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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後期号）発行！

こんな作品を大募集
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2016年度会費口座引き落し

引き落し予定日：2015年12月24日（木）
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コンソーシアム，国立研究開発法人海洋研究

開発機構，ジャスコインタナショナル株式会

社，株式会社加速器分析研究所，NPO法人

ジオプロジェクト新潟，株式会社SASAMI-

GEO-SCIENCE，株式会社ジオシス）の出展

があり，書籍・販売ブースは７件（株式会社

古今書院，株式会社ニチカ，近未来社，地学

団体研究会，高遠ぶらり製作委員会，株式会

社ニュートリノ，エルセビア・ジャパン株式

会社）の出展があった．これらの企業関係の

コーナーを講演会場の最も多い校舎に置き，

隣を若手業界研究セミナーの会場として，学

生と関連企業とが話し合えるスペースを提供

した．セミナー会場は大変盛況で，廊下やと

なりの展示ブースの教室まで，人が溢れ出る

こともあった．

財政的には，大学スタッフが開催する学会

であることから，信州大学の会場使用料を通

常の15％に減免して頂いた．また，（公財）

ながの観光コンベンションビューローからは

補助金を頂き，会場間のシャトルバス，外国

からの招待客に対しての市内ツアー用バスも

無料でご提供頂いた．さらに，長野県地質

ボーリング業協会からも経済的補助を頂い

た．地質情報展と市民講演会は科学研究費補

助金を使用した．３日間にわたるご不便にも

関わらず，半田志郎工学部長はじめ工学部の

教・職員の皆様には会場を使用させて頂き，

快く迎えて頂いた．ご協力頂いた皆様と関係

機関，そして，各地からご参加頂いた皆様に

感謝申し上げます．

日　　程

大会の日程概要は次の通りであった．

９月10日（木）
・巡検　１班：上高地の地形地質発達史

９月11日（金）
・会員顕彰式・各賞授賞式・学術交流協定調

印式（16:00-17:15；メルパルク長野１階

ホール）

ていた会社とは異なる会社に依頼したため，

過去大会での業務経験が踏襲されず，受付の

待ち時間が長くなるなど不手際が見られた．

しかし大会前日まで別の学会が開催されてい

るなどかなり厳しい条件にも関わらず，開催

日初日含め，おおよそ時間通りに運営をする

ことが出来た．記念講演・懇親会会場とした

長野駅東口近くのホテル「メルパルク長野」

へは，主会場からシャトルバスを運行し，ま

た，多くの参加者が駅近くに宿泊しているこ

とも幸いして記念講演，懇親会とも盛会で

あった．記念講演に先立って，今回，台湾地

質学会と日本地質学会とが学術交流協定を締

結することになり，締結の署名が両地質学会

会長によって行われた．

大会の運営は，工学部に地質学会会員がい

ないため，信州大学理学部（松本市）と教育

学部（市内別キャンパス）の会員が主体と

なって行った．勝手の分からない場所で苦労

したが，何度も下見を繰り返したり，工学部

土木工学科の中屋眞司教授から会場に関して

の助言を準備段階で頂いたことが大きかっ

た．また，コンベンション会社が地元であっ

たことや工学部卒業生がその担当に入ったこ

となどで，緊密な打合せができたことは慣れ

ない会場での運営を助けたと考えている．

本大会では，３つのシンポジウムと31の

セッションに対して講演数は609件（うち，

口頭365件，ポスター244件）にのぼり，連日

活発な議論があった．なお，８件の講演は都

合によりキャンセルとなり（R１-P-７，R１-

P-８，R７-O-14，R20-O-３，R24-O-13，T５-

O-９，S２-O-10，S３-O-4），２件の講演で演

者の交代があった（T６-O-２，R４-P-14）．

キャンセルの中には，９月10日の集中豪雨に

よる交通機関の不通によるものなどがあっ

た．なお，本大会での緊急展示の申込はな

かった．展示パネル，展示ブースは，14の企

業や研究機関（メイジテクノ株式会社，ライ

カマイクロシステムズ株式会社，安井器械株

式会社，株式会社建設技術研究所，石油資源

開発株式会社，Exelis VIS株式会社，株式会

社蒜山地質年代学研究所，日本地球掘削科学

日本地質学会第122年学術大会（長野大会）

は，2015年９月11日から13日の期間，日本地

質学会の主催，信州大学，信州大学工学部，

信州大学理学部の共催，長野県地質ボーリン

グ業協会と（公財）ながの観光コンベンショ

ンビューローの後援を受け，信州大学長野

（工学）キャンパスを主会場に開催された．

主会場としたキャンパスは工学部のみからな

り，大人数を収容できる会場が少なく，全体

会を実施できる会場が確保できなかったため

講演・ポスター発表は主会場の工学部，市民

講演会はホクト文化ホール，記念講演・懇親

会はメルパルク長野と会場が分散した．市民

講演会では， 三宅康幸信大教授と塚原弘昭

同名誉教授が「信州の自然とともに生きる-

地震と火山の防災地質」をテーマに講演し，

190人を越える参加者があった．地質情報展

は，日本地質学会と産業技術総合研究所地質

調査総合センターが主催し，南アルプス（中

央構造線エリア）ジオパーク協議会，苗場山

麓ジオパーク振興協議会の共催によって，長

野市生涯学習センター（TOiGO ４F）にお

いて開催された．学術大会の参加者は922名

（招待者を含む）［内会員771名，非会員151名］

であった．

大会期間中は天候にも恵まれ，また，気温

もさほど上がらず快適な３日間で，長野駅方

面から20分ほどかけてホクト文化ホールのあ

る若里公園を通り抜けて歩いて主会場へ来る

参加者も多かった．ポスター会場とした体育

館はやや手狭で，冷房設備もないことから暑

さが心配されたが，快適とは言えないまでも

特に運営上大きな支障はなく，ポスターの前

で熱い議論と活発な討論がなされていた．さ

らに，学術大会前日の10日，および終了後の

14日，15日に企画された巡検も多くのコース

で晴天となり，予定された８コース全てを無

事に行うことができた．なお，巡検の企画と

案内書の編集は中部支部として取り組み，編

集委員長は岐阜大学の小嶋　智会員にお願い

した．

会場の設営と運営は地元のコンベンション

会社に委託したが，これまで継続して委託し
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写真左から，メイン会場となった信州大学工学部キャンパス．来賓のご挨拶を頂いた赤羽貞幸信州大学副学長．学術交流協定締結の署名後，台湾地

