛名＞
〒101-0032 東京都千代田区岩本町２-８-15 井桁ビル
一般社団法人日本地質学会選挙管理委員会
＜E-mail＞　選挙管理委員会　main@geosociety.jp

件名：選挙立候補届
３）立候補届受領書の発行
立候補届を受け取りましたらE-mailまたは郵便はがきに

より，立候補者に受領書を発行します．
４）正・副会長への立候補意思表明，マニフェストの提出
代議員立候補者で，代議員，理事と選出されたのち，
正・副会長に立候補する意思のある方は，会員による意
向調査の資料として，代議員立候補届に加えて，完全版
下用マニフェストを作成し添付してください．
＜マニフェストの作成について＞
A４判１ページ（タテ形）とし，内容の構成は自由です．

配布用はモノクロ印刷のみ，Webサイトにはカラーでの掲
載もできます．版下はモノクロとカラーの両方の提出が可
能です．ただし，モノクロとカラーの違いによる表現の変
化・変更は許容の範囲としますが，文言等の表記内容はモ
ノクロ版，カラー版とも同一とし，変更は認めません．ま
た，学会の公式ロゴおよび出版物等は，マニフェストに使
用しないでください．

以上
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会員各位

代議員選挙にかかわる，正・副会長候補者の意向調査について

一般社団法人日本地質学会理事会

一般社団法人日本地質学会の2016年度代議員ならびに
役員選挙について，選挙管理委員会による告示が本号に
掲載されました．会員各位におかれましては，地質学会
の運営に対し十分に関心をお持ちいただき，積極的にご
参加とご協力をいただきますようお願い申しあげます．

さて，法人の代表理事は，理事会において理事の中か
ら選出するということが，法律によって定められ，本学
会におきましても定款上はそのように定めております．
しかしながら，これまでの長い歴史と法人化を検討す
る中での会員の意向を踏まえ，会長および会長の補佐役
である副会長の選出においては，会員の意向を諮ること
ができるよう，代議員選挙に付随することとして，選挙
規則に盛り込みました．会員の意向が直接，選出につな
がるものではありませんが，理事会として正副会長を選
出する際の，重要な参考にさせていただくことといたし

ました．具体的には，定時に実施される選挙におきまし
て，全国区代議員（および理事）の立候補者の中で，
正・副会長への立候補の意思を示した方には，会員に向
けてのマニフェストを公表していただき，それによって
候補者に対する会員の意向を調査するというものです．

なお，この意向調査については，選挙管理委員会が管
理する代議員選挙とは手続きを異にするものではありま
すが，学会の代表者の選出にかかわって，全会員の意向
を伺うということの性質上，その公正さを確保するため
にも，選挙管理委員会の下で「意向調査」として実施い
たします．つきましては，本号掲載の「選挙告示」にあ
りますように，本意向調査を代議員選挙と同時に実施い
たしますので，なにとぞよろしくご理解とご協力のほど，
お願い申し上げます．
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一般社団法人日本地質学会選挙規則
（目的）
第１条　一般社団法人日本地質学会定款（以下定款という）
第14条にもとづいて本規則を定める．

（規則の変更）
第２条　この規則の変更は，理事会の議決によって行い，
総会に報告し承認を求める．

（選挙の実施）
第３条　代議員ならびに役員の選出作業は，別途定める一
般社団法人日本地質学会選挙細則（以下選挙細則という）
に則り，選挙管理委員会が行う．

（代議員選挙）
第４条　代議員選挙は正会員による無記名投票とし，２年
ごとに全定数を改選する．
２　代議員の選挙定員は，地方支部区100名，全国区100名
からなるものとする．
３　各地方支部区の定員は，選挙告示1ヵ月前の各支部の正
会員数に応じて比例配分する．定員確定後に会員の移動等
のため届出所属が変わった場合でも，次期選挙までの地方
支部区の定員割り当て数は変更しない．また，そのことに
より実質減数となる地方支部区の定員補充は行わない．
４　代議員候補者は正会員とし，自薦および本人の承諾書
を付帯する他薦とする．立候補者は別途定める選挙細則に
則り，参考事項を記した立候補届けを所定の期日までに選
挙管理委員会に届けなければならない．立候補届の提出に
あたり，選挙管理委員会は全国区代議員候補者の中で会
長・副会長立候補の意図のある正会員の意思表示を，別途
定める方法により受け，代議員選挙活動期間開始前に全会
員に開示することとする．
５　全国区選出代議員の選出にあたっては，付表の所属別
定員充足数を満たすこととする．
６　選挙管理委員会は，選挙細則に則り，結果を開示する
とともに総会に報告しなければならない．
７　選挙管理委員会の報告を受けた総会において代議員選
挙結果は確定する．
８　当選後に地方支部区選出代議員の移動や所属別定員充
足数票の組織の変更等により，届け出所属が変わった場合
には，当該代議員の選出地方支部区が変更される．
９　代議員が任期中に何らかの理由で欠員となった際には，
地方支部区選出代議員の補充に際しては次点者，全国区選
出代議員の補充に際しては付表の所属別定員充足数を
満たす次点得票者を繰り上げる．次点者が存在しない場合
には欠員とする．

（役員選挙）
第５条　役員選挙は理事および監事を選出するものとし，
代議員による無記名投票により，理事は２年ごと，監事は
４年ごとに全定数を改選する．
２　理事の選挙定員は50名，監事は２名とする．
３　理事50名の選出は，各地方支部区代議員の中からそれ
ぞれ１名を支部区代表理事として選出し，それらを除く数
を全国区代議員から選出する．
４　地方支部区選出数を除き，定員に至る残りの当選理事
決定の際は，付表の所属別定員充足数を優先する．
５　理事立候補者は別途定める選挙細則に則り，参考事項
を記した立候補届けを所定の期日までに選挙管理委員会に
届けなければならない．

６　監事候補者は，理事会が推薦する者と会員からの立候
補者を対象とし，理事会および候補者は別途定める参考事
項を記した候補者届けを，所定の期日までに選挙管理委員
会に届けなければならない．
７　選挙管理委員会は，選挙管理委員会規則に従って，結
果を開示するとともに総会に報告しなければならない．
８　選挙管理委員会の報告を受けた総会において役員選挙
結果は確定する．
９　当選後に地方支部区選出理事の移動や所属別定員充足
数票の組織の変更等により，届け出所属が変わった場合に
は，当該理事の選出地方支部区が変更される．
10 理事が任期中に何らかの理由で欠員となった際には，
地方支部区選出理事の補充に際しては次点者，全国区選出
理事の補充に際しては付表の所属別定員充足数を満たす次
点得票者を繰り上げる．次点者が存在しない場合には欠員
とする．
11 監事のいずれかが任期中に何らかの理由で欠員となっ
た際には，選挙による次点者を繰り上げ，次点者が存在し
ない場合には理事会が後任を推薦し，総会での承認を得る．

（無投票選挙の指定）
第６条　代議員および役員選挙において，立候補者数が定
数を超えない場合には，無投票当選とする．

（得票数同数の取り扱い）
第７条　代議員および役員選挙において，得票数が同数で
順位をつける必要がある場合は，くじ引きにより順位を決
める．くじ引きの方法は，当該の選挙管理委員会が定める
ものとする．

（選挙実施細目）
第８条　定款ならびに本規則に定められたもの以外の，選
挙の実施手続き等については，別途定める選挙細則による
ものとする．

附則
（発足時の代議員）
2010年度選挙が実施されるまでの代議員には，任意団体

日本地質学会の2008年度代議員があたるものとする．
（発効）
本規則は，2009年5月17日から施行する．

（改正）
2013年５月18日一部改正．
2014年５月24日一部改正．
付表

一般社団法人日本地質学会選挙細則

（目的）
第１条　一般社団法人日本地質学会選挙規則（以下選挙規
則という）第３条に則り，代議員ならびに役員選挙の実施
手続きを本細則に定める．

所属 備考
最低充足数全国区

代議員 理事

大学 大学付属博物館を含む 12 6

小中高 教育センター等を含む 12 6

官公庁等 行政法人，博物館等を含む 12 6

会社 社団，財団，NPO法人等を含む 12 6

大学院生 研究生を含む 4 2
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（規則の変更）
第２条　この細則の変更は理事会において行い，総会に報
告する．

（選挙管理委員会）
第３条　代議員ならびに役員の選挙は，定款，選挙規則，
本細則に基づき選挙管理委員会が行う．
２．選挙管理委員会は，選挙実施概要告示の２カ月以上前
までに設置されなければならない．
３．選挙管理委員会は，別途定める選挙管理委員会規則に
基づいて運営されるものとする．

（開票立会人および立ち会い）
第４条　代議員および役員選挙においては，開票立会人２
名を置く．開票立会人は，任期中の役員および代議員，被
選挙人を除いた正会員の中から，執行理事会が選出する．
２．開票立会人は選挙管理委員会の行う開票作業に，終始
１名以上が立会わなければならない．開票立会人は当選者
の決定を確認し，選挙管理委員会が作成する総会報告書に
記名・捺印するものとする．
３．開票立会人は，開票作業を行ってはならない．開票な
らびに票の効力判定を注意深く見守り，疑義が生じたとき
はただちに選挙管理委員長に申し出て，疑義の解消をはか
る．
４．あらかじめ選挙管理委員会の許可を得た正会員は，開
票に立ち会うことができるものとするが，開票作業を行っ
てはならない．疑義が生じたときはただちに開票立会人に
申し出る．

（代議員選挙の告示）
第５条　選挙の実施概要は，立候補受け付け開始の１か月
以上前に，日本地質学会News誌ならびにWEBサイト等を
通じて，会員に告示しなければならない．また，必要に応
じて予備的告示を行うものとする．
２．選挙管理委員会は告示に先立ち，当該年度の代議員お
よび役員の選挙に関し，選挙スケジュール，その他必要事
項の確認と決定を行い，当該選挙の実施概要として執行理
事会に提示し，承認を受ける．

（代議員の立候補届および受理）
第６条　代議員に立候補する正会員は，所定の参考事項を
記した立候補届を期日までに選挙管理委員会に提出しなけ
ればならない．
２．立候補届等は所定の書式を用い，郵送または電磁的方
法のいずれかによるものとする．
３．立候補届には１）全国区・地方区の別，２）自薦・他
薦の別，３）立候補者氏名，４）所属先，５）所属階層，
６）他薦の場合は推薦者氏名，７）立候補の抱負または推
薦文，の参考事項を記すものとする．
４．他薦による立候補者の場合は，本人の承諾書を添付す
るものとする．
５．全国区の代議員立候補者のうち，会長・副会長の立候
補の意図があるものは３項に加えてその意思表示を記すも
のとする．また，参考書類として所定の書式によるマニ
フェストを添付しなければならない．
６．立候補届の受付期限内であれば書類の差し替え，修正
は随時できるものとする．

第７条　選挙管理委員会は立候補届の内容および添付書類
を確認し，立候補者本人に受理書を発行する．届け出内容
等に明らかな不備が認められる場合には，随時その確認と

修正を求めることができるものとする．

（代議員立候補者名簿・参考書類の開示）
第８条　選挙管理委員会は速やかに立候補者名簿を作成し，
投票の有無を確定する．
２．立候補者名簿および参考書類は投票用紙とともに正会
員に送付し，WEBサイト，News誌においても開示するも
のとする．