質学会からの記念品授与（左：劉会長，右：井龍会長）．



交換

・若手会員のための業界研究サポート

（14:00-17:00；工学部講義棟203，12社）

・企業団体展示（9:00-17:00；工学部講義棟

201,202）

・地質情報展2015ながの　知っていますか信

濃の大地（9:30-17:00；長野市生涯学習セ

ンター（TOiGOトイーゴ）４階）

地質学会関連展示「第６回惑星地球フォト

コンテスト入選作品展示」

９月13日（日）
・シンポジウム「S1．北部フォッサマグナ

―東西日本の地質境界：過去，現在，そし

て未来―」［信州大学山岳科学研究所共催］

（8:45-11:45；工学部講義棟200）

・国際シンポジウム「S3．法地質学の進歩」

［IUGS-法地質学イニシアチブ，日本法科

学技術学会，地質汚染－医療地質－社会地

質学会共催］（9:00-11:45；学部共通棟1）

・一般発表（口頭）（8:45-17:45；工学部講義

棟１-３階，学部共通棟２階，太田国際記

念館２階）

・一般発表（ポスター）（9:00-18:00，コアタ

イム13:00-14:20；体育館）

・ランチョン４件（12:00-13:00；工学部講義

棟１-３階，学部共通棟２階）

・海洋地質部会/構造地質部会定例会/岩石部

会/現行地質過程部会

・夜間小集会１件（18:00-19:30；太田国際記

念館２階）

ジオパークの活性化をめざして

・企業団体展示（9:00-17:00；工学部講義棟

201，202）

・小さなEarth Scientist のつどい～第13回

小，中，高校生徒「地学研究」発表会～

（9:00-15:00；体育館，13校18件）

・地学教育・アウトリーチ巡検（２班）「海

だった長野の生い立ちを学ぶ」

・地質情報展2015ながの　知っていますか信

濃の大地（9:30-16:00；長野市生涯学習セ

ンター（TOiGOトイーゴ）４階）

地質学会関連展示「第６回惑星地球フォト

コンテスト入選作品展示」

・特別講演会「地質地盤情報の利活用と法整

備」（14:30-17:00；学部共通棟３）

９月14日（月），15日（火）
巡検

３班：地層形成と海水準変動（９/14）

４班　成層火山体の内部（９/14）

５班：長野盆地の変動地形（９/14）

６班：黒曜石と石器（９/14）

７班：飛騨山脈の傾動隆起（９/14-15）

８班：蓮華変成岩類と中生代陸成層（９/14-

15）

懇　親　会

日本地質学会第122年学術大会（長野大会）

来賓挨拶：赤羽貞幸氏（信州大学副学長），

Geological Society Located in Taipei・

Geological Society of Japan 学術交流協定

調印式：劉　螢三会長

・受賞記念講演（17:15-18:00；メルパルク長

野１階ホール）

日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ　辻

健会員「地質学に貢献する地震探査」

日本地質学会賞受賞講演　脇田浩二会員

「地質図とともに－付加体地質図と

シームレス地質図－」

・懇親会（18:30-20:30；メルパルク長野３階

白鳳）

・一般発表（口頭）（9:00-12:30；工学部講義

棟１-３階，学部共通棟２階，太田国際記

念館２階）

・一般発表（ポスター）（9:00-18:00，コアタ

イム13:45-15:05；体育館）

・ランチョン１件（12:45-13:45）

地域地質部会，層序部会合同

・企業団体展示（9:00-17:00；工学部講義棟

201，202）

・地質情報展2015ながの　知っていますか信

濃の大地（9:30-17:00；長野市生涯学習セ

ンター（TOiGOトイーゴ）４階）

地質学会関連展示「第６回惑星地球フォト

コンテスト入選作品展示」

９月12日（土）
・国際シンポジウム「S2．東アジアのテク

トニクスと古地理」［日本古生物学会共催］

（9:00-11:45；工学部講義棟200）

・一般発表（口頭）（8:45-17:45；工学部講義

棟１-３階，学部共通棟２階，太田国際記

念館２階）

・一般発表（ポスター）（9:00-18:00，コアタ

イム13:00-14:20；体育館）

・アウトリーチセッション（ポスター）（コ

アタイム13:00-14:00，16:30-17:30；ホクト

文化ホール）※同会場にてR6ジオパーク

セッションのポスターのみ掲示（コアタイ

ムは任意）

・市民講演会「信州の自然とともに生きる－

地震と火山の防災地学－」（14:30-16:00；

ホクト文化ホール）

・ランチョン６件（12:00-13:00；工学部講義

棟１-３階，学部共通棟２階，太田国際記

念館２階）

堆積地質部会/三次元地質モデル研究の展

望/火山部会/構造地質部会若手の研究発表

会/地質学雑誌編集委員会/文化地質学

・夜間小集会10件（18:00-19:30；工学部講義

棟１-３階，学部共通棟２階，太田国際記

念館２階）

炭酸塩堆積学に関する懇談会/産官学の堆

積学者の集い：明日の堆積学を担う若手研

究者の育成プログラム/地殻ダイナミクス/

南極地質研究委員会/地質学史懇話会/環境

地質部会/地質技術者教育委員会/博物館に

おける地質系学芸員の戦略/ジオ・アーケ

オロジー/15th INTERRADに関する意見

の懇親会は，大会初日の９月11日（金）にメ

ルパルク長野3階白鳳の間において開催した．

当日受付して参加頂いた方々も多く，招待者

を含め200名以上の出席者が参加して盛大に

行われた．懇親会は予定通り18:30から開始

となり，公文富士夫長野大会実行委員長から

開会宣言後，井龍康文地質学会会長から挨拶

を頂いた．また，学術交流協定締結のためお

越し頂いた台湾地質学会を代表して王　國龍

事務局長に，会場となった信州大学工学部を

代表して中屋眞司教授にそれぞれご挨拶頂

き，保柳康一大会実行委員会事務局長から共

催と後援（長野県地質ボーリング業協会，な

がの観光コンベンションビューロー）を頂い

た方々の紹介があった．その後，1998年に松

本で開催された日本地質学会第105年学術大

会で準備事務局を担われた小坂共栄信州大学

名誉教授の音頭で乾杯となった．

しばし歓談の後，次回開催予定の東京桜上

水大会事務局の方々から，次回大会に向けた

決意表明を頂いた．のぼりも持参して下さり，

次回大会開催の大変な意気込みが感じられ

た．最後に保柳事務局長から閉会の挨拶があ

り，ほぼ予定通り20:30にお開きとなった．

今回，地元長野県の食材を使った料理や県

産のワインが振る舞われ，長野県の美味しい

食べ物，飲み物を知って頂く良い機会となっ

た．最後に，懇親会に参加された会員の皆様

を始め，会場設営や受付等を担当された方々

に深く感謝申し上げます．

（山田　桂）
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シンポジウム

S1．北部フォッサマグナ
―東西日本の地質境界：
過去，現在，そして未来―

９月13日（日）

世話人：原山　智・廣内大助・常盤哲也

信州大学山岳科学研究所　共催

S1シンポジウムは大会実行委員会として

企画準備した，北部フォッサマグナの形成か

ら現在にいたる圧縮変形，さらに未来の日本

列島を支配するテクトニクスに至るまでのか

なり野心的な内容である．企画に当たっては，

従来の多くのシンポジウムが多数の講演者を

連ねために充分な討論ができないできた反省

に基づき，講演者数を絞り，充分な総合討論



の時間を用意した．

午前中は「北部フォッサマグナと飛騨山脈

を形成したネオテクトニクス」という視点で，

北部フォッサマグナ形成以降，現在の地震活

動まで続くテクトニクスに焦点を当てて以下

の講演を行った．

廣内大助（信州大）：糸魚川-静岡構造線

活断層帯において発生した2014長野県

北部の地震にみられる諸課題

佐藤比呂志（東大地震研）：北部フォッサ

マグナの地殻構造と新生代テクトニクス．

飯尾能久（京大防災研）：島弧地殻の変形

と内陸地震発生過程

原山 智（信州大）：短縮テクトニクスに

より生じた北部フォッサマグナと大峰

帯での変形，飛騨山脈の傾動隆起．

午後は「東西日本の地質境界としての

フォッサマグナ」という視点で，より広域的

な構造発達史からみたフォッサマグナと，そ

の構造発達史―特に第四紀に入ってから顕著

になった短縮テクトニクスの発生要因につい

て以下の講演を行った．

中嶋 健（産総研）：東北日本弧の後期新

生代地質構造発達史．

高橋雅紀（産総研）：プレート運動に基づ

く日本列島の形成過程．

その後，１時間半以上にわたる総合討論の

場を用意した．ここでは上記講演をふまえ，

以下のような話題提供と討論が行われた．最

初に糸静線=プレート境界説について議論が

行われた．中村（1983）や小林（1983）に

よって提案されて定着した糸静線=プレート

境界説が未だに検証もされずに多くの文献に

引用されていることに対する危惧から生じた

議論である．原山からは糸魚川―静岡構造線

（糸静線）が最近の高校検定教科書地学でど

う扱われてきているかの紹介が行われ，必ず

しも全ての教科書で糸静線がプレート境界が

常識として扱われているわけではないことが

示された．佐藤氏の講演でも日本海東縁－糸

静線北部はプレート境界ではないとの見解が

述べられた．また日本海東縁から新潟－神戸

ひずみ集中帯に想定されたプレート境界につ

いても，飯尾氏から否定的見解が述べられた．

しかし糸静線=プレート境界との中村

（1983）の提案は，将来的にプレート収束境

界に発展するとの内容であったことから，将

来に向けての検証が必要になる―という視点

で，高橋氏から話題提供があった．それによ

ると現在の東～中部日本を支配する短縮テク

トニクスは，フィリピン海プレートのオイ

ラー極移動による沈み込み境界の移動が根本

原因であり，将来予想として伊豆―小笠原弧

のリフトが破断することで東日本の圧縮応力

場が消滅し，隆起から沈降に変化すること，

さらに日高山脈（北米―ユーシアプレート境

界）での短縮テクトニクスが再開するとの見

解が示された．

総合討論の最後では，先新生界の研究者を

悩ましてきた西日本の帯状構造の東日本への

Block, Sukhothai Zone, Nan-Uttaradit

Suture Zone, Indochina Block）からなり，

全てが三畳紀の中・後期に集合・合体したと

考えられているとのことである．貝形虫の世

界的権威であるDavid Siveter氏は，古生物

学的情報から古地理を復元する際には，各生

物の個体発生・生態・環境への適応性などを

十分考慮しなければならないことを強調し

た．また，近年，Siveter氏のグループに

よって発見された，軟体部が保存された古生

代の貝形虫が，迫力のある３次元画像を用い

て紹介された．大路樹生氏はカンブリア紀の

始まりに出現したと思われてきた生痕化石で

あるArenicolitesが，モンゴルの先カンブリ

ア界から発見されたこととその意義について

発表した．従来，カンブリア系の基底は

Arenicolitesを始めとする海底堆積面に対し

て垂直方向に掘られた生痕化石の出現によっ

て定義されてきた．しかし今回の発見は，そ

の出現時期が先カンブリア時代に遡る可能性

があることを示すもので，先カンブリア時代

の最後期～カンブリア紀における生物進化の

シナリオの再検討を迫るものである．磯崎行

雄氏は砕屑性ジルコン年代測定から得られた

新知見に基づいて，古生代日本が南中国地塊

の陸続きであったとするモデルを紹介した．

また，南中国地塊は従来考えられてきたより

大きく広がっていた（Greater South China）

可能性を示した．Andrew T-S Lin氏は島

弧ー大陸衝突の優れた例とされている台湾に

ついて，そのテクトニックセッティングの変

化（大陸リフトから受動的大陸縁辺・プレー

ト収束境界を経て，現在の衝突帯へと至る変

化）を解説した．田中源吾氏は美濃帯と秋吉

帯のペルム紀の石灰岩から産出する貝形虫を

報告した．それらのうち，90%は固有種で，

10%はヨーロッパと南中国地塊の貝形虫群集

との関連性を示唆するものであることが示さ

れた．これは，ペルム紀における日本列島の

位置および同時代の古地理復元に有用な情報

と評価される．最後に，大藤　茂氏が日本に

分布する中生界の砂岩から抽出した砕屑性ジ

ルコンの年代の検討結果を報告した．同年代

からは，後背地の変化が判読され，中生代に

は砕屑性ジルコンが北中国地塊やその北側に

位置するKhanka－Jiamusi Blockなどの地域

から供給されたと推測されることが示され

た．さらに，他地域の年代値との比較から，

中生代の日本列島は，独立した島弧として誕

生した複数の地塊が集合することによって形

成されたという可能性が指摘された．

本シンポジウムには約70人ほどが参加し，

各講演について活発な議論が行われた．日本

の古生代～中生代の地質史や日本と隣接する

国々の地質の関連性を考察において，本シン

ポジウムの成果が反映されれば幸甚である．

また，本シンポジウムを契機として，日本地

質学会の国際連携が拡大・発展することを期

待する．

（Simon Wallis）

不連続に関して議論を行った．東西日本の不

連続が棚倉構造線ではなく，北部フォッサマ

グナ東縁の利根川構造線こそが中新世の火山

フロントの大幅変位をおこした不連続線であ

り，西南日本外帯の帯状構造は東日本の陸上

には連続しないとの見解が高橋氏から示され

た．

以上，講演者，話題提供者，会場からの熱

心な議論に支えられて斬新で革新的なモデル

が提示されたと思う．今回は会場の若手研究

者からの発言は少なかったが，将来を担う世

代が今回の議論をふまえて，さらに発展して

いくことを願って報告としたい．

（原山　智）

国際シンポジウム
S2．東アジアのテクトニクスと

古地理

９月12日（土）

世話人：Simon Wallis・井龍康文・Mark

Williams・大路樹生・村越直美

日本古生物学会共催

Early Tectonics and Paleogeography of

East Asia

大陸の基盤の成り立ちを究明することは，

地質学の主要な課題の一つである．日本列島

は，顕生代のほとんどの期間，プレート収束

域であったために，変形が著しく，列島を構

成する古い地質体の位置関係を復元するのは

容易ではない．特に，日本の古生界は断片化

が著しく，形成された当時の古地理を解明す

ることは極めて挑戦的な研究課題といえよ

う．本シンポジウムは，古生物学的ならびに

年代学的なアプローチから得られた，日本の

古生代古地理に関して，最新の研究成果およ

び今後の展望を紹介・検討するために企画さ

れた．世話人２名の発表に加え，７つの招待

講演が行われた．

まず，Simon Wallisがシンポジウムの主旨

を紹介した後，Mark Williams氏が日本の古

生界の古生物学的特徴と同時代の古地理に関

するレビューを発表した．同レビューでは，

古地理の復元に際しては，対象とする動物群

の生態を考慮することが必須であることが指

摘された．また今後の研究においては，

Williams氏らの研究グループが日本の古生界

から初めて発見したchitonozoanが重要であ

るとの見解が示された．栗原敏之氏は古生代

放散虫研究の現状を総括した．過去20年間に

おける放散虫生層序学に基づく研究成果によ

り，日本および隣接域の古生界層序の理解が

大きく進展し，日本と中央アジア造山帯との

関連性が明確になったことが紹介され，更な

る 発 展 が 期 待 さ れ る 内 容 で あ っ た ．

Thasinee Charoentitirat氏はタイの古生界層

序を示したうえで，その形成環境と古地理に

関する研究成果に言及した．タイの古生界は，

４つの独立した地質ユニット（Sibumasu
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国際シンポジウム
S3：法地質学の進歩