（代議員選挙の投票）
第９条　投票権は，正会員1名につき１個とし，投票は所定
の投票用紙と封筒を用い定められた期間内に，郵送により
行うものとする．

（選挙活動）
第10条　代議員立候補者ならびに選挙管理委員以外の正会
員は，定められた期間内に限り選挙活動を行うことができ
る．選挙活動は公正，適切な範囲で行い，倫理綱領に照ら
し節度あるものでなければならない．
２．行き過ぎた選挙活動や選挙活動によるトラブルがあっ
たと認められる場合，または会員からの訴えがあった場合
は，選挙管理委員会が真偽の確認および調査を行い，理事
会に報告して解決を図る．

（代議員選挙の開票および結果の開示）
第11条　選挙管理委員会は投票期間終了後，開票立会人の
立ち会いのもとで速やかに開票を行い，選挙規則に則って
当選者の決定を行うものとする．
２．開票結果を総会報告書として作成し，立候補者にも通
知する．WEBサイト，News誌においても速やかに開示す
るものとする．

（役員選挙の告示と開示）
第12条　選挙管理委員会は，代議員選挙の結果に基づく理
事と監事の選挙の実施概要を，当選した全代議員に告示し，
WEBサイトにおいても開示するものとする．

（理事の立候補届）
第13条　理事選挙は，地方支部区選出理事の場合，被選挙
人は当該支部区選出代議員の立候補者とし，選挙人は当該
支部区選出の代議員とする．全国区理事の被選挙人は全国
区選出代議員の立候補者とし，選挙人は，地方支部区なら
びに全国区選出の全代議員とする．
２．立候補届は所定の書式を用い，１）自薦・他薦の別，
２）立候補者氏名，３）所属先，４）他薦の場合は推薦者
氏名，５）立候補の抱負または推薦文を記し，電磁的方法
により期日までに選挙管理員会に提出しなければならない．
３．他薦による立候補者の場合は，本人の承諾書を添付す
るものとする．

（監事の立候補届）
第14条　監事の選挙は，選挙規則第５条第５項に従い，当
選代議員以外の正会員から１名，理事会推薦者（会員外）
から１名を選出するものとする．
２．立候補届は所定の書式を用い，１）自薦・他薦の別，
２）立候補者氏名，３）所属先，４）推薦者氏名，６）立
候補の抱負または推薦文を記し，電磁的方法により期日ま
でに選挙管理員会に提出しなければならない．
３．理事会推薦候補者および他薦の場合は，本人の承諾書
を添付するものとする．



（役員選挙立候補届の受理と立候補者名簿の開示）
第15条　選挙管理委員会は立候補届の内容を確認し，立候
補者本人に受理書を発行する．届け出内容に明らかな不備
が認められる場合には，随時その確認と修正を求めること
ができるものとする．

第16条　選挙管理委員会は立候補受け付け終了後，速やか
に立候補者名簿を作成し投票用紙とともに，当選した全代
議員に送付する．立候補者名簿はWebサイト，News誌に
おいても開示するものとする．

（役員選挙の投票および選挙活動）
第17条　投票権は，代議員1名につき１個とし，投票は所定
の投票用紙と封筒を用い，定められた期間内に郵送により
行うものとする．

第18条　役員立候補者，代議員ならびに選挙管理委員以外
の代議員および正会員は，定められた期間内に限り選挙活
動を行うことができる．選挙活動は公正，適切な範囲で行
い，倫理綱領に照らし節度あるものでなければならない．
２．行き過ぎた選挙活動や選挙活動によるトラブルがあっ
たと認められる場合，または会員からの訴えがあった場合
は，選挙管理委員会が真偽の確認および調査を行い，理事
会に報告して解決を図る．

（役員選挙の開票および結果の開示）
第19条　選挙管理委員会は投票期間終了後，開票立会人の
立ち会いのもとで速やかに開票を行い，選挙規則に則って
当選者の決定を行うものとする．
２．開票結果を総会報告書として作成し，立候補者にも通
知する．Webサイト，News誌においても速やかに開示す
るものとする．

（選挙に対する異議申し立て）
第20条　代議員および役員選挙の結果に対する，会員から
の異議申し立ては，選挙管理委員会に対して行う．
２．選挙管理委員会は異議申し立て内容を確認，調査し，
申立人との間で解決を図る．
申立人が納得しない場合は，当該案件を総会の報告事項

に加え，総会の決議に従うものとする．

（選挙結果の承認）
第21条　選挙管理委員会は，選挙結果を総会に報告し，代
議員および役員選任の承認を受けなければならない．

（代議員および役員の欠員）
第22条　何らかの理由により，代議員および役員の任期中
に欠員が生じた場合でも，選挙規則第５条第９号，10号，
11号に基づき補充選挙は行わないものとする．

（附則）
本細則は2009年６月30日から施行する．
2013年５月18日一部改正．
2014年４月５日一部改正．

一般社団法人日本地質学会
選挙管理委員会規則

（目的・業務）
第１条　選挙管理委員会は，一般社団法人日本地質学会定
款14条および第32条に定められた代議員ならび役員を選出
するため，事務手続きの一切を選挙規則および選挙細則に
基づいて公明正大に執り行う．

第２条　選挙管理委員会は，代議員および役員選挙の結果
をWebサイトならびにNews誌で開示するとともに，総会
に報告する．

（委員会の構成）
第３条　選挙管理委員は会長，副会長，理事，監事および
代議員を除く正会員のなかから理事会が選出し，会長が委
嘱する５名の委員により構成される．
２　委員長ならびに委員長代理は委員の互選によって選出
され，委員長は選挙管理委員会を代表する．

（委員の任期）
第４条　委員の任期は総会への報告完了の日までとし，再
任はさまたげない．
２　選挙管理委員は任期中，投票を除いて，代議員および
役員選挙への立候補および立候補者の推薦，選挙活動をお
こなうことができない．

（選管補助要員）
第５条　選挙管理委員長は，事務局職員を選挙管理委員会
の補助要員に任命し，業務の一部を委嘱することができる．
委嘱期間は，９月10日～３月15日とする．
２　補助要員は委員長の指示により，選挙業務（立候補受
付，立候補者確認・案内，WebsサイトやNews誌への掲示
作業，投票用紙・広報等の印刷，郵送，投票の受取など）
に関して，選挙管理委員会をサポートし，円滑に選挙が遂
行されるよう協力する．なお，選挙活動に類する行為は厳
に慎むものとする．

（附　則）
本規則は2009年６月30日から施行する．

以上
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１．日本地質学会賞
授賞対象：地質学に関する優秀な業績をおさめた本会正会
員もしくは名誉会員，またはこれらの会員を代表とする
グループ．
応募方法：正会員，名誉会員，支部，および専門部会によ
る推薦（自薦も可）．所定の様式による．

２．日本地質学会国際賞
授賞対象：地質学に関する画期的な貢献があり，加えて日
本列島周辺域の研究や日本の地質研究者との共同研究な
どを通じた日本の地質学の発展に関する顕著な功績が
あった正会員および非会員
応募方法：正会員，名誉会員，支部，および専門部会が推
薦．所定の様式による．

３．日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞
授賞対象：地質学に関して優れた業績を上げた，2015年９
月末日で満37歳以下の正会員（研究テーマによって小澤
儀明賞・柵山雅則賞のいずれかを授与）
応募方法：正会員，名誉会員，および専門部会による推薦
（自薦も可）．所定の様式による．

４．日本地質学会研究奨励賞
授賞対象：2013年10月から2015年９月までの過去２年間に
「地質学雑誌」および「Island Arc」に優れた論文を発表
した著者．2015年９月末日で満35才未満の正会員．筆頭
著者であれば共著でもよい．
応募方法：推薦理由書添付（400字程度）．正会員・名誉会
員および専門部会であればどなたでも推薦ができます．

５．日本地質学会論文賞
授賞対象：
１）2012年10月から2015年９月までの過去３年間に「地
質学雑誌」に発表された優れた論文
２）2012年４号から2015年３号（９月）までの過去３年
間に「Island Arc」に発表された筆頭著者が本会会員
による優れた論文

応募方法：推薦理由書添付（400字程度）．正会員・名誉会
員および専門部会であればどなたでも推薦ができます．

６．日本地質学会小藤文次郎賞
授賞対象：2013年10月から2015年９月までの間に重要な発
見または独創的な発想を含む論文を発表した会員．
応募方法：推薦理由書（400字程度）．正会員・名誉会員お
よび専門部会であればどなたでも推薦ができます．地質
学雑誌・Island Arc誌以外で発表された論文はPDFによ
るコピーを添付して下さい．

７．日本地質学会功労賞
授賞対象：長年にわたり地質学の発展に貢献のあった本会
正会員もしくは非会員．またはこれらを代表するグルー
プ．
応募方法：正会員・名誉会員，支部，または専門部会が推
薦．所定の様式による．

８．日本地質学会表彰
授賞対象：地質学の教育活動，普及・出版活動，新発見お
よび露頭保全，あるいは新しい機器やシステム等の開発
等を通して地質学界に貢献のあった個人，団体および法
人．＊2011年から規則が変わり，対象者は会員・非会員
を問いません．
応募方法：正会員・名誉会員，支部，または専門部会が推
薦．所定の様式による．

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

2015年９月

一般社団法人日本地質学会各賞選考委員会　
委員長　天野一男

委員　安藤寿男・安間　了・亀尾浩司・川端清司
榊原正幸・佐々木和彦・千代延　俊・内藤一樹
中澤　努・小嶋　智・山路　敦・秋元和実
岩森　光・井龍康文・前川寛和・伊藤　慎

海野　進

日本地質学会では今年も運営規則第16条および各賞選考規則（本号別途掲載）にしたがい，下記の賞の候補者を募集いた
します．ご応募いただいた方の中から，各賞選考委員会（委員は理事会の互選と職責により選出）が候補者を選考し，理事
会での決定，総会での承認を経て表彰を行います．
論文賞・研究奨励賞の対象論文リストについては，地質学会のホームページ（http://www.geosociety.jp/）をご覧いただ

くか，または，学会事務局までお問い合わせください．
下記の応募要項をご参照の上，各賞選考委員会（学会事務局）あてにご応募下さい．期日厳守にて，たくさんのご応募を

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

応募の締め切りは各賞とも，2015年11月30日（月）必着です．
所定の様式による，とあるものは事務局にご請求下さい．

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

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

〒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各賞選考委員会
TEL：03-5823-1150，e-mail：main@geosociety.jp

2016年度一般社団法人日本地質学会各賞候補者募集について

事務局
取り消し線
2016年11月30日（水）

事務局
取り消し線
2017
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（関連資料）

一般社団法人日本地質学会各賞選考規則

（目的）
１．本規則は，一般社団法人日本地質学会（以下地質学会
という）運営規則第16条３項に基づき地質学会の各賞選
考に関する手続きを定める．

（選考）
２．各賞の選考は，理事会のもとにおかれる各賞選考委員
会が行う．各賞選考委員会については別途定める．

（各賞の受賞対象および応募資格等）
３．日本地質学会賞の応募に関する細目は次のとおりとす
る．
１）応募資格：正会員，名誉会員，ならびに前記のもの
を代表とするグループ．ただし，過去において本賞を
受けていない者．
２）応募方法：正会員，名誉会員，支部および専門部会
による推薦，自薦も可とする．所定の様式による．

４．日本地質学会国際賞の応募に関する細目は次のとおり
とする．
１）応募資格：正会員および非会員．ただし，過去にお
いて本賞を受けていない者．
２）応募方法：正会員，名誉会員，支部および専門部会
による推薦．所定の様式による．
３）国際賞の授与は毎年度１名以内とする．
５．日本地質学会Island  Arc賞の授賞対象は次のとおりと
する．
１）募集開始年の３年前と２年前にIsland Arc誌に発表
された論文．