９月13日（日）

世話人：杉田律子

IUGS-法地質学イニシアチブ，日本法科学技

術学会，地質汚染－医療地質－社会地質学会

共催

Development of Forensic Geology

本シンポジウムは日本で初めての法地質学に

焦点を絞ったもので，日本の法地質学研究に

とっては貴重な一歩ともいうべきものである．

シンポジウムを開催するにあたり，法地質

学で使用される用語はあまり馴染みのないも

のも多いと考えられたことから，聴講者に招

待講演の理解をより深めてもらうためにシン

ポジウムの始めに杉田から用語の解説を交え

たイントロダクションを行った．アメリカか

らは法地質学の第一人者であり，‘Forensic

Geology’という語を最初に使って法地質学

のテキスト‘Forensic Geology : Earth

Sciences and Criminal Investigation’（1975）

を執筆したRay Murray博士に参加していた

だき，博士の豊富な経験から犯罪捜査に対す

る地質学の有用性に関するお話をして頂くこ

とができた．博士はご高齢であるにもかかわ

らず，法地質学の普及に大変熱心で，昨年は

中国でも普及講演をなさったとのことであ

る．イギリス，ベルファストのQueen’s

UniversityからはAlastair Ruffell博士と

Jennifer McKinley博士を招待し，淡水中の

隠匿物の探査についての講演とGISを利用し

た犯罪の地域推定についての講演をしていた

だいた．いずれも日本の法地質学分野では研

究の進んでいない内容であり，興味がもたれ

た．

参加者の数は必ずしも多いとは言えなかっ

たが，国際セッションにふさわしく，聴講者

の顔ぶれは国際的であった．日本や英米では

犯罪に関わった土砂の鑑定が中心となってい

るが，必要とされる場面は国によって異なり，

鉱石類の真贋や品位の詐称などが問題になる

場合もあるということであった．

また，当初はアメリカから参加予定であっ

たSchneck博士がプログラム編成後に裁判へ

の出廷が命じられたことから来日できなく

なった．そのためにプログラムを大幅に変更

することも検討されたが，IUGS-IFGのメン

バーで意見を募り，Murray博士と杉田が事

例紹介を行うこととなった．いかにも法地質

学らしいハプニングであり，実社会で有効に

利用されている証拠と言えよう．

本学会の国際セッションとしては珍しい試

みとして，一般からのポスター講演を募集し

た．民官学の各分野から応募があり，広い分

野で関心がもたれていることがうかがわれ

た．国内の法地質学分野の研究者はあまり多

くないが，犯罪だけではなく業務上過失にお

いても必要性が高いことから，地質学会員に

も鑑定や問い合わせを受けた経験のある方は

多いものと推察している．国内では初めての

法地質学をテーマとしたシンポジウムであっ

たが，今後も定期的にセッションを行うなど

して研究者間の交流を深めていきたいと考え

ている．

法地質学は地質学の様々な知識や技術を応

用するものであることから，プログラム編成

時にどのセッションと重ならないようにする

べきか難しい選択であった．後日，同じ時間

に開催された別のセッション参加者から参加

できずに残念であったとの意見が出たと聞い

ている．

シンポジウム終了後には参加者らとのささ

やかな懇親会が行われた．R u f f e l l ・

McKinley両博士は初来日で，日本の典型的

な居酒屋メニューだけでなく，地元の名物で

ある馬刺しやイナゴなども堪能し，いかにも

地質学者らしいざっくばらんな雰囲気で和や

かに懇親が行われた．

実現にあたってはIUGS-IFGから来日する

講演者の旅費の補助を，また，IFGのメン

バーからは助言等，多大なるご協力を賜った．

地質学会事務局および長野大会LOCの方々

には不慣れな世話人を助けていただき，当日

参加していただいた方々なしでは当然のこと

ながらシンポジウムは成立しえなかった．こ

れらの方々に，この場をお借りして感謝の意

を表させていただきたい．

（杉田律子）

市民講演会

信州の自然とともに生きる
－地震と火山の防災地学－

日本地質学会　第122年学術大会（長野大

会）の市民講演会は，大会２日目の午後，

日時：９月12日（土） 14：30-16：00

会場：ホクト文化ホール（長野県県民文

化会館）小ホール

にて開催され，次の２つの講演が行われた．

１．信州の火山を知ろう（三宅康幸・信州大

学理学部教授）

２．糸静構造線活断層地震が起きたとき，長

野盆地・松本盆地の震災は（塚原弘昭・信

州大学名誉教授）

長野県では昨年2014年には多くの災害に見

舞われた．７月９日の南木曽土石流，９月27

日の御嶽山の水蒸気爆発，そして11月22日の

長野県神城断層地震などである．このような

状況で，あらためて私たちの住む長野県の成

り立ちと地質学的特徴を理解し，より安全な

市民生活を送る一助となることを願って企画

した市民講演会であった．講演会に向けた宣

伝準備として，５月号および８月号の地質学

雑誌ニュース記事での紹介や地質学会web

ページ掲載，配布用チラシ作成（７月），市民

講演会要旨集（当日配布）作成などを行った．

当日は良く晴れ上がり，小ホールが立地す

る若里公園ではたくさんの一般市民が休日を

楽しむ雰囲気のなか，講演参加者は190名ほ

どで小ホールの客席はほぼ埋まった．市民の

関心が高かったことがうかがえる．信濃毎日

新聞社，毎日新聞社，読売新聞社，テレビ信

州などの記者達が取材に会場を訪れ，講演後

の講師を囲んでの取材なども行われていた．

また新たな試みとして，講演の様子をムー

ビー録画して，今後，信州大学理学部で地球

科学を学ぶ学生のためのe-Learning教材のコ

ンテンツとする作業も行われた．

各講演は，信州大学理学部で研究・教育を

行ってこられた三宅康幸教授（火山学）と塚

原弘昭名誉教授（地震学・地球化学）のお二

人を講師に迎えて行われた．お二人は長年そ

れぞれ活火山と地震の研究に携わってこら

れ，同じ学科で働いたよしみで急遽前日に私

が司会を務めさせていただくこととなった．

講演では，長野県の活火山の分布とそれらの

活動の“癖”や，県内の地震発生と活断層と

の関係や震災について，わかりやすく詳しく

解説していただいた．さらに，これらをふま

えた防災・減災の面からの提案をもとに，市

民のみなさんにも参加していただいて議論を

深めていった．会場ロビーでは昨年の神城断

層地震に関するポスター発表なども行われて

おり，市民の講演を聴きに来られた方が足を

止めて見入っていた．

日本地質学会News 18（11） 5

左からRuffell博士，McKinley博士，Murray

博士，杉田（世話人），板宮裕美さん．



嶋　智，野田　篤，松原典孝，新妻信明，

山縣　毅，中江　訓，細井　淳，岡田　誠，

内野隆之

１．人事について

変更なし．

２．セッションについて

・今年は層序部会母体の「地域間層序対比と

年代層序スケール」を「地域地質・地域層序」

に統合し，「地域地質・地域層序・年代層序」

とした．そのおかげか発表数が52件と盛況

だった．ただし，ポスター発表が口頭発表の

３倍にも及んだので，来年は募集要綱にある

「ポスターを歓迎」を，より限定した内容を

歓迎する書き方（例えば，特に地質図・柱状

図などを示す発表についてはポスターを歓

迎）にすることにした．

・トピックセッションの「グリーンタフル

ネッサンス」も11件と盛況であった．来年は

開設6年目になるので，そろそろレギュラー

化を検討しても良いかもしれない．

・「地質情報とその利活用」は，５件と少な

目であった．今年トピックセッションとして

立ち上がった「三次元地質モデル研究の新展

開」と内容的には類似しているので，統合を

検討していくべきであろう．

３．ジオパークについて

・世界ジオパークがユネスコ正式プログラム

になったことや各地での盛り上がりもあり，

今後，学会は積極的に普及活動に尽力すべき．

その際には地域地質・層序部会が率先して協

力していく必要がある．

４．日本地質学会125周年記念事業（地質学

雑誌特集号）について

・学会から上記特集号の依頼が各部会等にな

されている．部会としては，まずは本件を会

員に周知させ，ボトムアップ型の提案を期待

する．第１次締め切りは今年の11/30である

が，それ以降に学会（企画委員会）から特段

の要請があれば対応する．

（内野隆之）

９月12日（土）12:00-13:00

堆積地質部会
会場：第１会場

世話人：中条武司

堆積地質部会ランチョンは大会２日目（９

月12日）に開催され，部会活動に関する報告

と情報交換が行われた．参加者は25名であっ

た．主要なものは，部会幹事からの報告，各

レギュラーセッションについて世話人からの

報告，来年度地質学会の案内，JPGU・堆積

学会・有機地球化学シンポ，その他堆積学関

係の学会・シンポジウムの情報や活動報告が

あった．

（中条武司）

講演前半では，まずマグマ上昇と噴火の仕

組みや噴火の種類について火山学の基礎を学

び，次いで長野県とその周辺に分布する火山

群を構成する浅間山や焼岳など，そして昨年

の噴火災害が記憶に新しい御嶽山の火山活動

や噴火の特徴について，噴火史や災害史上の

事例を比較しながら紹介された．講演後半で

は，まず糸静活断層で起こる大地震による長

野県の震災予測が紹介されたうえで，糸静活

断層で起こる大地震は再来期間が千年程度と

長いことから科学的な地震予知には限界があ

り，また長野県での直下型地震では緊急地震

速報も揺れの到着には間に合わない可能性も

指摘され，災害に強い地域社会にするには

ハード的抵抗力とソフト的回復力＝個人の生

きる力を保つことが大切と結ばれた．講演の

際には講演者が独自に準備して来られた長野

県の地震災害に関する資料も希望者には供給

された．これらの話を受けた公演後の質疑応

答では，2011年の東北地方太平洋沖地震と火

山活動の活発化との関係や火山活動と地震発

生との関係，自分が住んでいる場所に関連し

た地震予測マップに関する質問などが相次

ぎ，市民の防災についての感心と科学的に理

解したい気持ちの高さが感じられ，賑やかに

会を終えた． （村越直美）

優秀ポスター賞

長野大会では３日間で計244件のポスター

発表が行われた．各日８名の審査委員により

審査を行い，計10件の優秀ポスター賞を選出

した．受賞者名，講演名，授賞理由は以下の

通りです（ポスターの画像は本誌表紙をご参

照下さい）．

（各賞選考委員会委員長　天野一男）

９月11日（金）

R1-P6 槍・穂高カルデラにおけるファコリ

ス状閃緑斑岩岩床の産状（日比野由佳・原山

智）

（講評）地形急峻な山岳地帯の精力的野外調

査結果と室内分析結果を，図を効果的に使っ

て分かり易く表現している．

R5-P9 房総半島東部，上総層群下部の層序

（予報）（宇都宮正志・中嶋輝允）

（講評）二次元の紙面という常識にとらわれ

ず，三次元的プレゼンテーションをしている

点，ユニークある．

R12-P18 炭質層に発達する鏡肌の微細組織

と地すべりの発生に与える影響（佐藤　鞜・

安東淳一・鍵　裕之・大藤弘明）

（講評）褶曲をともなう鏡肌の形成という構

造地質学的側面と地すべりという応用地質学

的側面を組み合わせたユニークな内容が簡潔

かつ明瞭に表現されている．

９月12日（土）

R10-P10 足柄衝突帯下部更新統塩沢層の
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122年年会記事（長野大会）
ファンデルタシステムに認められる礫質洪水

堆積物（下村崇宏・伊藤　慎）

（講評）詳細な調査に基づいてファンデルタ

システムを検討したフィールドジオロジーの

お手本となる研究で，バランスの良いレイア

ウトにまとめられている．

R15-P2 スッポンの起源，および「中期」

白亜紀超温室地球での地理的放散（中島保

寿・Danilov Igor G.・平山　廉・薗田哲平・

Scheyer Torsten M.）

（講評）スッポンの進化と地理的移動が，専

門外の人にも分かりやすい美しいレイアウト

で示されている．

R15-P5 マイクロフォーカスX線CT画像を

用いたサンゴ骨格の内部構造解析（千徳明日

香・石橋正嗣・森嵜仁美・升本眞二・大野理

恵・町山栄章・富山隆將・多田井　修・江崎

洋一）

（講評）サンゴの骨格がCT画像を用いて，視

覚的に理解しやすくかつ美しくまとめられて

いる．骨格の詳細な解明により今後の研究の

発展が期待される．

９月13日（日）

R4-P1 ポロシリオフィオライトの変成ス

テージと鉱物化学組成（田中真二・宮下純夫）

（講評）変成反応を化学的に解析するという

重要なテーマに正統な手法で取り組んでお

り，目的から結論に至る過程が視覚的に分り

やすく工夫されている．

R13-P10 三波川沈み込み帯浅部マントル

ウェッジ中のブルース石の重要性を示す岩石

学的・野外地質学的証拠（河原弘和・遠藤俊

祐・Willis Simon・永冶方敬・森　宏・山本

鋼志・淺原良浩）

（講評）全球水循環および沈み込みに伴うス

ラブフルイドの実態解明に資する重要な内容

が、美しいにデザインでまとめられている．

R23-P2 愛知県の中央構造線沿いに産する

「食い違い礫」の自己修復作用とその応用

（五ノ井祐二・吉田英一）

（講評）オリジナリティーのある内容が，結論

への論理が分かるように図で示されている．

T5-P3 礫ファブリックからみた含礫泥岩メ

ランジュの形成様式（潮崎翔一・宮田雄一郎）

（講評）メランジュの形成過程を，ドローン

を使ったフィールド観察から分かりやすく説

明している．

ランチョン

9月11日（金）12:45-13:45

地域地質部会，層序部会合同
会場：第１会場

世話人：内野隆之・岡田　誠

出席者：永広昌之，天野一男，斎藤　眞，小
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２）今大会トピックセッション「水蒸気噴火

（仮）」の特集号化について

８件の有意義な発表があったので，今回も

特集号化を進めることを確認した．発表者に

執筆依頼をし，さらに広く原稿を募集する．

３）次期部会幹事体制について

３年以上続いた現幹事体制（部会長：藤縄

明彦氏（茨城大））から，来年の連合大会で

新体制に代わることを確認した．次期部会長

は及川輝樹氏（産総研）．ほか各委員は，次

回連合大会までに選出する．立候補も大歓迎．

特に以下の委員を求む．

・部会メールを流す係（連絡ニュース委員）．

博士号取得直後の若手がよい．

・現ホームページ（下記）をリニューアル・

管理する係（連絡ニュース委員）．現在は

工藤崇氏（産総研）が管理．

http://www.volcano.geosociety.jp/

・大会セッションの世話人をする係（行事委

員）．なお地質学会行事委員会委員は上澤真

平氏（電中研）に決定． （長谷川健）

構造地質部会若手の研究発表
会
会場：第５会場

世話人：武藤　潤

例年どおり，今年も構造地質部会ランチョ

ンとして若手の研究発表会を企画し,若手院

生・PD研究者２名に講演いただいた.東北大

学大学院博士課程２年の菊地和平さんには,

「沈み込み帯におけるリソスフェアの球殻座

屈現象」というタイトルで，球面の幾何学を

沈み込むプレートに応用することで，地球上

の沈み込み帯を球殻座屈現象として捉え，工

学・幾何学の観点から沈み込み帯の区分に挑

戦するという内容で講演して頂いた．金沢大

学PD（日本学術振興会，現新潟大学）の田

阪美樹さんには，「マントルの変形特性：構

造地質学＆実験岩石学的な研究からの制約」

というタイトルで，野外に産するマントル岩

石の微細組織観察および室内での高温・高圧

岩石変形実験から，実際のマントルに近い化

学組成（相）や組織での実験を行うことで，

より高度にマントルのレオロジー特性を決め

るという内容で公演して頂いた．ランチョン

会場は，構造地質部会員や多くの学会参加者

で埋められ，現在売り出し中で勢いのある若

手お二人の講演に対して，ざっくばらんな議

論が行われ大変盛況であった．構造地質部会

では,来年度の地質学会でも同じような形で

若手の研究発表会の開催を検討しているとこ

ろである． （武藤　潤）

地質学雑誌編集委員会
会場：第６会場

世話人：秋元和実

地質学雑誌編集委員会は，通常の議論を

メーリングリスト上で行っているが，地質学

会年会と連合大会のときに集まって議論して

いる．長野大会ではそれをランチョンで開催

したので報告する．

まず，不適切なオーサーシップ，すなわち，

著者としてふさわしくない者を著者ないし共

著者とする研究不正について協議した．研究

不正が近年マスコミでさかんに採りあげられ

るにおよび，どんなことが不適切なオーサー

シップになるか，分野の特性を考慮して各学

会が自主的に決めて公表するよう，文科省か

ら求められるようになった．それにどう対応

するかという議論である．議論の結果，不適

切なオーサーシップの定義を盛り込む方向で

地質学雑誌の『投稿編集出版規則』を改正す

ることにした．

また，多くの大学で，学位申請論文が大学

のリポジトリに収録され，ウェブ公開される

ようになったことをふまえ，そのように公開

された学位申請論文の内容を地質学雑誌に載

せる場合の手続きについて，地質学会法務委

員会と協力して明確にすることにした．

このほか，投稿数増のための賞のあり方に

ついて協議した． （山路　敦）

文化地質学
会場：第８会場

世話人：鈴木寿志・先山 徹・石橋弘明

昨年に引き続き２回目のランチョン集会と

なるが，今年は口頭発表が17件と盛況であっ

たため，セッション終了前のお昼休みに開催

された．参加者は14名で，以下の内容が話し

合われた．

（1）文化地質学特集号について

昨年のランチョンの内容を報告し，引き続

き地学雑誌にて特集号を組む方針が確認され

た．特集号では10篇以上の論文が必要で，長

野大会での講演も含めて原稿を募集すること

とした．矢島道子氏より地質学会創立125周

年記念事業として地質学雑誌特集号の企画募

集について説明があった．ただし地質学雑誌

では図表の記述が英語に限定されるため，文

化について論じる際に致命的な欠陥となる．

地質学雑誌で特集号を組む場合は，論文を限

定せざるを得ず，慎重に検討する必要がある．

（2）メーリング・リストの更新

すでに参加されている方も含めて，新規登

録の希望調査を行った．

三次元地質モデル研究の展望
会場：第２会場

世話人：木村克己・升本眞二・

高野　修・根本達也

参加者：約30名

話題提供として，木村克己氏（防災科研）

によって，「欧州を主とする三次元地質モデ

リングの研究動向：第８回EUREGEOの研究

集会の内容に基づいて」と題する講演が行わ

れた．主な内容は以下の通りであった．①

EUREGEO集会は，バイエルン（ドイツ）・

ロマーニャ（イタリア）・バルセロナ（スペイ

ン）の州立地質調査所が主催して1994年以降

３年に１回開催される研究集会であり，欧州

地質調査機構の後援の下，地球科学の社会的

研究課題をテーマにとりあげて，その地質情

報・処理・解析に関わる研究発表が行われて

いる．②最近の動向として，三次元地質モデ

リングが主テーマとなっており，今回は三次

元地質モデリングのデータおよびソフトマネ

ジメント，および研究機関・国間のデータ・

モデル連携や普及に力点が置かれた内容であ

る．③講演会で発表された全講演（発表時に

利用されたPPT内容はウェブ公開されてい

る）に基づいて，欧州における三次元地質モ

デル研究の対象地域とその規模・目的が整理

され，具体事例として，アルプスモラッセ堆

積盆を対象としたEU多国間研究プロジェク

ト「GeoMol」の研究内容が紹介された．④

キースピーカーのA. K. Turner氏による現在

焦点となっている建築・土木事業とリンクし

た地下地質モデル事業（Geo-BIM）の動向に

関する講演内容が紹介された．

話題提供に続いて，世話人により，2013年

に続き，三次元地質モデル研究をテーマとし

た地質学雑誌特集号（第２弾）の企画とそれ

への参加の呼びかけがなされ，最後に，午前

中に行われたセッションの内容も含め，三次

元地質モデル研究の今後の展開について意見

交換が行われた．

最後に，招待講演およびランチョンに参加

していただき，国交省のCIMや地震動評価を

目的としたモデル化について貴重なご意見を

いただきました秋山泰久様，関口春子様にこ

の場を借りてお礼申し上げます．

（木村克己）

火山部会
会場：第４会場

世話人：長谷川　健

出席者数：24名

１）地質学会125周年記念事業 地質学雑誌特

集号について

125周年記念事業委員会の宮下純夫委員よ

り，記念特集号募集の案内があり，火山部会

としては積極的にこれに応募する方向である

ことを確認した． 若手発表の菊地和平さん



科省から来年度以降も全国共同利用施設と

して認定されたことが報告された．

・東海大学（坂本泉会員）：東北マリンサイ

エンス拠点形成事業に関する報告がなされ

た．

・東京大学大気海洋研究所（多良賢二会

員）：白鳳丸共同利用について「新規航海

提案型」が新規に設けられたことが紹介さ

れた．

・海上保安庁海洋情報部（小原泰彦会員）：

大陸棚調査のその後の情報として，2014年

10月１日に「排他的経済水域及び大陸棚に

関する法律第二条第二号の海域を定める政

令」が施行され，国内的・国際的に我が国

大陸棚の一部が決定されたことが報告され

た．

・産業技術総合研究所（板木拓也）：海洋地

質図「沖縄北部周辺海域海洋地質図」が刊

行されたことが報告された．

（板木拓也）

構造地質部会定例会
会場：第２会場

世話人：武藤　潤・丹羽正和・氏家恒太郎

ランチョンにおいて「構造地質部会定例会」

を開催した．定例会においては，（1）地質学

会125周年記念特集号について，（2）部会独

自での特集号企画，（3）決算報告，（4）事務

局メンバーの来年度更新案，（5）その他の活

動報告，の議題を話し合った．地質学会から

学会125周年記念事業として，論文集の執筆

に関して説明があり，部会単位でテーマや著

者を検討することが依頼された．さらに，地

質調査や実験手法など，部会独自の特集号も

随時企画することで，地質学雑誌の活性化に

つなげて欲しいと要請された．予算・決算に

ついては，事務局からの報告内容が承認され

た．また，来年度の事務局メンバー更新案が

発表され，承認された．その他の活動報告と

して，広報委員の橋本（高知大）から，「日

本の地質構造100選（朝倉書店）」のスマート

フォン（Android）版アプリの紹介があった．

このアプリを使って，構造地質部会が編纂し

た「日本の地質構造100選」にある露頭リス

トから写真とマップ上の露頭位置を簡単に得

ることができる．また，マップからも同様に

露頭写真にアクセスすることも可能である．

（武藤　潤）

岩石部会
会場：第５会場

世話人：鵜澤（平原）由香

出席人数：31名

１．日本地質学会創立125周年記念事業記念

特集号発行について

・廣井会員より，日本地質学会創立125周年

記念事業記念特集号発行についての報告が

あった．

（3）科研費研究の進展状況

挑戦的萌芽研究の採択を受け，今後の活動

方針について話し合った．来年度の地質学会

が日本大学で開催されるため，東京での巡検

が提案された（段丘面・沖積面と大森遺跡の

関係，近代建造物や寺院建築の石材など）．

また来年度の地質学会での主題を「地質と文

学」などとし，科研費での文系の研究分担者

を含めたセッション開催を検討する．その他，

関連学協会との共催についても複数の意見が

だされた．

（4）その他の意見

文化地質学トピック・セッションをレギュ

ラー・セッションとしてはどうかという提案

がされた．また文化地質学の定義がはっきり

せず，他の類似分野との違いが分からないと

いう意見があった．この点については，企画

中の特集号などにおいて，複数の研究者間で

合意形成を目指す必要性が指摘された．ただ

し，学問の定義をがっちり固めてしまうと議

論の幅が狭くなり，タコツボ化した地質学か

らの脱却を目指す文化地質学の理念から外れ

ることが危惧される．すでにセッション講演

募集に際して「文化地質学は，人と密接に関

わる地質学である」とし，鹿児島・長野両大

会で計29件の発表がなされた．これらの経験

を踏まえ，文化地質学の学問としてのあり方

を考えていく必要性が話し合われた．

（鈴木寿志）

9月13日（日）12:00-13:00

海洋地質部会
会場：第１会場

世話人：板木拓也・小原泰彦・芦寿一郎

（当日は欠席）

海洋地質部会ランチョンは，海洋地質関連

の研究機関における最近の研究動向と今後の

調査予定等の報告を行い，各種情報の共有を

行うことを目的に開催された．各機関からの

報告に先立ち，地質学会を代表して，宮下純

夫氏（新潟大）から，地質学会創立125周年

記念事業としての地質学雑誌特集号への寄稿

についてのアナウンスがあった．引き続き，

J-DESCの西弘嗣部会長（東北大）から，

IODPの今後の予定（Joides Resolutionとち

きゅうの予定）等についての報告があった．

その後，JAMSTECの鈴木勝彦氏から

JAMSTECが管理法人となっている政府の戦

略的イノベーション創造プログラム（SIP）

についての紹介があった．この後，各機関か

らの報告が行われた．

・JOGMEC（塩川智会員）：今年度の調査

計画の概要の報告が行われた．

・JAMSTEC（町山栄章会員）：来年度の

JAMSTECフリートの運航状況に関する情

報が報告された．「かいよう」と「なつし

ま」は今年度限りで退役することとなった．

・高知大学コアセンター（池原実会員）：文
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122年年会記事（長野大会）
２．部会役員の更新