６．日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞の応募に関する
細目は次のとおりとする．
１）応募資格：募集開始年の９月末日で満37歳以下の正
会員．ただし，過去において本賞を受けていない者．
２）応募方法：正会員，名誉会員および専門部会による
推薦．自薦も可とする．所定の様式による．
３）賞の名称は，受賞する研究のテーマによって各賞選
考委員会が定める．

７．日本地質学会論文賞の受賞対象は次のとおりとする．
１）募集開始年９月までの過去３年間に地質学雑誌に発
表された論文．
２）募集開始年９月までの過去３年間にIsland Arcに発
表された，筆頭者が地質学会会員による論文．
３）応募方法：正会員および名誉会員，専門部会による
推薦．400字程度の推薦文を添付すること．

８．日本地質学会小藤文次郎賞の受賞対象は次のとおりと
する．
１）募集開始年９月までの過去２年間に重要な発見また
は独創的な発想を含む論文．
２）応募方法：正会員および名誉会員，専門部会による
推薦．400字程度の推薦文を添付すること．

９．日本地質学会研究奨励賞の受賞対象および資格者は次
のとおりとする．
１）募集開始年９月までの過去２年間に地質学雑誌およ
びIsland Arcに発表された論文の著者．ただし，過去
において本賞を受けていない者．
２）募集開始年９月末日で満35才未満の会員．筆頭著者
であれば共著でもよい．
３）応募方法：正会員および名誉会員，専門部会による
推薦．400字程度の推薦文を添付すること．

10．日本地質学会優秀ポスター賞の受賞候補者の応募およ
び選考に関する細目は次のとおりとする．
１）応募対象：各賞選考委員会が対象と定める講演会に
おいて発表されたポスター講演の発表者またはこれら
を代表するグループ．

11．日本地質学会功労賞の受賞候補者の応募に関する細目
は次のとおりとする．
１）応募対象：地質学会正会員および非会員，またはこ
れらを代表するグループ
２）応募方法：正会員，名誉会員，支部または専門部会
による推薦，所定の様式による．

12．日本地質学会表彰の応募に関する細目は次のとおりと
する．
１）応募対象：会員および非会員の個人，団体または機
関．
２）応募方法：正会員，名誉会員，支部または専門部会
による推薦，所定の様式による．

（応募に関する告示）
13．各賞の応募に関する告示は，応募締め切り期日の３カ
月前までにNews誌，Webサイト等で行う．

（選考結果の記録と報告）
14．各賞選考委員会は，選考過程と選考結果について文書
で理事会に報告する．

（規則の変更）
15．本規則の変更は理事会の議決による．

附則
本規則は，2009年９月３日から施行する．
2011年４月２日，一部改正．
2012年４月７日， 〃
2013年５月18日， 〃

一般社団法人日本地質学会各賞選考委員会規則

（目的）
１．一般社団法人日本地質学会（以下地質学会という）各
賞選考規則第２項に基づき，本規則を定める．

（委員の構成および選出）
２．各賞選考委員会（以下選考委員会という）は，理事会
が推薦する10名の委員と前・現地質学雑誌編集委員長お
よび前・現副委員長，Island Arc前・現編集委員長で構
成する．
１）理事会推薦委員の10名は，専門を考慮して理事の互
選により選出し，委員長はこの委員間の互選とする．
２）理事会推薦委員の任期は2年とする．

（選考検討委員会等の設置）
３．選考委員会は，日本地質学会賞，日本地質学会国際賞，
日本地質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞ならびに日本地質
学会Island Arc賞の選考に関しては，選考委員会のもと
に随時，選考検討委員会を設置して諮問することができ
る．
４．日本地質学会賞，日本地質学会国際賞ならびに日本地
質学会小澤儀明賞・柵山雅則賞の選考を行う選考検討委
員会は，前・現地質学会長，過去３年間の日本地質学会
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賞受賞者，前・現地質学雑誌編集委員長，前・現Island
Arc編集委員長および執行理事会が推薦する若干名の委
員など10名程度で構成し，委員長は委員間の互選とする．
５．日本地質学会Island Arc賞の選考検討委員会は，現
Island Arc編集委員長とEditorial Advisory Boardのメン
バー若干名によって構成し，委員長は委員間の互選とす
る．
６．選考委員会は，優秀ポスター賞の選考に関して，随時，
優秀ポスター賞選考委員を任命し，その意見を選考の参
考にすることができる．

（利益相反）
７．選考委員会委員ならびに選考検討委員会委員が受賞候
補対象者となった場合，または委員と候補者の関係が深
い（親族，共同研究者，研究指導者など）と判断される
場合は，地質学会利益相反防止規則に基づいて，該当す
る賞の選考には一切関与しないこととする．これによっ
て減数した委員の補充は行わない．

附則
（1）本規則の変更は理事会の議決による．
（2）本規則は，2009年９月３日から施行する．
（3）2011年４月２日，一部改正．

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/

★関東支部：富士山巡検－富士山西
側山腹を巡る
10月17日（土）～18日（日）１泊２日

申込期間：８月24日（月）～10月２日（金）

http://kanto.geosociety.jp/

○第179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

10月30日（金）18:30～20:30［事前予約不要］

場所：北とぴあ901会議室（JR京浜東北線王

子駅北口より３分）

講師：藤原寿和（廃棄物ネット・ワーク代表）

テーマ：戦後から今日にいたる廃棄物問題の

列挙と今後の日本の国土汚染について

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

★関東支部：ミニ・ショートコース
「地すべり試験ラボ見学」
10月31日（土）

場所：国土防災技術（株） 技術本部試験研

究所（福島市南矢野目）

応募締切：10月９日（金）

http://kanto.geosociety.jp/

月　November
★2015年度春季地質調査研修
11月９日（月）～11月13日（金）（４泊５日）

場所：千葉県君津市及びその周辺地域

11

2015.10～

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　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）

10

申込受付は終了しました

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

0043.html

○第2回アジア恐竜国際シンポジウム
（ISAD2015）
11月19日（木）～24日（火）

場所　タイ　バンコク

http://www.isad2015.com/isad2015/

○第180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

11月20日（金）18:30～20:30［事前予約不要］

場所：北とぴあ901会議室（JR京浜東北線王

子駅北口より３分）

講師：上砂正一（NPO日本地質汚染審査機

構副理事長）

テーマ：自治体の環境行政の諸問題

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

（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：太

田仁吉と科学教育映画の曙』

・秋葉文雄『珪藻化石層序の誕生から完成ま

で：鍵種を探し求めて』

問い合わせ先：矢島道子

<pxi02070@nifty.com>
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１．はじめに
2018年に日本地質学会創立125周年を迎えるにあたっての
記念事業の一つとして，地質学雑誌特集号を連続して企画
する事が決定し，その推進のために日本地質学会125周年記
念地質学雑誌特集号企画委員会が設置されました．
本特集号では，創立100周年時に刊行された「日本の地質
学100年」以降の25年間を中心とした各分野の研究動向をま
とめて順次発行します．掲載は2017年から開始し，およそ
２年間にわたって隔月で刊行される予定です．以下に記念
特集号の概要を示しますが，自薦・他薦など本特集号への
多数の申し込みを期待しています．

２．記念特集号の意義
100周年記念事業の際にはハードカバーの単行本して「日
本の地質学100年」が刊行されました．今回の地質学雑誌特
集号とすることのメリット・意義は以下のようにまとめら
れます．
１）地質学会全会員へ配布されるので，高度化・細分化・
学際化しつつある各分野の研究動向に関する情報を全会
員が享受することが出来，会員サービスの向上と地質学
会の強化につながります．
２）地質学雑誌の安定的刊行とその魅力の増大にとって，
総説論文を増すことや特集号の企画が重要であることが
従来から強調されてきましたが，今回の連続した特集号
の企画は，その方針とも合致しています．
３）今回の特集号の企画・実施プロセスにおいて，専門部
会や多様な研究グループなどの活動を活発化させること
が期待され，本学会の核心的な事業内容である学術的活
動の活性化にもつながります．
４）単行本に比べて財政的負担も少なく済みます．

３．125周年記念特集号の要項
１）概ねこの25年間の日本地質学会会員による学術的進展
を主題とした総説論文を中心としますが．最新のトピッ
ク紹介や短い原著論文などが入っても構いません．
２）個別特集号のテーマ設定は，例えば，ある分野全体の

研究動向を体系的にまとめたもの，ある特定の研究対
象・事象を中心とした構成や，境界領域に広くわたる場
合など，多様であって良い．
３）国際的なアッピールの場にしたいということも想定し
て，英語原稿で構成される特集号（あるいは個別論文）
が混在しても良い．
４）地学教育やアウトリーチ，ジオパーク，自然災害や環
境問題などに関わる課題に関しては，別途，「社会と地質
学」といったカテゴリーのもとで社会一般へのアッピー
ルを目的とした取りまとめが検討されています．しかし，
本記念特集号は観点が異なりますので，これらと課題が
重複しても構いません．
５）原稿の種別や作成要領は地質学雑誌の投稿規定に基づ
きます．
６）12冊の個別特集号へと纏め上げていく過程での調整は
本企画委員会において行いますが，個別の特集号への投
稿や編集作業は地質学雑誌編集委員会のもとで，地質学
雑誌投稿編集出版規則の細則２（地質学雑誌特集号刊行
までの手順に関する細則）に基づいて進められます．（＊
もし地質学雑誌の発行形態が変化する場合はその変化に
対応して対処します）

４．募集要項
１）細則２に準じて記念特集号申し込みを行って下さい．
ただし，通常の特集号申し込みとは異なり，この段階で
は原稿そのものは必要ありません．また，個別論文（総
説）の企画も受け付けます．また，ある人にこういう
テーマで書いてほしいといった他薦も受け付けます．
２）第１次募集は2015年11月30日〆切とします．掲載時期が
2017～2018年の２年間にわたりますので，状況に応じて第２
次募集を行います．他薦に関しては早めに申し込み下さい．
３）申込先は地質学会事務局気付で本委員会宛として下さ
い．本委員会の構成は以下の通りです．秋元和実，伊藤
慎，永広昌之（副委員長），狩野謙一，小嶋　智，佃　栄
吉，中川光弘，久田健一郎，廣井美邦，宮下純夫（委員
長），山路　敦
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日本地質学会125周年記念事業：地質学雑誌特集号の募集
日本地質学会125周年記念地質学雑誌特集号企画委員会

創立125周年
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日時　平成27年10月10日（土）13:00～18:00

場所　日本学術会議講堂

平成27年４月28日に公表された提言「高レベ

ル放射性廃棄物の処分に関する政策提言－国民

的合意形成へ向けた暫定保管」は，公表に至る

前から大きな社会的関心を呼んだ．特に今回，

平成24年に原子力委員会委員長への回答で，高

レベル放射性廃棄物政策の抜本的見直しを提言

したが，回答の内容をより具体的な政策へと先

に進めることで，改めて，政府に改善を促す対

応を試みた．今回の政策提言をベースに多様な

立場からの議論をシンポジウム形式で実施する．

第１部　開催挨拶及び基調報告

「高レベル放射性廃棄物の処分に関する政策

提言」について

今田高俊（日本学術会議連携会員，東京工

業大学名誉教授，統計数理研究所客員

教授）

第２部　基調講演「高レベル放射性廃棄物の

処分に関する政策提言について」

鈴木達治郎（長崎大学核兵器廃絶研究セン

ター長・教授，元内閣府原子力委員会

委員長代理）

吉岡 斉（日本学術会議連携会員，九州大

学大学院比較社会文化研究院教授，原

子力市民委員会座長）

千木良雅弘（日本学術会議特任連携会員，

京都大学防災研究所教授）

寿楽 浩太（東京電機大学未来科学部人間

科学系助教）

第３部　パネルディスカッション

テーマ（1）暫定保管の方法と期間，（2）事

業者の発生責任と将来世代への責任，（3）最

終処分に向けた立地候補地とリスク評価，（4）

合意形成へ向けた組織体制

参加費　無料　定員　300名

問合せ先

日本学術会議事務局企画課学術フォーラム

担当

〒106-8555 東京都港区六本木7－22－34

電話：03-3403-6295 FAX：03-3403-1260

申込みフォーム：https://form.cao.go.jp/

scj/opinion-0003.html

日本学術会議主催学術フォーラム
「高レベル放射性廃棄物の処分に
関する政策提言－国民的合意形成
へ向けた暫定保管を巡って」

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．

地球惑星科学NYS（以下　NYS）は，

様々なバックグラウンドを持つ参加者が集

い，地球惑星科学の諸問題を意識し，これか

らの課題を考えることを目的として，講義や

参加者主体のグループワークなどを行ってお

り，今回で13回目の開催です．本イベントで

は，最先端の地球惑星科学研究からサイエン

スコミュニケーションやアカデミックのクラ

ウドファンディングまで様々な分野の講師の

方を招待し，講演いただく予定です．

さらにそれらの内容を踏まえたグループ

ディスカッションを企画しています．本組織

は特定の学会に属していないため，学会や組

織を超えた交流を築くことが出来るのが大き

な特徴です．参加者同士が交流を深め，今後

の地球惑星科学の発展につながるようなイベ

ントにしたいと考えております．ぜひ，奮っ

てご参加ください．

日時：2015年10月24日（土）午前～25日（日）

夕方（予定）

場所：東京大学本郷キャンパス（東京都文京

区）

内容：講演，参加者同士の研究交流，グルー

プディスカッション，懇親会など

講演者（五十音順）：

飯塚　毅　先生（東京大学理学部・講師）

伊勢武史　先生（京都大学フィールド科学

教育研究センター・准教授）

玄田英典　先生（東京工業大学　地球生命

研究所・特任准教授）

椎野勇太　先生（新潟大学理学部・助教）

宍倉正展　先生（産業技術総合研究所活断

層・火山研究部門・グループ長）

柴藤亮介　先生（エデュケーショナル・デ

ザイン・代表）

スティーブン　オブラクタ　先生（秋田大

学国際資源学部・准教授）

高橋麻美　先生（日本科学未来館・科学コ

ミュニケーター）

参加費：1000円（予定懇親会費別）

定員：100名

対象：学部生・大学院生・若手研究者・地球

惑星科学に興味を持つ方であればどなたでも

申し込み〆切：10月３日（土）

問い合わせ先やホームページアドレス

代表幹事：宮川歩夢　（産業技術総合研究所）

連絡先：nys．earth21@gmail．com

HPアドレス：https://sites.google.com/site/

nyswakate/2015

主催：ゼオライト学会

協賛：日本地質学会ほか

後援：公益財団法人とっとりコンベンション

第31回ゼオライト研究発表会

地球惑星科学NYS 2015
ビューロー

日時：2015年11月26日（木）～27日（金）

会場：とりぎん文化会館（〒680-0017 鳥取

市尚徳町101-５，http://torikenmin.japro.jp/）

テーマ：ゼオライト，メソ多孔体，およびそ

の類縁化合物に関連した研究の基礎から応用

まで

講演の種類：

１）特別講演

ゼオライトの特徴を活かしたディーゼル自動車

排ガスのクリーン化：小倉　賢（東京大）

多孔性固体触媒によるバイオマス変換と食品

貯蔵：福岡　淳（北海道大）

２）特別企画　鳥取・島根のゼオライト研究

最前線

ゼオライト触媒と酵素の協調による動的光学

分割反応：伊藤敏幸（鳥取大）

島根県産ゼオライトを使った二酸化炭素濃縮

装置の開発：田島政弘（島根県産業技術

センター）

ナノ多孔体の導入による超微細高性能メモリ

の実現：木下健太郎（鳥取大）

２）総合研究発表（討論を含めて30分程度）

12件

３）一般研究発表（討論を含めて20分程度）

60件

プログラムはhttp://katalab.org/31zeolite/

で公開中

参加登録費（予稿集代を含む．当日申し受け

ます．）：

会員（協賛学協会の会員含む） 5,000円

非会員　入会費¥5,000を合わせてお支払い

ください．

シニア会員　2,000円

学生　2,000円

懇親会：11月26日（木）講演終了後，ホテル

モナーク（〒680-0834 鳥取市永楽温泉町

403，http://www.hotel-monarque.jp/）にて．

研究発表会場から懇親会場への無料バス運行

予定

会費：一般　5,000円，シニア会員　3,000円，

学生　3,000円

蟹と鳥取の地酒をお楽しみに

問い合わせ先：

菅沼学史（鳥取大学工学部附属GSC研究セ

ンター）

Tel：0857-31-5256， Fax：0857-31-5684，

e-mail：suganuma@chem.tottori-u.ac.jp

詳細はhttp://katalab.org/31zeolite/
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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　公募職種　　名古屋大学宇宙地球環境研

究所教授※（１名）

※年代測定総合研究センターは，平成27年10

月１日に学内の太陽地球環境研究所および

地球水循環研究センターとともに，新設の

宇宙地球環境研究所として統合され，それ

にともない同センターの構成員は新研究所

へ配置換えされる予定です．

２　採用予定年月　　平成28年４月以降の出

来るだけ早い時期

３　応募資格・要件

（1）これまでに年代学研究に関連する優れた

業績があり，特に加速器質量分析計を用い

た研究分野において，他の教員と連携・協

力して，年代学的研究を推進できること．

（2）年代学を中心とした研究に従事するとと

もに，組織運営に積極的にかかわり，所属

予定の宇宙地球環境研究所の発展に貢献で

きること．

（3）全学教育科目等の授業および大学院教育

を担当できること．

（4）博士の学位を有すること．

（5）日本語で教育が行えること．

４　提出書類

（1）履歴書（写真を添付すること）

（2）研究業績一覧（査読論文とそれ以外を区

別）

（3）著書・学術論文のうち，主要なもの５編

について別刷りまたはコピー

（4）これまでの研究業績，教育業績，社会的

貢献の概要（合わせて2000字程度でまとめ

ること）

（5）就任後の抱負（年代測定総合研究セン

ターにおける教育研究のあり方と将来計画

等について，1500字程度でまとめること）

（6）外部資金の取得状況およびその他参考と

なる事項

５　応募締切　平成27年10月30日（金）必着

６　選考方法

創設予定の名古屋大学宇宙地球環境研究所

人事選考委員会において，候補者を選考する．

なお，場合によっては，人事選考委員会で

面接を行うこともある．

最終候補者は，宇宙地球環境研究所教授会

名古屋大学年代測定総合
研究センター教員の公募

において選考を行う．

７　問い合わせ先

名古屋大学年代測定総合研究センター

榎並正樹（enami@nagoya-u.jp）

（平成27年10月１日より，名古屋大学宇宙

地球環境研究所　基盤研究部門年代測定研

究部に配置換えとなります．）

名古屋大学年代測定総合研究センターのこ

れまでの諸活動については，ホームページ

（http://www.nendai.nagoya-u.ac.jp/）を

ご覧ください．

募集職種　研究職，技術研究職のいずれか若

干名

募集対象部署研究部門もしくは拠点組織の研

究グループ等

募集内容　海洋研究開発機構では，第３期中

期計画を実施するにあたり，研究分野に従事

する任期制職員（研究職もしくは技術研究職）

を若干名募集します．

【研究内容】

・熱帯から亜熱帯域における大気・海洋相互

作用の解析と計測技術の研究開発

・深海極限環境を模擬した反応場におけるソ

フトマテリアルの化学に関する研究開発

・海洋環境の変遷が引き起こす元素濃集のメ

カニズム解明による鉱床生成の化学的プロ

セスの研究開発

・堆積物や生物などの天然試料中に含まれる

各種有機物を用いた生物地球化学プロセス

の研究開発

・深海環境における先端的土木施工技術の研

究開発

【募集職種】

研究職：機構業務への貢献のため，自立した

研究者として，当該分野において世界を

リードする研究を行い，主に主著論文を中

心とした成果が期待されます．

技術研究職：機構業務への貢献のため，研究

開発，技術開発，技術革新等を中心とした

業務を行います．

【応募資格】

研究職：当該研究に関連する分野の博士号取

得者および優れた研究業績を有する者．

技術研究職：当該研究もしくは研究開発に関

連する分野の博士号取得者および優れた研

究業績を有する者．

【募集人数】 若干名

【雇用形態】 任期制職員（定年制職員への

移行審査資格有り）

【雇用期間】 平成28年４月１日～平成33年

３月31日

１回の雇用期間を最長５事業年度とし，以降

更新は行いません．

応募締切　平成27年11月５日（木） 必着

海洋研究開発機構
研究系職員の公募

お問い合わせ先

国立研究開発法人海洋研究開発機構

人事部人事第２課　担当ステイリー

TEL 046-867-9590 FAX 046-867-9095

E-mail：jinji2@jamstec.go.jp

詳しくは，http://www.jamstec .go . jp/

recruit/details/jinji20151105.html

１．募集人員：　助教（テニュア・トラック）

１名

２．所属学系：信州大学学術研究院理学系

主担当学部：理学部理学科　物質循環学

コース　地球システム解析分野

３．待遇

勤務形態：常勤

テニュア・トラックの期間：５年間

待遇：国立大学法人信州大学の規定によ

る．

テニュア審査：

採用者は採用後５年目前半にテニュア審査

が行われ，合格者は６年目から専任教員とし

て採用されます．テニュア審査は研究，教育，

運営上の活動実績に基づいて行います．具体

的な審査基準は採用面接時に説明します．

専門分野：地球表層圏における物質循環研究

自然環境は，個々の生命を単位とする生態

システムと，これを取り巻く物理・化学的法

則が支配的な地球システムとから成り，それ

らの間には密接な相互作用があります．物質

循環学コースでは「地球システム研究分野」

と「生態システム研究分野」において，「物

質の循環」を共通のキーワードとして教育と

研究に取り組んでいます．本公募では，地球

システム研究分野で地球表層圏における物質

循環研究とそれに関する教育を担当できる方

を募集します．

応募資格：

地球システム研究分野の地球表層圏におけ

る物質循環に関する研究の実績を有し，外部

資金の獲得，社会活動，国際的活動に対して

も意欲的に取り組んでいただける方を求めま

す．博士の学位を取得されている方で，年齢

は30代前半までが望ましい．また，ポスドク

経験があることが望まれます．

着任予定日：平成28年４月１日

応募締め切り：平成27年11月13日（金）（必

着）

応募書類送付先・問い合わせ先

〒390-8621 松本市旭３-１-１

信州大学理学部物質循環学コース

コース長　戸田　任重

詳しくは，http://www.shinshu-u.ac.jp/

faculty/science/recruit/

信州大学理学部理学科物質
循環学コース教員の公募
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助成対象：