・部会長について，土屋会員から道林会員

（静岡大）への交代が承認された．

・行事委員について，鵜澤会員から桑谷会員

（海洋研究開発機構）への交代が承認され

た．

・広報委員について，引き続き，加々島会員

（山形大）が担当することが報告された．

３．2016JpGUセッション提案状況について

・角替会員より，「岩石・鉱物・資源」のコ

ンビーナが斉藤　哲氏（愛媛大）に変更に

なったことが報告された．

・河上会員より，「変形岩・変成岩とテクト

ニクス」の構造地質部会側のコンビーナの

変更の報告があった．

・桑谷会員より，「地球惑星科学データ解析

の新展開：データ駆動型アプローチ」セッ

ションの提案があり，岩石部会内で承認さ

れた．

・西山会員より，2016JpGU 一部セッション，

2017JpGU全集会がAGUとの共同開催とな

ることが報告された．

４．学会中の巡検への学生参加状況について

・鵜澤旧行事委員より，学会中に開催される

巡検への学生の参加者が減少していること

が行事委員会内で話題になっていることが

報告された．岩石部会として，学生への巡

検費用補助に関して，実現するよう強く意

見が交わされた．

５．次年度からのポスター賞について

鵜澤旧行事委員より，ポスター賞のエント

リー制が検討されていることが報告された．

具体的なやり方について，質問が交わされた．

６．その他

・道林新会長および，桑谷新行事委員より，

就任に関しての挨拶があった．

・土屋旧部会長よりICDPの掘削計画の現状

問題についての紹介があった．

・西山会員より，ジャーナル購読の問題の現

状についての紹介があった．

（鵜澤（平原）由香）

現行地質過程部会
会場：第７会場

世話人：辻　健

現行地質過程部会の新たな体制

現行地質過程部会では，現体制に変わって

から，３年目に入ろうとしています．そろそ

ろメンバーを変えては，という伊藤部会長

（京都大学）からの提案で，以下のメンバー

で再出発することとなりました．この新体制

で，今後もアクティブに活動していきます．

部会長：川村喜一郎（山口大学大学院理工

学研究科）

行事委員：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）

庶務：新井和乃（海洋研究開発機構）



成と微生物作用に関する研究について紹介さ

れ，学会期間中を通して関連分野の活発な議

論や情報交換が行われたことが報告された．

またスロバキアの淡水成炭酸塩の巡検の様子

も紹介された．

続いて八木正彦氏（石油資源開発（株））

より，「15th Bathurst Meeting of Carbonate

Sedimentologistsの参加報告」というタイト

ルで，７月13～16日にイギリス・エジンバラ

で開催されたBathurst Meetingの報告がなさ

れた．この会議は，４年に一度開かれる炭酸

塩に関する研究集会で，発展途上の研究の紹

介や新しいアイディアの創出に重きがあてら

れている．そのため，各講演は，きっちり15

分の発表と15分の議論で構成されており，小

規模ながらも若手研究者からその道の権威ま

で交えて，熱い議論が展開されたことが紹介

された．

最後に奥村知世氏（JAMSTEC）より「深

海炭酸塩チムニー研究－しんかい6500に乗船

して－」というタイトルで，炭酸塩セッショ

ンでの発表の追加情報と，研究に際し乗船し

た深海研究潜水船しんかい6500の体験記が報

告された．追加情報では，チムニーの炭素・

酸素安定同位体比と微生物群衆解析のデータ

が示され，今後の展開が期待される興味深い

内容であった．

今年の参加者は，10名と残念ながら例年よ

り少なかったものの，４件という例年より多

くの講演が行われた．小集会終了後は，市内

に場所を移し懇親会が催され，情報の交換や

親睦を深めるとともに，来年度の炭酸塩セッ

ション及び小集会へ向けての抱負を語り合っ

た． （奥村知世）

産官学の堆積学者の集い：
明日の堆積学を担う若手研究
者の育成プログラム
会場：第２会場

世話人：武藤鉄司・田村　亨

わが国の堆積学界は，若手の人材難という

大きな問題を抱えている．その打開策として

我々は，「若手堆積研究者育成のための産官

学コンソーシアムを設立する」ことを目標に

動き始めたところである．この夜間小集会は，

この目標に向けて様々な意見を集約し議論を

深める目的で開催された．話題提供者とプロ

グラムは以下の通りである．

１．趣旨説明（長崎大学・武藤鉄司）

２．企業での堆積学の重要性（石油資源開

発・高野　修）

３．官庁での堆積学の重要性（産業技術総合

研究所・小松原純子）

４博士号取得後の企業でのキャリア（応用地

質・荒谷　忠）

５．企業が求める堆積学修習者（三井石油開

発・峯崎智成）

６．企業から大学への転身（秋田大学・荒戸

裕之）
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７．自由討論・まとめ

このように様々な話題提供がなされた．例

えば，アメリカでの石油会社と大学とが形成

しているコンソーシアムの形態の紹介，産業

技術総合研究所での学生受け入れ制度・採用

形態，企業での博士号習得者の処遇，石油会

社で求められる人材や研究を継続することの

実態，などである．最後の討論では，実際に

日本で石油会社が出資するコンソーシアムを

作るとすればどのような形態・規模になるの

か，について，大学関係者と石油会社関係者

との間で意見が交わされた．今回，明確な結

論は出ず方向性が示されたわけではないが，

このような会を持ち，堆積学の関係者が様々

な立場から意見を交わすことができたのは大

きな一歩である．

（田村　亨）

地殻ダイナミクス
会場：第３会場

世話人：竹下　徹

平成26年～30年度　文部科学省　科学研究

費補助金　新学術領域研究「地殻ダイナミク

ス」は主として地震・測地観測等観測地球物

理学と構造地質学・テクトニクス・地殻流体

分野の研究者が行う大型プロジェクト研究で

ある．夜間小集会　新学術領域研究「地殻ダ

イナミクス」は，この分野を広く多くの地質

学会会員に知っていただき，今後，新学術が

主催する各種研究会に参加を呼びかけるほ

か，地質学会会員で新学術のメンバーの研究

連絡のためにも開催された．新学術領域の夜

間小集会は今回で２回目であったが，準備不

足にも拘らず30-40名の方に参加いただき盛

況であった，その理由は，新学術領域研究

「地殻ダイナミクス」が地質学会会員にも知

られるようになって来たほか，最近，この分

野を研究する若手研究者が増えてきたためと

推測している．今回の夜間小集会では，下記

のプログラムで主として研究発表が行われ

た．時間が限られていたため，議論の時間を

十分確保出来なかったものの，参加者に新学

術で扱うおよその研究分野を理解していただ

けたものと思っている．長野市内の居酒屋で

行われた懇親会（以下の写真参照）にも20名

の方に参加いただき，夜遅くまで熱い議論で

盛り上がった．

【内容】

18:00-18:20

新学術領域研究「地殻ダイナミクス」の概要

と目的：構造地質学・テクトニクス研究

者は本プロジェクトにどのように貢献出

来るか？　竹下　徹（北大理学院）

18:20-18:35

アクチノ閃石を主とする模擬断層ガウジの高

温・高圧下における摩擦挙動：南海トラ

フを想定して． 岡本あゆみ（北大理学

院）

ホットなトピックをセッションに

今回の地質学会では，現行地質過程部会か

ら「泥火山研究の新展開」というセッション

の共催（提案）を行いました．本セッション

は大変好評で，講演者が多く集まり，また聴

衆の数も予想以上でした．今後も「泥火山」

という現行地質過程研究を盛り上げるべく，

来年のJPGUでは「泥火山の新しい研究展開

に向けて」というセッションを提案すること

になりました．さらに「地球掘削科学」の

セッションも共催することとなりました．現

行地質過程部会は，地質学会の中で，唯一レ

ギュラーセッションを持たない部会です．今

後も，ホットなトピックをセッション化する

ことで，新しい話題を提供していければと考

えています．

表彰について

ランチョンでは，地質学会の各表彰の候補

者についても議論されました．適当な候補者

がいる場合には，現行地質過程部会から推薦

し，地質学会を盛り上げていきたいと考えて

います． （辻　健）

夜間小集会

9月12日（土）18:00-19:30

炭酸塩堆積学に関する懇談会
会場：第１会場

世話人：奥村知世・高島千鶴・松田博貴

学会２日目の９月12日に行われた夜間小集

会「炭酸塩堆積学に関する懇談会」では，国

際学会参加報告と最新の炭酸塩研究動向，な

らびに深海湧水域の炭酸塩チムニーについて

の研究報告を行った．

まず，狩野彰宏氏（九州大学）より「ヨー

ロッパのトラバーチン研究とプレサルト貯留

岩－IASに参加して－」というタイトルで，

６月22日～25日にポーランド・クラフクで開

催されたIAS 31th Meeting of Sedimentology

の参加報告がなされた．ブラジル沖海底油田

の発見により注目されている微生物岩の貯留

岩特性に関する研究動向が紹介されると共

に，狩野氏の発表した温泉成炭酸塩の組織形

泥火山セッション後の現行地質過程部会ラン

チョンに参加してくださった皆様



が行われた．①田辺智隆：信州地質学の原点

保科五無斎－明治時代の在野の地質学者－

②富樫　均：信州の地学遺産とその活用．出

席者は11名である．

田辺氏は，五無斎のトレードマークである

麦藁帽子をかぶって話を始めた．保科五無斎

（本名：百助）は，1868年北佐久郡横鳥村

（現立科村）に生まれた．1891年長野師範学

校卒業後，小学校教師となり，1896～1901年

小学校長・蓼科農学校長を歴任して退職し

た．この間鉱物標本の採集を行い，1900年の

パリ万博に出展された日本産鉱物標本320点

中の13点を提供した．1903年には，243点の

標本からなる「長野県地学標本」（第一次）

を103組作成し，県内の学校に配った．1910

年に100万分の１長野県地質図を発行し，「長

野県地学標本」（第二次）600組を作り販売し

た．1911年死去．五無斎はその後の信州の地

学教育・社会教育に大きな影響を与えた．

富樫氏は，自身で編集された冊子「自然史

王国信州の歩き方」を参照しながら話された．

はじめに五無斎に始まる長野県地質図の変遷

を述べた．県内各地に豊富な地学遺産がある．

合併前の市町村を単位に1～2ヶ所候補地を選

定・調査し，エコツアーとして活用したい．

その事例として，牟礼村の舟石と上田城を取

り上げた．舟石は長径10m近い巨石であり，

その調査の過程で，小川琢治の低位置氷河説

に関わるものであることもわかった．関心も

高まり，2003年村指定の天然記念物になった．

上田城は上田泥流の上に築城されているが，

周辺の地形をよく調べて築かれた（天然の防

備として）．歴史と自然史との関わりの好例

である．

講演の後，会場を移して懇親会を行った．

両氏の講演要旨は地質学史懇話会会報に掲載

される予定である． （会田信行）

環境地質部会
会場：第６会場

世話人：田村嘉之・風岡　修

参加人数：15名

内容は，部会活動等の報告及び講演を行った．

詳細は以下の通りである．

・事務連絡等（田村会員）

①部会の体制について

部会長：楡井　久

企画，行事担当：上砂正一，田村嘉之（行事