［A 調査・研究助成］瀬戸内海地域の「文

化力」を持続的・発展的に高めるための，人

文・社会等に関する調査・研究，およびそれ

らの融合された分野に対する調査・研究への

助成を行います．

・地域文化，衣・食・住，生活，民俗，芸能

等に関する調査・研究

・環境，景観，町並み保存，遺跡，観光，国

際交流，文化政策等に関する調査・研究

・今までに本事業の助成を受けた「＊B＋活

動」のテーマを対象とする調査・研究

・以上に関する，新しい観点からの将来性に

富んだ調査・研究

［B 活動助成］瀬戸内海地域の「文化力」

向上のための活動への助成を行います．

・地域の「文化力」の向上を目的とした，衣・

食・住に関わるまちおこし，島おこし，町並

み保存活動，環境保全活動，芸術・文化創造

活動や，以上に関するフィールドワーク，記

録・報告等の公表・普及への助成

・地域の「文化力」の向上に関わる，子ども

たちへの教育活動に対する助成

助成の対象者：原則として問いません．（個

人でも団体でも応募いただけます）

助成件数：A+B 15～25件程度

助成額：１件につき30万円～上限100万円，

総額1,500万円

募集締切：2015年10月16日（金）

助成に対する問い合わせ先

〒761-3110 香川県香川郡直島町850

公益財団法人福武財団事務局助成担当

TEL：087-892-4455 FAX：087-892-4466

E-mail：uketsukesenyo@fukutake.or.jp

TEL：082-424-7468（研究室），FAX：

082-424-0735

e-mail：katayama@hiroshima-u.ac.jp

URL：http://home.hiroshima-u.ac.jp/

depssweb/gs/index.html

詳しくは，http://www.hiroshima-u.ac.jp/

top/saiyo_syusyoku/kyoinkobo/index.html

目的：21世紀の世界は軍事力，経済力に代わ

る，「文化力」の時代です．経済のグローバ

ル化が進めば進むほど，かえってその国やそ

の地域にしかない魅力的な生き方やものの考

え方，「くらしといのち」の美しさと楽しさ，

知恵が問われてきます．それが「住んでよし，

訪れてよし」の文化であり，その力が経済や

外交をも支えます．そのような時代認識に

立って，本事業では，地域の固有性と多様性

をもって持続的な発展をとげてきた瀬戸内海

地域に焦点を当て，その「文化力」の向上と

地域づくりに貢献する調査・研究や活動に対

し助成を行うことを目的とします．

2016年度瀬戸内海文化研究・
活動支援助成募集

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．

所属：広島大学大学院理学研究科　地球惑星

システム学専攻地球惑星システム学講座

職名・人員：教授　1名

採用予定年月日：平成28年４月１日

専門分野：地球化学的な手法に基づく地球惑

星システム学に関連する分野

担当科目：

学部：地球惑星システム学関連科目

教養教育科目：地球惑星システム学関連科

目

大学院（博士課程前期）：地球惑星システ

ム学関連科目

大学院（博士課程後期）：地球惑星システ

ム学関連科目

応募資格：次の要件を全て満たす者

（1）博士の学位（外国において授与されたこ

れに相当する学位を含む.）を有し，当該

分野で研究業績があり，担当科目の教育に

十分な知識をもつ方.

（2）博士課程前期・博士課程後期の論文指導

を担当できること.

（3）外国で通算1年以上の研究歴があり，か

つ英語で授業ができる方が望ましい.

応募期限：平成27年11月30日（月）必着

問い合わせ先：

〒739-8526 東広島市鏡山１－３－１

広島大学大学院理学研究科地球惑星システ

ム学専攻　片山郁夫

広島大学大学院理学研究科
教員（教授）の公募



サレーヴ山はジュラ紀新世キンメリッジ期

から白亜紀古世バレーム期までの炭酸塩岩で

構成されており，この巡検では主に白亜紀の

浅海性石灰岩を観察した．ジュネーヴの街か

らはバスとケーブルカーを乗り継いで簡単に

訪れることができる．山頂は広大な牧草地に

なっており，北を見ればジュネーヴの街やレ

マン湖，その奥にはジュラ山脈が見え（写真

１），南に目をやるとアルプスの山々がそび

え，天気のいい日はモンブランまで見えるら

しい．巡検当日はモンブランまでは見えな

かったが，晴天に恵まれ，空の青さと草原の

緑とのコントラストが美しい開放的な景色が

広がっていた．参加者たちはそこで放牧され

ている牛たちの群れの中を横切り，パラグラ

イダーを楽しむレジャー客を見上げながら，

露頭を巡った．

巡検案内書には観察地点ごとに設問が書か

れており，参加者が答えを考えた後に引率者

から解答が書かれた紙が配られ，解説が始ま

るというユニークな形式の巡検であった．そ

のため，露頭に行って引率者の解説を聞くだ

けの受動的な巡検にならず，参加者それぞれ

がよく露頭を観察し自分の頭で考える巡検に

なった．参加者には様々な専門の学生が集

まっていたため，各々が化石や堆積構造を目

ざとく見つけ，「ほら，これは◯◯だよ．」と

気さくに教え合っていた．

本巡検の一番の見所は，山の北側の絶壁を

なす層状石灰岩の大露頭である（写真２）．

そこでは，遠くからではあるがサレーヴ山を

構成するほぼすべての層状石灰岩を観察する

ことができる．また，崖の中央部には，層状

石灰岩のほぼ水平な層理面に沿って自然の遊

歩道ができており，そこを歩きながら層状石

灰岩を間近で観察することができた．

巡検の最後には，Kindler教授からこの日

に観察した地層の総説があった｠．それによ

ると，サレーヴ山の白亜系石灰岩は冷温帯性

と熱帯性の石灰岩が繰り返し堆積しており，

これは当時の環境変動を反映しているものか

もしれないとのことだった．

夜には，山小屋のレストランで夕食会とダ

ンスパーティーが開かれた．日中には真面目

に露頭を観察していた参加者が，音楽に合わ

せて激しく踊っている姿を見たときは目を丸

くした．筆者をはじめ，内気な参加者も半ば

国際堆積学会議（ I n t e r n a t i o n a l

Sedimentological Congress，略称ISC）は，

国際堆積学会が毎年行っている国際会議の中

で，４年に一度開催される規模の大きい国際

会議である．この学会に付随して，学会前，

学会中および学会後に巡検も行われる．2014

年の夏，第19回国際堆積学会議がスイスの

ジュネーヴで開かれ，筆者は巡検も含めて約

2週間にわたり本学会に参加した．それらの

内容についてここに報告する．

学会前学生巡検（8月16日～17日）: Pre-

Meeting IAS-STUDENT Field Trip : The Mt.

Sale`ve

今回まず参加したのは，学会前巡検である．

今回の学会前巡検は８つ開かれ，筆者はその

中の学生向けの巡検に参加した．巡検は１泊

２日の日程でジュネーヴのすぐ南に位置する

サレーヴ山で行われた．巡検の運営はジュ

ネーヴ大学の博士課程の学生が行い，一部，

同大学のPascal Kindler教授が露頭の解説で

参加された．参加者は30名ほどで，ほとんど

が欧州地域からの博士課程の学生であり，日

本人は筆者一人であった．学生向けというこ

ともあり，物価の高いジュネーヴにもかかわ

らず，参加費は食費と宿代を含めて18.5ユー

ロと格安であった．その分，巡検中はシャ

ワールームが１つしかない山小屋での宿泊

で，２階の一部屋に参加者全員で雑魚寝だっ

たのだが，その環境もあってか参加者には妙

な一体感が生まれていた．

強制的にダンスに参加させられ，参加者たち

は深夜３時まで談笑を続けて親睦を深めた．

学術大会（8月18日～22日）

８月18日から22日までジュネーヴ大学の会

議場ユニメールにおいて口頭発表とポスター

発表が行われた（写真３）．セッションは10

のテーマからなり，その下に37の分科会が設

定され，８つの会場で口頭445件，ポスター

404件の発表が行われた．堆積学会と言って

もテーマは幅広く，堆積環境や堆積過程，続

成作用，石油資源までさまざまな内容で議論

が行われた．それに加えて午後の最初のプロ

グラムでは，「Keynote Lecture」と呼ばれ

る総会講演が開かれた．そこでは各分野の最

前線で活躍している研究者が，毎日１人ずつ

約１時間の講演を行った．

この学会には約60ヵ国から研究者が参加し

たが，今回はとくに中国からの参加者（とく

に石油関連）が多かった．日本からは30名が

参加し，口頭発表９件，ポスター発表24件を

行った．筆者はポスター発表１件を行った．

午前中と夕方にあるポスター発表のコアタ

イムでは，参加者にクロワッサンや果物，

コーヒーやビールが振る舞われ，昼食時には

弁当も配られた（写真4）．食費の高いジュ

ネーヴでは嬉しいサービスである．

今回，筆者は主に炭酸塩岩と三畳紀に関連

したセッションに参加した．「堆積における

イベント」のセッションでは，レオーベン大

学のHans-Jürgen Gawlick氏ほかの発表が興

味深かった．彼らは東地中海周辺地域の山脈

を構成する炭酸塩岩について，その中に挟在

する放散虫岩の堆積に注目し，それらを放散

虫岩イベントと呼んだ．なかでも４つの放散

虫岩イベントに着目し，それらが当時の火山

活動や海水準変動などの環境変動に関連して

堆積したことを示した．たとえば，三畳紀新

世のカルニア期中期に起こった放散虫岩イベ

ントでは，おそらく海水準の低下によってそ

れまでの浅海炭酸塩プラットフォームの堆積

が中断し，放散虫岩が堆積した．そしてその

堆積のピークの後，一時的な温暖湿潤気候へ

の移行（Carnian Pluvial Eventと呼ばれる）

が起こったとした．炭酸塩岩の研究が盛んな

ヨーロッパ地域の中で放散虫岩に着目し，環

境変動との関連性を示した点が興味深い．
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第19回国際堆積学会議参加報告

熊本大学大学院自然科学研究科博士後期課程２年　山下大輔

写真１　サレーヴ山から望むレマン湖とジュネーヴの街．

写真２　サレーヴ山北側に露出する白亜系層状石灰岩の大露頭．



その夜には，ジュネーヴの中心を流れる

ローヌ川の中州に建てられたレストランで祝

賀会が催された．祝賀会では毎年，その土地

の音楽や踊りが披露され，食事もその土地な

らではの食材が味わえる．ジュネーヴの場合

は，数種類のチーズや白ワインなどが振る舞

われた．祝賀会の最後には女性歌手も登場し，

そのままの流れでダンスパーティーに突入し

た．またしても慣れない状況で筆者と信州大

の友人は挙動不審だったのだが，同じ日本人

でもM教授やS准教授は率先してお相手を見

つけては楽しげに踊っておられたので，驚き

と尊敬の念を抱くと同時に，こっそりカメラ

のシャッターを切った．

学会中巡検（8月20日）: The Cretaceous

and Paleogene carbonates from the Platé

Massif, northern Subalpine Chains, Haute-

Savoie, France

学会期間中の中日である８月22日にも巡検

が行われた．筆者はジュネーヴの南東に位置

する，フランスの北部サブアルプス山脈をめ

ぐる巡検に参加した．この巡検では，ケーブ

ルカーでプラテ山塊に登り，山頂周辺に分布

する白亜紀新世トゥレーヌ期から，不整合を

挟んで旧成紀漸新世までの炭酸塩岩を観察し

た．この日は天気に恵まれ，まだ雪の残る山

頂からはアルプス山脈の最高峰であるモンブ

ランを眺めることができた（写真５）．

地層の層理面はほぼ水平であるため，まず

最下位である白亜紀新世のSeewen層まで

下ったあとに，徐々に斜面を登りながら上位

の地層へと観察していった．すると時代を

追って岩相変化が観察でき，堆積場が扇状地

から湖沼になり，その後，炭酸塩ランプの内

側から外側へと変化したことが捉えられた．

この巡検での見どころは，大量の巻貝化石で

ある（写真６）．始新世後期の地層では直径

が20 cm近くもあるオウムガイ類の化石や，

巻貝とカキの化石の密集層などが観察でき

た．薄片観察で見られるような，巻貝化石の

様々な角度からの断面が観察でき，参加者は

しきりに写真を撮っていた．巡検の詳しい内

容と写真については，信州大学の竹内時実氏

が堆積学研究第73巻第2号のカバーストー

リーにおいて報告しており，J-STAGEの

ウェブサイトから自由に閲覧できるので興味

のある方は一読されることをお勧めする．

他にもいくつかの発表を聞いてみると，と

くに微生物岩（microbialite）に関する研究

が多いように感じた．その理由を石油関連の

仕事をされている方に伺ったところ，近年見

つかった石油の有力な貯留岩が微生物岩だっ

たことから，現在その研究が盛んに行われて

いるのだという．微生物岩についての発表で

興味深かったものは，ブルネル大学の

Stephen Kershaw氏ほかの発表である．微

生物岩はペルム紀/三畳紀（P/T）境界直後

に産出することから海洋無酸素事変などの環

境変動との関連が指摘されている．しかし，

彼らの研究ではP/T境界のみならず，ほかの

時代の絶滅層準や微生物岩が産出する層準な

どを比較した結果，微生物岩は同時代の類似

した環境でも形成される場所とされない場所

があり，その上，常に絶滅層準で形成される

とは限らないことを示した．結論として，微

生物岩と環境変動との関連はより複雑であ

り，その形成条件については過度に一般化す

るのは危険であるとした．

ポスター発表で印象的だった発表は，ジュ

ネーヴ大学の博士課程の学生であるArnoud

Slootman氏のポスターである．彼のポス

ター発表は展示方法が独特で，イタリアのシ

チリア島にある巨大な断崖に見られる堆積構

造を３次元的に伝えるために，露頭写真を

貼った複数の板を組み合わせた模型で露頭を

再現し，ポスターの前に展示していた．これ

により，ハリケーンや津波などのイベントに

よって形成されたと考えられる波長の長い堆

積構造を非常に分かりやすく立体的に捉える

ことができた．

４日目の午後には総会が開かれ，最近の国

際堆積学会の活動報告が行われた．具体的に

は，学会が発行している国際誌や，学会の企

画している夏季スクール，来年度の開催地の

紹介などである．また，総会の中盤では

「Sorby Medal」という学術賞の表彰式も行

われた．今年はクイーンズ大学のNoel P.

James教授が受賞され，45分間の講演があっ

た．教授は冷水性炭酸塩岩について研究して

こられた方で，オーストラリア周辺の海に堆

積している炭酸塩岩を例に示しながら，自身

の提唱した光合成生物源（Photozoan）炭酸

塩岩と非光合成生物源（Heterozoan）炭酸

塩岩の違いについて分かりやすく解説されて

いた．

最後に

本学会への参加は今回で２回目になるが，

学会では毎年最新の堆積学の研究を知ること

ができるのはもちろんのこと，巡検では堆積

岩の素晴らしい露頭を見ることができる．ま

た，なにより巡検や祝賀会，ドミトリーでの

宿泊などを通して，海外の研究者とのつなが

りができることが魅力である．今年は，ジュ

ネーヴから遙か東，ポーランドのクラクフで

の開催される．

最後に，本学会への参加の機会を与えてく

ださった熊本大学自然科学研究科の尾上哲治

准教授と，本報告書の執筆を提案し，原稿の

確認をしてくださった大谷大学文学部の鈴木

寿志准教授に感謝する．
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写真３　開会式の様子．

写真４　コーヒーとクロワッサンを手にした

参加者で賑わうポスター会場．

写真５（左） プラテ山塊から望むアルプス

山脈最高峰モンブラン．

写真６（右） 巻貝とカキの化石片を大量に

含むCerithium層．
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［Island Arc Award 2015］
Chemical characteristics of chromian spinel in plutonic rocks:
Implications for deep magma processes and discrimination
of tectonic setting. <Island Arc, 20, 125-137 (2011)>
Shoji Arai, Hidenobu Okamura, Kazuyuki Kadoshima, Chimav
Tanaka, Kenji Suzuki and Satoko IshimaruReferences

［Pictorial Article］
Seamount subduction likely provoked prolific mass
wasting on the slope in the central part of the East
Sakhalin accretionary wedge, eastern Russia
Sergey Zyabrev

［Research Articles］
1．Early to Middle Miocene rotational tectonics of the Ou
Backbone Range, northeast Japan
Jun Hosoi, Makoto Okada, Tomohiro Gokan, Kazuo Amano
and Andrew James Martin

東北日本奥羽脊梁山脈における前期～中期中新世の回転テクト
ニクス
細井　淳・岡田　誠・後閑友裕・天野一男・Andrew James
Martin
東北日本では中新世に反時計回りの回転運動が起こったこと

が知られているが、その詳細な時期やメカニズム，それに関連
した具体的な堆積場の変遷についてはよくわかっていない．本
研究は，詳細な層序，堆積場の変遷が解明されている岩手県西
和賀町周辺を対象とし，古地磁気，岩石磁気学的研究を実施し
た．その結果，本地域は15Ma頃の短期間で，約45°反時計回
りに回転したことが判明した．これを踏まえ，以下のように本
地域のテクトニクスと堆積環境変遷との関係を考察した．１）
16Ma以前，静穏な環境下で砂岩・泥岩が堆積．２）16～14Ma
頃，反時計回り運動とともに堆積場が急激に沈降し，連続的か
つ爆発的な火山活動が起こった．３）14Ma頃，回転運動・火
山活動は収束し，静穏な堆積環境に戻った．本結果は回転運動
が堆積盆発達に影響を与えたことを示唆する．

Key Words : counterclockwise rotation, Green Tuff; Miocene;
northeast Japan, Ou Backbone Ranges, paleomagnetism,
paleostress; tectonics

２．Linkage of deep sea rapid acidification process and

extinction of benthic foraminifera in the deep sea at the
Paleocene/Eocene transition
Hodaka Kawahata, Ritsuo Nomura, Katsumi Matsumoto and
Hiroshi Nishi

暁新世／始新世境界における深海底での海洋酸性化と底棲有孔
虫の絶滅
川幡穂高，野村律夫，松本克美，西　弘嗣
ODP Site 1220で採取されたP/E境界（5,500万年前）の堆積物
を地球化学的および古生物学的見地より高時間解像度で分析し
た．その結果，①浮遊性有孔虫の一部の残存より，海洋表層で
の生産と海底での溶解，②石灰質底生有孔虫の無産出から，膠
着質の底生有孔虫のみが生存と結論した．ボックスモデルの計
算より，当時の大気中の二酸化炭素濃度は280-410ppmと推定さ
れた．現在，大気中への二酸化炭素量放出速度はP/E境界の30
倍に相当し，今世紀末に南極海底層水がアラレ石に不飽和とな
るので，深海底の石灰質底生有孔虫はP/E境界同様，海洋酸性
化により絶滅を含めて厳しい状況におかれると推測される．

Key Words : agglutinated foraminifera, benthic foraminifera,
carbon cycle, ocean acidification, Ocean Drilling Program (ODP),
The Paleocene/Eocene (P/E) transition

３．Paleoenvironments of the evolving Pliocene to early
Pleistocene foreland basin in northwestern Taiwan: An
example from the Dahan River section
Tsun-You Pan, Andrew Tien-Shun Lin and Wen-Rong Chi

台湾北西部大漢渓セクションに認められる前縁堆積盆地での鮮
新世－前期更新世の古環境変動
ルソン火成弧の中国大陸東縁部への衝上にともない，後期中

新世以降，台湾山脈と前縁堆積盆地が衝上帯の西方で形成され
ている．この研究は，台湾北西部の大漢渓セクションでの堆積
相解析と石灰質ナノ化石による生層序学的検討を行ったもので
ある．本研究の成果は，鮮新世から前期更新世の北西台湾前縁
堆積盆地における堆積環境の変遷と堆積作用と堆積盆地テクト
ニクスの相互作用に関しての新たな知見を提供する．石灰質ナ
ノ化石の生層序学的研究により，上部桂竹林層と上位の錦水頁
岩層はNN15，卓蘭層はNN16－NN18の生層序帯にそれぞれ対
応することが明らかとなった．さらに，NN15－NN16の境界は，
錦水頁岩層と卓蘭層の境界にほぼ対応することが明らかとなっ
た．下位より上部桂竹林層，錦水頁岩層，卓蘭層ならびに楊梅
層で構成される前縁堆積盆地埋積物には，３つの主要な堆積環
境が識別された．前期鮮新世の上部桂竹林層の堆積期には，波
浪作用ならびに潮汐作用の卓越した沖合環境が卓越していた．
後期鮮新世になると堆積環境が深海化し，錦水頁岩層が形成さ
れた．更新世の下部卓蘭層堆積期には，堆積環境は浅海化し，
波浪卓越型のエスチュアリーが発達し，堆積盆地の急速な埋積
が行われた．さらに，上部卓蘭層から楊梅層の堆積期には，蛇
行河川ならびに砂質網状河川へと堆積環境が変化した．した
がって，研究対象層準では，およそ４Maから１Maまでの鮮新
世から更新世にかけて，前縁堆積盆地において深海化とその後
の浅海化，ならびに浅海化にともなう埋積物の粗粒化が発生し
たことが明らかとなった．

Key Words : foreland basin, Plio-Pleistocene, sedimentary
environments, stratigraphy, Taiwan
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Island Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 24 Issue３が2015年９月に発行されました．日

本語要旨をニュース誌と学会ホームページ（http://

www.geosociety.jp）にも掲載しています．全文は

オンライン（http://onlinelibrary.wiley.com/journal

/10.1111/（ISSN）1440-1738）で無料閲覧できますの

で，是非ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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４．Two modes of climatic control in the Holocene stalagmite
record from the Japan Sea side of the Japanese islands
Tomomi Sone, Akihiro Kano, Kenji Kashiwagi, Taiki Mori,
Tomoyo Okumura

完新世石筍に記録される日本海側での２つの気候モード
曽根知実，狩野彰宏，柏木健司，森　大器，奥村知世，沈　川
洲，堀　真子
新潟県糸魚川市の洞窟で採集した石筍FG01は酸素同位体比に
完新世（１万年前以降）の東アジア冬期モンスーン強度を高解
像度で記録する．本研究では，新たにFG01の炭素同位体比と
Mg/Ca比を解析した．その結果，水の浸透経路における方解石
沈殿の重要性とともに，糸魚川での完新世古気候が6.4 kaを境
に２つのモードに分けられることが示された．前期完新世では
温暖・湿潤化に伴う土壌二酸化炭素の増加が，後期完新世では
モンスーン変動に伴う降水量変動が古気候指標に反映されてい
たと解釈できる．また，解析結果は１）約７千年前に起こった
植生変化，３）後期完新世で顕著な数千年～数百年スケールの
変動を示唆する．