委員）

国際担当：古野邦雄（元千葉県地質環境研究

室）

地質環境災害担当：川邊孝幸（山形大）

学会賞担当：田村嘉之（各賞委員，理事）

HP担当：田村ほか（現在作成中，アドレス

は学会より取得済み）

②理事会報告（省略）

③部会活動

第121年学術大会（鹿児島大学）夜間小集会

の開催（参加人数15名）

18:35-18:50

古第三紀における中央構造線の運動像の検

討． 窪田安打（北大理学院，社会人博

士課程）

18:50-19:10

併走する内陸地震の断層について． 飯尾能

久（領域代表，京大防災研）

19:10-19:30

総合討論．新学術領域研究「地殻ダイナミク

ス」に関する質疑応答等．

20:00-22:00

懇親　　　　　　　　　　　　　（竹下　徹）

南極地質研究委員会
会場：第４会場

世話人：外田智千

参加者：30名

１．南極観測の現況と南極地質将来計画につ

いて

日本の地学調査隊の南極への航空アクセス

ルートのひとつとなっているドロンイング

モードランド航空網（DROMLAN）の状況

について，また南極大陸で協力体制を持って

いるベルギー南極観測隊に関わる状況につい

て，本吉洋一（極地研）より説明があった．

来年度からはじまる第IX期南極観測計画

（2016年～，JARE-58～）に関する現況情報，

ならびに，地質関連計画について，外田智千

（極地研）より説明があった．

２．その他

今秋出発する第57次南極地域観測隊

（JARE 57）による中央ドロンイングモード

ランド方面での地形地質調査の実施計画案に

ついて，菅沼悠介（極地研）より紹介があっ

た．

今年７月にインドのゴアで開催された第12

回国際南極地学シンポジウムの報告が，外田

智千（極地研）よりあった．

（外田智千）

地質学史懇話会
会場：第５会場

世話人：会田信行

会場で直前まで行われた講演が時間延長と

なり，開始が少し遅れた．加藤碵一会長の挨

拶の後，信州の地質学史に関する次の２講演

第24回環境地質学シンポジウム（共催団体と

して）

第25回地質汚染調査浄化技術研修会（共催団

体として）

関東地下水盆と人工地層の地質環境 巡検―

国際第四紀学連合（INQUA）第19回大

会記念 ―（主催　参加人数11名）

・IUGS GEMからの報告（古野会員，楡井

会員）

Working group of Man-made strata and

Geopollutionの活動報告及び今後の予定に

ついて

・講演では，近藤洋一会員（野尻湖ナウマン

ゾウ博物館）に，「野尻湖人が生きていた時

代の地質環境」，竹下欣宏会員（信州大学教

育学部）に「地形・地質と人々の関わり―授

業と地質災害調査で感じたこと―」と題して

約１時間，お話しいただいた．

（田村嘉之）

地質技術者教育委員会
会場：第７会場

世話人：山本高司

参加者：９人

９月12日（土）18:00～19:30に，第５回の地

質技術者教育委員会を実施した．

議題１　大学での地質系企業への就職動向，

企業の採用状況

経団連通達により本年度から３/１よりの

就職活動となり，会社説明や面接を考慮する

と実質的には就職活動期間が長くなってし

まった．卒論・修論に専念する時間が少なく

なり，フィールドへ長期的に行くことが出来

ないなどの弊害がでてきている．一方，企業

の新規採用数はここ数年非常に増加してお

り，学生にとっては有利な環境となっている．

地質系企業でも採用人数を増やしているが，

採用数を確保するのを苦慮している．これは，

学生気質が大きく変化し公務員や地質でない

地元大手企業への就職希望者が増えているこ

とによる．

議題２　中期ビジョン案に対する委員会での

意見

中期ビジョン案で示された技術者応用分野
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122年年会記事（長野大会）

懇親会での集合写真，長野市の居酒屋にて



は大阪市立の博物館（群）の地方独立行政法

人化について，公表されている資料にもとづ

いて経過を話題提供した．

その後若干の質疑・コメントがあったが，

すぐに時間切れになってしまい，懇親会で議

論が続いた． （川端清司）

ジオ・アーケオロジー
会場：工学部講義棟101（休憩室）

世話人：渡辺正巳・井上智博・小倉徹也・

趙　哲済・松田順一郎・別所秀高

昨年は，考古学関連の学会と日程が重なっ

た関係で開催を中止したため，２年ぶりの開

催となった．

本年は，長野県北部の野尻湖湖底の「立が

鼻遺跡」で発掘調査を続けている野尻湖発掘

調査団を代表して，内山　高（山梨県富士山

科学研究所）さんに，「長野県北部野尻湖遺

跡の自然環境と人類」として講演して頂いた．

休憩室が会場に充てられたこともあり，開

催前には多くの方々がおられた．しかし，い

ざ開催という段でほとんどの方が退席され，

講演者，世話人を含め僅かに７名の出席に止

まった．少人数の参加であったが，特に「立

が鼻砂部層」の堆積過程や，含まれる微化石

のタフォノミーについて，熱心な質疑応答が

行われ，濃い時間が過ぎていった．

最後に，世話人，参加者を代表し，内山

高さんに御礼申し上げます．

（渡辺正巳）

15th INTERRADに関する
意見交換
会場：工学部講義棟203

世話人：松岡　篤・鈴木紀毅・板木拓也・

栗原敏之

９月12日（土）の18時より，表記の会を開

催した．参加者は20人．第15回INTERRAD

（国際放散虫研究者協会）の2017年10月日本

開催に向けて，準備状況を共有し，これから

の取組について意見交換を行った．2015年３

月のトルコでの招致決定ののち，６月の古生

物学会（つくば）でのランチョン以来，２回

目の意見交換の機会となった．

パワーポイントを使って，松岡実行委員長

から，準備状況の説明がなされ，開催日程，

巡検・沖縄ツアーの実施，新潟での会場など

について案が示された．意見交換のあと，開

催日程を2017年10月23日（月）から10月27日

（金）に確定した．また，会議の前に，ス

タート地点が異なる複数のプレ巡検を準備す

ること，会議後に沖縄ツアーを実施すること

を決定した．会議の前半には，放散虫以外の

専門家にも興味がもてるセッションを，後半

には放散虫に特化したセッションを開催する

ことにより，多様な分野の研究者にも参加し

やすい会とする案が示された．今後，会場に

ついてはいくつかのモデルケースを想定して

の４つの課題（①地質災害に対する調査の実

施と積極的な情報発信，②CPD講習会の充

実，特に支部での実施，③地質調査研修と

フィールド認定制度の創設，④学術大会での

就職説明会の充実）について議論した．特に，

フィールド教育に対する大学・学生に対する

モチベーション向上として提示されている

フィールドマスター制度に関して，その制度

設計や対象等に関して議論を進めていくこと

とした．

課題３　JABEE総会報告

５月26日に総会が行われ，その内容に関し

て報告した．認定プログラム修了生の技術士

資格習得者は，2014年度に100名を越えた．

また，合格者の平均年齢は29.8歳であり，合

格者全体の42,5歳に対して非常に若くなって

いる． （山本高司）

博物館における地質系学芸員
の戦略
会場：第８会場

世話人：川端清司・平田大二

この夜間小集会は，規模の大小を問わず全

国各地の博物館で活動している地質系学芸員

が抱えているであろう，各館における課題に

ついて話題提供し，今後の戦略を考える機会

にしたいと考えて企画した．

当日は博物館関係者やこのテーマに関心の

ある方，博物館学芸員をめざす学生・院生な

ど24名が参加した．

世話人２人から以下のプログラムで話題提

供を行い，意見交換の機会を持った．

・平田大二（神奈川県立生命の星・地球博物

館）

「神奈川県立生命の星・地球博物館にお

ける20年の活動成果と評価軸」博物館の

基本的活動－集める・調べる・伝える－

を評価する

・川端清司（大阪市自然史博物館）

「指定管理の問題点と，大阪市の博物館

（群）の地方独法化について（経過報告）」

最初に神奈川県立生命の星・地球博物館の

平田から，「博物館の評価というと，入館者数

や収支などの目に見える数値だけが一人歩き

することが多い．しかし評価軸はそれだけで

はない．博物館が行っている多種多様な活動，

中でも博物館の根幹をなす調査研究，資料収

集保管，普及教育の事業における評価軸を自

分たちで確立して，設置者や利用者を含めた

関係各方面に積極的に説明していく必要があ

る．」として，神奈川県立生命の星・地球博物

館が実施した内部評価について説明した．

川端からは，前半は2006年度から指定管理

者制度のもとで運営されている大阪市立自然

史博物館の現状について，博物館現場の学芸

員が感じている問題点・課題を提起し，後半

見積もりを取り，現場スタッフが運営しやす

い方向も考慮しながら検討することとなっ

た．少人数のメンバーからなる実行委員会を

12月中旬に新潟で開催する予定である．なお，

2016年１月の古生物学会（京都大）の際に，

より広範囲な意見交換の機会を設ける予定で

ある．

夜間小集会のあと，場所を長野駅近くに移

して“NOM長野”を開催し，うち解けた雰

囲気のなかでアイディアを練った．

（松岡　篤）

9月13日（日）18:00-19:30

ジオパークの活性化をめざして
会場：第６会場

世話人：天野一男・平田大二・渡辺真人

参加者：17名

本年までに，39地域が日本ジオパークに認

定され，その内８地域が世界ジオパークに認

定されている．そして，新たに認定を目指す

地域もある．このような状況の中で，日本地

質学会にも支援を強めてほしいとの要望が出

されてきている．本学会として，どのような

支援が可能かについて，自由な意見交換を

行った．主要な意見は以下の通りである．

（1）ジオパーク支援委員会のあり方

現在は，支援委員会委員は支部からの推

薦で決めているが，今後は支援委員会とい

うより，ジオパークと様々な人達を結びつ

けて連携を作る委員会として活動すること

も必要という意見が出された．一方，当面

の課題として日本ジオパーク委員会委員や

地球惑星科学連合のジオパークコンビナー

の推薦について，支援委員会として対応が

必要であることも指摘された．

（2）具体的支援について

①各地域のジオサイト・岩石などのデータ

ベースの作成．②ジオパーク立ち上げ時の

相談，サポート．特に学術的な面での監

修・助言．③ニュース誌へのジオパーク記

事（理念など）の掲載．④普及用の素材の

作成．⑤一般向けの日本列島形成史本の出

版．⑥専門家が読むに耐える資料（例えば

地質学雑誌特集号など）の作成．⑦ジオ

パークの申請書の査読．

（3）連携について

関連学会の支援委員会との連携をはかる

とともに，地学教育部会（教材の作成）や

地域地質部会（ジオパークの地質のまとめ）

との連携による活動も展開することも大切

であることが指摘された．

（天野一男・平田大二・渡辺真人）

地質情報展2015ながの
―知っていますか信濃の大地―

「地質情報展2015ながの」が，日本地質学

日本地質学会News 18（11） 11



も会場が分かりにくいなどとの声があり，会

場の選定や告知宣伝方法について課題も多く

認識させられました． （川邉禎久）

若手会員のための
業界研究サポート

今年は阪神淡路大震災から20年，東日本大

震災から４年の年になり，“防災”や“環境”