Key Words : East Asian winter monsoon, Holocene climate
mode, Japan, Mg/Ca ratio, millennial-scale variation, oxygen and
carbon isotopes, prior calcite precipitation; stalagmite

５．Early Cretaceous I-type granites in the southwest Fujian
Province: new constraints on the late Mesozoic tectonic
evolution of southeast China

Xilin Zhao, Kai Liu, Minggang Yu, Yang Jiang, Jianren Mao,
Xiaohua Zhou and Shengyao Yu

福健省南西部の前期白亜紀のI-タイプ花崗岩類：中国南東部の
後期中生代のテクトニクス進化に関する新たな制約
中国福健省南西部のSukeng深成岩体の２試料から得られたジ
ルコンの生成年代を決めるためにレーザーICP-MS分析を行っ
た．２試料のジルコンは100.47±0.42 Maと102.46±0.69 MaのU-
Pb年代を示すことから，Sukeng深成岩体の形成は銅―金―鉛
―亜鉛―モリブデン鉱化作用に関係したSifang及びLuoboling深
成岩体と同時であることがわかった．どの深成岩体もI-タイプ
花崗岩類であり，高Kから中Kのカルクアルカリ系列のメタア
ルミナ岩型に属し，Al2O3/（CaO+Na2O+K2O）モル比の平均値
が0.95，87Sr/86Sr初生値が0.70465－0.70841，101 Maにおける
εNd（t）が－1.72～－7.26，２段階のNdモデル年代（T２DM）
は1.16から1.60 Gaである．３つの深成岩体のジルコンは101 Ma
におけるεHf（t）が－3.5～6.25，T２DM年代が0.74から1.46 Ga
であり，これらのI-タイプ花崗岩が原生代中期から後期の大陸
地殻の部分融解メルトとマントル由来のマグマの混合によって
生じたことを示唆する．この火成活動はCathaysian地塊内の小
大陸同士の衝突によって下部地殻が厚くなったことと関係して
おり，これは白亜紀前期の太平洋プレートの沈み込みによって
引き起こされたものである．

Key Words : U-Pb age, geochemistry, I-type granites, mantle
materials, microcontinents, cathaysian block

親鼻の紅簾石片岩をバックに

☆関東支部
報告

教師向け「秩父巡検」の報告

日本地質学会関東支部主催の教師向け巡検が「秩父ジオパー
クをまるごと堪能する」と題して，８月11日（火）～12日（水）
に実施された．以下に概要を報告する．

１　日時：平成27年８月11日（火）～8月12日（水）
２　場所：埼玉県秩父地方
３　案内：小幡喜一氏（埼玉県立熊谷高校・秩父まるごとジオ
パーク推進協議会）
４　見学地：11日（火）長瀞町野上，同高砂，皆野町親鼻，大

塚古墳，和銅遺跡，前原の不整合，子ノ神の
滝，秩父市取方，ようばけ等

12日（水）明光院山，ミューズパーク，秩父公園
橋，武甲酒造，秩父祭り会館，不動名水，浦
山ダム，橋立鍾乳洞等

５　参加者：10名（一般参加７名＋世話人３名）

日本地質学会関東支部主催の「教師向け巡検」も３年目と
なった．今年度は「秩父ジオパークをまるごと堪能する」との

支部コーナー

テーマで，埼玉県で実施した．参加者は７名で，１日目は岩石
や地層中心，２日目は地形や文化中心に見学した．
秩父の岩石といえば，まずは結晶片岩．１日目前半は，この

結晶片岩を中心に見学した．緑色片岩に刻まれた国指定史跡
「野上下郷石塔婆」や県指定史跡「寛保洪水磨崖標」・高砂橋
船着き場の結晶片岩の雁行裂罅を充填した石英脈・親鼻の紅簾
石片岩とポットホール・結晶片岩を使った大塚古墳の石室な
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ど，岩石学的にはもちろん地域文化にも大いに利用されている
ことがわかる．飛鳥から奈良時代に朝廷に献上された銅を産出
した和銅遺跡を挟み，後半は新第三紀層中心に見学．秩父盆地
新第三系基底の「前原の不整合」・子ノ神の滝付近でキリガイ
ダマシやキララガイ等の化石採集・取方の大露頭でのスランプ
構造や水平な段丘堆積物との斜交不整合・最近大きな崩壊が起
きた“ようばけ”での地層や生痕の観察などである．途中栗谷
瀬橋下流で，マントル上部のかんらん岩が水分を吸収して断層
に沿って上昇してきたと考えられる“蛇紋岩”も見学した．
２日目は，まず明光院山やミューズパークで秩父盆地全体の

地形特に段丘地形を展望し，秩父公園橋を渡った．ここは，小
さな段丘の連なりを横断するように道路があり，車の中から段
丘面と段丘崖の繰り返しがはっきりわかる場所である．次に平
成の名水百選に選ばれた「武甲山の伏流水」を利用して酒造り
をしている武甲酒造を見学．続いて，段丘面上で周囲より2.5m
ほど高いところにある秩父神社を見学．段丘面が川原だった頃，
中州の高まりだったと考えられるとのこと．由来を聞きながら
社殿を一周し，東側に龍の彫刻があることから秩父地方では東
風のとき大雨が降ることが多いこととの関連を指摘され，なる
ほどと思った．参道両側の旧い町並みを見ながら，途中浦山口
の「不動名水」に寄り，浦山ダムに向かった．1999年に運用を
開始した重力式コンクリートダムで，飲料水・発電・洪水対策
等に利用されている．ダムの下でチャートを観察・採集した後，
エレベーターでダム最上部に上がり，周囲の眺めを楽しんだ．
最後は，札所28番橋立堂と鍾乳洞．この堂の裏側では，玄武岩
質の火山噴出物の上に大きな石灰岩体が接している．昔の火山
島とその上の珊瑚礁が付加した様子を見ることができた．
今年は３人の小中学校の先生方の参加があり，過去２回より

校種のバランスが良かった．今回の成果を，児童・生徒の今後
の地学教育に生かしていただければ幸いである．
この巡検に際し，特に案内者の小幡先生には，下見・資料作

成等大変お世話になりました．“まるごとジオパーク”という
だけあって，地形・地質だけではなく，歴史・文化面について
も詳しく説明してくださり，一同満足して帰路につきました．
小幡先生をはじめ関係者の皆様に厚くお礼申し上げます．

（世話人　関東支部幹事　米澤正弘）

『秩父ジオパークをまるごと堪能する』に参加して

今回の埼玉巡検に参加してまず感じたことは，久しぶりに大
陸起源の岩石や堆積物をじっくり見ることができたことです．
私は，伊豆・小笠原弧の延長上に当たる箱根山，丹沢山地，足
柄山地の近くに住んでおり，日頃から中新世以降のKに乏しい
岩石や地層を見ています．今回，約２億年という古い中生代の
地層や岩石を観察させていただき感謝しています．初日前半の
観察は観光でも有名な長瀞で，三波川帯の緑色結晶片岩，紅簾
石片岩，変形作用を受けて変形した岩石や地層を見学しました．
観察しながら，石墨片岩の石墨の起源は何なのか，その有機質
の炭素はどこから来たのだろうかと考えることができました．
秩父ジオパークをまるごと堪能するには，地形をよく見て地

質構造を理解することが早道であることを，明光院山やミュー
ズパーク展望台で説明していただきました．特に，秩父盆地は
幾段もの河岸段丘が発達していていることから急激な隆起が起
こったこと，それに伴い露出する地層や岩石の時代が周りより
新しいことに気づくことができました．
秩父ジオパークには，長瀞の川下り・親鼻の岩場（紅簾石片

岩），大塚古墳，和銅遺跡，秩父神社等を利用した観光，日本
で市街地に最も近いと言われる浦山ダムに加えて，秩父市のシ
ンボルである武甲山の石灰岩（中生代）にできた鍾乳洞や石灰
岩を原料にしたセメント工場，段丘礫層から湧き出す水を利用
した家庭生活なども含まれていることがわかりました．「よう
ばけ」の新第三系の大露頭は，見る者を引きつける迫力があり
ました．また，案内用の車で河岸段丘を連続して何段も下りな
がら駆け抜けたことは，痛快でよい思い出になりました．
最後に，このたび熱心に案内・講師をしていただいた小幡喜

一先生にお礼を申し上げるとともに，世話人の先生方にも感謝
申し上げます．そして，猛暑の中でも，２日間，意欲的に活動
された参加者の皆様方，お疲れさまでした．

（開成町立文命中学校　中村俊文）

支部コーナー



去る５月14日，15日に岐阜県大垣市赤坂の金生山で化石調査
を行いました．この金生山はペルム紀中期の石灰岩で形成され
ており，古くから貝類をはじめとする数多くの海棲無脊椎動物
化石を豊富に産することで知られております．また同時に，石
灰鉱業が盛んに行われており，現在も稼働中の日本有数の石灰
石鉱山です．今回私は金生山化石研究会の会員として，なかな
か入ることすら困難な金生山の化石調査に参加しましたので，
この場を借りてそのご報告をさせていただきます．

日本の古生物学発祥の地・金生山
岐阜県の西南部である大垣市の赤坂町に位置する金生山は，

石灰岩から成る小丘です．金生山を形作るこれら石灰岩は赤坂
石灰岩と呼ばれており，古生代ペルム紀中期の浅海性無脊椎動
物化石を多数含んでいます．このことから，古くから地質学
的・古生物学的研究が数多く存在します．
日本産の化石が最初に学術論文で記載されたのは明治７年

（1874），ドイツ人地質学者ギュンベルの手によって金生山赤坂
石灰岩産のフズリナ化石が新種Parafusulina japonica（Gümbel）
として命名・記載されたことから始まっております．その後，
日本人の学者が相次いで研究論文を発表していきます．小藤文
次郎は明治31年（1898），２日をかけて赤坂石灰岩を調査し，
８つの部層と上下２部の構造を報告しております．これに触発
された大垣市出身の地質学者脇水鉄五郎は明治35年（1902），
赤坂石灰岩に関する最初の地質図を作成し報告しています．ま
たこの地質調査に伴って採集された化石は，早坂一郎をはじめ
様々な学者が研究に活用しました．その中でも矢部久克の研究
は後の古生物学者に多大な影響を与えており，ペルム紀中期の
代表的なフズリナ化石であるYabeina globosaは矢部によって
赤坂石灰岩から発見されたものです．
このように，日本産化石の最初の記載が赤坂石灰岩（金生山）
のフズリナであったことや，日本における初期の古生物研究に
おいて，内外の一線級の研究者が赤坂石灰岩を対象として研究
し論文を発表していること，古生代ペルム紀中期を代表する化
石が，赤坂石灰岩から多く発見され記載されていることなどか
ら，金生山は，「日本の古生物学発祥の地」であり，「日本の古
生物学のメッカ」であると称されています．

調査に至った経緯
赤坂石灰岩は現在も新しい化石が採取されている為，化石の

記載をはじめとする古生物学的研究の必要性が近年指摘されて
います．しかし，石灰岩の鉱山として急速に採掘が進められて
おり，山頂部の明星輪寺境内を除く岩体が消失する運命にあり
ます（写真１）．金生山化石研究会では，岩体が消失する前に
赤坂石灰岩の地質及び古生物を研究して記録するとともに，将
来のための試料を体系的に収集・保管することを目的とした活
動を行っています．金生山化石研究会は2011年度から大垣市教
育委員会からの委託を受けて赤坂石灰岩最上部層の研究を行っ
ており，そのために普段は入れない鉱区内の調査を定期的に
行っています．その目的は，赤坂石灰岩最上部層の地質及び生
層序を明らかにするとともに，その試料とデータを収集・保管

することです．今回の調査はこの委託調査の一環です．
赤坂石灰岩は，下部層，中部層，上部層，最上部層の4部層に
区分されております．その中で最上部層は，ペルム紀後期の年
代を示すフズリナ化石が発見されていることから，日本でも数
少ない石灰岩層の一つであるといわれています．しかし最上部
層は，近年になってその重要性が認識されるようになったこと
や，その分布が不明瞭であったことから，赤坂石灰岩の中でも
特に研究が遅れています．そのため金生山化石研究会では，最
上部層の分布と層序を明らかにすべく年に２回の委託調査を継
続的に行っています．今回の調査は，最上部層の詳細な層序，
生層序および構造を明らかにすべく，金生山化石研究会指導者
である奈良大学の西脇二一先生や金生山化石館館長の高木洋一
様をはじめ大垣市教育委員会の方など総勢11名で行われました．

調査１日目-石灰岩と町名に驚嘆する-
５月14日，木曜日．心配されていた天候も晴天に恵まれて絶

好の調査日和でした．調査の集合場所は金生山化石館．少し早
めに集合し，その日の主なルートを確認します．調査時は，各
鉱山会社の車に乗り移動しなければならないため，金生山化石
館前の駐車場でしばし待機します．各鉱山会社の方達がいらっ
しゃったところで，研究会・大垣市教育委員会と各鉱山会社と
の挨拶と調査日程の確認を行いました．一通り確認が済んだと
ころで，いざ金生山へ向けて出発します．金生山へは，山頂部
にある寺の横を通り入山します．その際に，石灰石の露天掘り
が一望できます．まるで日本であることを忘れさせてしまうか
のような大規模な露天掘りの光景を目の当たりにしながら，最
初の目的地へ向かいました．１日目の調査は，主に金生山北部
に見られる上部層・最上部層の境界部へ行き，上部層から最上
部層まで連続的にサンプリングを行いました．赤坂石灰岩には
時折，黒色―黒灰色石灰岩に挟まれるような産状で数cmほど
の厚さの泥層が見られます（写真２）．この泥層の中には，石
灰岩中に含まれていたと思われる巻貝や二枚貝，フズリナ，貝
形虫などの生物化石を豊富に含んでいます．赤坂石灰岩は一般
的に，中部層と上部層に黒色―黒灰色石灰岩が分布しているこ
とから，これら泥層も中部層と上部層に多く見られます．今回
サンプリングを行った地点においても，こういった泥層が４層
確認できたため，石灰岩の他にこの泥層も採取しました．泥層
はこれといって特徴的なわけではなく，一見すると何の変哲も
ないただの灰色（水で濡れていると黒色）の泥に見えます．し
かし，泥層の表面を注意深く観察すると，フズリナの“米粒石”
や小型の巻貝化石などが見つかることもあります．この化石の
産状は，調査へ行く度に不思議で興味深く感じます．この不思
議な泥層は，化石の多い石灰岩層の選択的風化作用による産物
ではないかといわれたりしますが，その成因に関しては解明さ
れていません．
上部層とは異なり，最上部層は白色優勢な石灰岩になります．
そのためなのか，最上部層には泥層が見られません．特に上部
層と最上部層との境界付近は，空白帯と呼ばれる無化石区間が
続いているため最上部層の生層序を検討しづらくしています．
また，境界付近の最上部層はその多くがドロマイト化しており，
化石の保存状態もよくありません．今後，サンプリングした石
灰岩から生層序に有効な化石が発見されることを祈りながら，
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安里開士
（筑波大学大学院生命環境科学研究科
地球科学専攻博士前期課程2年）

金生山化石調査2015夏

写真１：金生山の全景．南北およそ２kmにわたり大規模な露天

掘りを行っています．
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写真２（左）：泥層の様子．一見すると，石灰岩が風

化しボロボロに土壌化したもののように見えます．こ

の泥の中には，フズリナや小型巻貝，小型二枚貝など

の化石が多数含まれています．

写真３（右）：上部層のシカマイア密集層．写真中に

見られる白い線状のものは全てシカマイアの断面です．

それら石灰岩にラベルを書き袋に詰め込みました．
調査において，楽しみなことの一つに食事があります．金生

山化石調査では，お昼時になると毎回行きつけの中華料理店へ
行くのがお決まりになっています．面白いことにその中華料理
店のある町の名前は，“昼飯

ひるい

”という昼食にとても“ふさわし
い”町なのです．そのようなこともあり，この中華料理店は
NHKの番組でも取り上げられたことがあるそうです．

調査２日目-巨大二枚貝の楽園に至る-
５月15日，金曜日．雲一つない深い空は，対照的に仄かに白

く眩しく輝く金生山を一面に大きく包み込んでいるかのようで
した．昨晩ホテルでフィールドノートの墨入れをしていた影響
か，空を仰げば日差しの眩しさに胸が高まります．昨日同様，
少し早めに集合し，昨日のルートと本日のルートを確認しなが
ら，まだ見ぬ化石に心躍らせていました．２日目の調査は，最
上部層のサンプリングというよりも上部層の化石採取が主な内
容で，昨日の地点よりも西側と東側にある上部層・最上部層境
界部へ行き，それぞれの地点で上部層最末期の化石を採取しま
した．本日訪れる地点では，現在私が研究を行っているペルム
紀中期の謎多き巨大な二枚貝シカマイアの良い標本が多数みら
れるとのことで，昨日以上に気合が入っていました．金生山の
赤坂石灰岩化石群の魅力の一つに，一部の化石種，殊に巻貝や
二枚貝などの軟体動物が巨大化していることが挙げられます．
赤坂石灰岩における軟体動物の巨大化は，中部層と上部層で知
られており，今回訪れた地点もまさにそれに当たります．
最初に訪れた地点は，昨日の調査より西側にある上部層と最

上部層の境界部で，上部層の石灰岩が風化し崩れやすくなって
いる露頭でした．石灰岩が風化しているため，化石は比較的分
離して採取できます．しかし，なかなか大型の良い化石が含ま
れていることはまれで，巨大な貝類化石は運次第です．一昔前
までは，こういった巨大な貝類化石は沢山あったそうです．ベ
テラン会員の話では，数十年前は鉱山で発破があると，
Bellerophon属（通称ベレロフォン）という直径15〞ほどの丸
く巨大な化石巻貝が石灰岩の破片と共に宙を舞っていたそうで
す．うらやましい時代もあったのだなぁと感傷に浸っていると，
目的の露頭に到着しました．今回の調査で私は，シカマイア以
外にもう一つ，研究試料として欲しい標本がありました．それ
は，Alula elegantissima（通称アルーラ）という長さ20cm以上
になる巨大な化石二枚貝です．この化石二枚貝は一見すると，
深海に生息する化学合成二枚貝のシロウリガイ（Calyptogena
soyoae）に似ています．露頭についた私は，その岩相と詳細な
構造に関して指導者である西脇先生に教わりました．一通り教
わったところで，いざ化石を取るぞと意気込んだ刹那，会員が
化石採取を行っている方角から，私を呼ぶ声がしました．何や
ら，「アルーラ出たよ！」とのこと．慌てて駆けつけると，そ
こには３分割になっているものの，殻長20cmを越える立派な
アルーラがいらっしゃるではないですか！興奮した私は，舐め
るようにこの標本を観察し，その産状や保存状態，現地での特
徴をフィールドノートに書き留めました．あまりにも急に標本
が手に入ったため，この時は必死でした．少ないとはいえ，現

在でも巨大な貝類化石が採取できる金生山のすばらしさを，身
をもって痛感しました．
次に訪れたのは，いつも昼食を取る“昼飯”町の近くにある

最上部層の露頭でした．ここでは，未だ目立った化石が発見さ
れていない最上部層から化石を探すべく，研究会会員一丸と
なって石灰岩に向かってハンマーを振りました．しかしその前
に私は，この最上部層の露頭近くにある，通称「シカマイアの
壁」と呼ばれる貴重な露頭に連れて行ってもらいました．ここ
は，殻長が50cm以上になるシカマイアが石灰岩の露頭にべっ
たりと“張り付いて”見られるという，夢のような場所でした．
前半で少し記したシカマイアという化石は奇妙で巨大な化石二
枚貝のことで，金生山を代表する化石です（写真３）．化石自
体は，金生山の至る所に転がっています．しかし，その正体は
未だに良く分かっておらず，殻の形態でさえ解明されていませ
ん．その原因の一つに，立体的に発見されにくいということが
挙げられます．転がっているシカマイアは全て，断面のみの標
本です．そのような中で，この「シカマイアの壁」のように立
体的に密集して産する露頭は，極めて貴重なのです．この時私
は，天にも昇るかのような気持ちで，フィールドノートにペン
を走らせていました．肝心の最上部層の方ですが，この後合流
し必死に探索するも，残念な結果となりました．
最後に訪れた地点は，１日目の石灰岩をサンプリングした地

点から東へ進んだ所で，シカマイアの密集している石灰岩とそ
れらに狭在する泥層が大規模に露出していました．ここでは，
泥のサンプリングと共に大型の化石採取を行いました．泥層は
私が確認している限りでも５層準見つかっており，それらを周
辺の石灰岩と共にサンプリングしました．その最中に，私はい
くつか立体的なシカマイア化石を採取できました．この地点で
は，赤坂石灰岩のシカマイアの中でも最末期の種類が密集して
産出しています．中には断面ではあるものの，幅が90cmもあ
るシカマイアの化石を見ることができ，シカマイアを研究して
いる私としても実に有意義な時間となりました．

終わりに
金生山化石調査は，現在のところ延２日間の調査を年に２回

実施しています．今日まで調査が継続できたのは，金生山石灰
石鉱業組合の献身的なご協力があってのことです．この場を借
りて，厚く感謝申し上げます．金生山で今でも化石が発見され
ているのは，鉱山として活発に掘り進められ，石灰岩層の新し
い露頭がどんどん現れるということも大きな要因になっていま
す．今後も，研究会と鉱山とが協力し合える関係でいられるこ
とを祈っております．

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名で行っています．原稿は5000字以内，図・写真３点以内を目
安に，e- mailでいただければ幸いです．
13nd403y@vc.ibaraki.ac.jp 菅谷真奈美（茨城大）
kouzu_0419@geol.tsukuba.ac.jp 高津翔平（筑波大）
14nm310h@vc.ibarkai.ac.jp 羽田裕貴（茨城大）
k0231215@kadai.jp 山下大輔（熊本大）
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申込・問い合わせ：一般社団法人  日本地質学会
　電話　03-5823-1150　FAX03-5823-1156   e-mail: main@geosociety.jp

広報誌ジオルジュ　一括割引購入のご案内広報誌ジオルジュ　一括割引購入のご案内
　日本地質学会では広報誌「ジオルジュ」を発行しています
（年2回発行．定価250円）．　
　博物館・学校・研究機関などで，イベントでの配布物，友
の会へのプレミアグッズ,ストアなどでの販売物として，ジオ
ルジュを利用してみませんか．部数に応じて割引価格を設
定しておりますので，是非ご検討下さい．

【割引価格例】
　100部：20,000円（定価2割引）
　300部：52,500円（定価3割引） 
これ以外についてもご希望に応じてご相談承ります．

　毎号各地のジオパークの特集記事の掲載も企画してい
ます．ジオパークの広報の一環としてもご活用ください．

最新号（2015前期号）発行！
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