に関して重要な理学である地質学に対して社

会的要請が一層強くなった年であった．また，

今後の日本のエネルギー政策として“地

熱”・“地下資源”も注目を集めている．地

質学会では，実際に企業で活躍されている地

質技術者と語り合い，大学で学んだ地質学が

企業でどのように生かされているのか，学

生・大学院生および教員の方々が，企業の生

の声を聴くことができるような場を提供した

いと考え，今年も本企画を開催した．今回は

９回目で，経団連の「採用選考に関する指針」

を踏まえて行っている．

例年と同様に，大会２日目の午後２時半か

ら５時まで行い，昨年より更に多い民間企業

12社にご参加頂いた．

今年の会場は，学術大会第１会場と同じ建

屋の３階で参加しやすい場所であったが，出

展企業紹介会場や関連書籍資料販売会場を経

た最奥のやや不利な会場条件であった．会場

が狭いこともあり，プレゼンは行わず，会員

休息室にプロジェクタを設置し参加企業の説

明スライドを上映する，当日午後から会員が

集まる場所での呼び込みを行うなどのPRを

行った．その甲斐あってか，昨年度よりも10

人以上多い40人に及ぶの学生・院生の方々が

参加し，企業の個別ブースで業界のこと，業

界での技術者としての活躍を熱心に聞く姿が

見られた．ただ今年も学生・院生を預かる教

員の方々の参加がなく残念であった．大学関

係者向けには事前のポスター配布によるPR

も行ったが，結果論となるがタイトルの「若

手会員のための」が教員の方々に誤った理解

を与えたかも知れないと感じている．今後は，

今回できなかった参加企業毎の直接のプレゼ

ンも含めて，改善して臨みたいと考えている．

来年度も，就職希望の学生・院生の皆様，教

員の皆様には，ぜひ会場に足を運んでいただ

き，企業での地質技術者の活躍の様子につい

て大いに情報収集していただくようお願いい

たします．

最後に，本行事に参加いただいた企業12社

の皆様，企画にご協力いただいた賛助会員，

関連企業の皆様，および大会準備委員会，行

事委員各位に，改めて御礼申し上げます．

（緒方信一）

参加企業・団体一覧（業界別50音順）

［資源エネルギー関係］

石油資源開発株式会社（東京）

日鉄鉱業株式会社（東京）

会と産業技術総合研究所の主催のもと，長野

市生涯学習センターにおいて，９月11日（金）

から13日（日）までの3日間開催されました．

初日９時15分より来賓の共催・後援団体の

皆様ご臨席のもと開会式を行い，産業技術総

合研究所・地質調査総合センター代表代理と

して渡部地質情報基盤センター長の開会挨拶

と共催の南アルプス（中央構造線エリア）ジ

オパーク協議会小林竜太氏ならびに同じく主

催の日本地質学会の井龍康文会長からお言葉

を頂きました．

会場は大きく２つの部屋に分かれており，

展示と解説のコーナーでは，テーマを大きく

「地質・地域地質」「地震・津波」「長野の火

山」「再生可能エネルギー」「地質とふれあう」

の5つに分けて17枚のパネルを出展しました．

会場入ってすぐの部屋では，長野県を中心に

東北南部から近畿地方に至る範囲のシームレ

ス地質図と，産総研が出版している北アルプ

ス周辺地域の５万分の１地質図幅をつなげた

地質図の床張りを行いました．昨年好評だっ

た床張り地質図上への岩石の実物標本も展示

し，地図上に座り込んで熱心に解説に耳を傾

ける来場者の方が多くおられました．北アル

プスの地質関連では，北アルプスには何度も

登ったと話された来場者の方が，火山の存在

などさまざまな岩石の違いがあることを初め

て知ったと驚いておられ，地質のことも知っ

ていると登山がより面白くなりそうですとの

感想を述べられていました．体験コーナーで

は，毎年恒例の化石レプリカ，地質砂絵，石

割体験などの他，数年ぶりに岩石破壊実験を

行い，多くの来場者が興味深く実験にチャレ

ンジされていました．地質学会からは恒例の

「ジオ写真展」の展示を行いました．また共

催していただいた苗場山麓ならびに南アルプ

スジオパークのパネル展示，ならびに展示協

力として長野県内の地質系博物館・研究所５

団体からのパネルと標本展示もしていただき

ました．

来場者アンケートでは，「分かりやすく説

明してもらったのでうれしかった」「知らな

かったことがよくわかった」「またやってほ

しい」などと，温かいお言葉が多く，来場し

ていただいた方には非常に好評だったことが

読み取れます．しかし，来場者数そのものは，

３日間で353名とこれまでの地質情報展で最

も少なくなってしまいました．アンケートに

三井石油開発株式会社（東京）

［建設コンサルタント関係］

有限会社アルプス調査所（安曇野市）

株式会社サクセン（松本市）

日本綜合建設株式会社（長野市）

応用地質株式会社（東京）

川崎地質株式会社（東京）

株式会社建設技術研究所（東京）

株式会社地圏総合コンサルタント（東京）

中央開発株式会社（東京）

株式会社日さく（東京）

小さなEarth Scientistのつどい
～第13回小，中，高校生徒
「地学研究」発表会～

長野大会３日目に，小さなEarth Scientist

のつどい～第13回小，中，高校生徒「地学研

究」発表会～がおこなわれた．年会における

発表会は12年前の静岡大会からおこなわれて

おり，今回の開催で，13回目を迎えることと

なった．この発表会の目的は，地学普及の一

環として学校における地学研究を紹介するこ

とで地学教育の奨励と振興を図ることと，地

学を研究する児童・生徒と研究者の交流が進

み，地球科学普及の一助となることである．

今回の発表会もポスターセッション会場の

一画を本企画の会場として利用させて頂いた

ので，多くの会員の方にご参加頂けたものと

思われる．体育館の一部を会場として利用し

たが，高校生の声が体育館に響き渡っていた

ことを記憶している．今回も地元からの参加
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地質情報展床張りシームレス地質図の説明を

聞く来場者

休息室でのPRの様子

企業個別ブースでの説明の様子



グラム（２件）

・群馬県立太田女子高校地学部

・千葉県立柏高等学校理数科課題研究Ⅱ受講

者

・東京学芸大学附属高等学校

・早稲田大学高等学院理科部地学班

・奈良学園高等学校SS研究チーム

・滋賀県立彦根東高等学校SS部地学班

・兵庫県立西脇高等学校地学部（２件）

・兵庫県立加古川東高等学校地学部

・鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班

特別講演会
地質地盤情報の活用と法整備

平成27年９月13日（日），日本地質学会第

122回学術大会の第３日，表記講演会が約40

名の参加を得て開催された．

開催趣旨と法整備協議会の活動紹介のあ

と，前半の3講演では，地質地盤情報，ボー

リングコアを活用した最新の堆積学研究，工

学的地盤モデルの構築および地質地盤情報を

活用したビジネス展開が紹介され，学術研究

から社会での活用までの流れが一貫して理解

できるプログラム構成であった．また，後半

の２講演では地質地盤情報の利活用を推進す

るための法整備と法整備協議会活動に関する

日本地質学会の活動と今後の方向性が提案さ

れた．

個々の講演を要約すると，増田氏は，ボー

リングコアを用いた非破壊観察や元素分析に

よる堆積物研究の飛躍な発展の可能性を示し

た．また，標準ボーリングデータの解析によ

る高精度な地質学的研究と，論文や写真も含

めたビッグデータの集約を提言し，法整備に

よる組織やルール作りにも言及した．

があるか不安であったが，長野県内から２校

の発表があった．全体としては13校１団体か

ら18件の発表があり，前回大会を上回った．

なお，学校行事が重なったために，当日会場

に来ることができなかった学校や，遠方であ

るためポスターのみを送付していただいた学

校もある．

この発表会では理事を中心とした審査員に

よるポスター審査を行っており，審査基準は，

「研究の動機が明確であり，問題点をはっき

りととらえているか」，「観察・実験から導か

れたデータを基に，結論が導かれているか」，

「わかりやすいポスターとしてまとめられて

いるか」の３つの観点である．一方で，発表

（説明内容）については，加点していない．

「全体的に優れている」発表に対して優秀賞

を，「フィールドに根ざして研究を行ってお

り，今後の成果が期待される」発表に対して

奨励賞を授与している．今回は名簿後半の理

事の方々にお願いし，当日都合の付く方に審

査をしていただいた．

全ての発表を審査した結果，下に示す３件の

発表に対して優秀賞が授与されている．また，

フィールドに根ざして研究している学校への奨

励賞については，下の４件に授与された．

最後となったが，審査にあたっていただい

た理事各位，長野県内の学校の先生方，行事

委員会委員，会場校である信州大学と中部支

部の関係各位，さらに今回の発表会参加者

（生徒と引率の先生方）に謝意を表したい．

（三次徳二）

【優秀賞】

１）兵庫県立西脇高等学校地学部（マグマ班）

「兵庫県中部～南部の白亜紀後期の基盤岩

の形成過程～兵庫県に広く分布する凝灰

岩に着目して～（第２報）」

２）兵庫県立加古川東高等学校地学部

「花崗岩の風化が及ぼす土砂災害への影響」

３）鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班

「月のクレーターを作る」

【奨励賞】

１）岐阜県立加茂高等学校自然科学部

「岐阜県美濃加茂市における湧水の特徴」

２）長野県松本深志高等学校　

「枕状溶岩を作ろう～身近なもので再現実

験～」

３）山梨県立日川高等学校物理・地学部

「甲府盆地東部における断層研究」

４）早稲田大学高等学院理科部地学班

「自然環境から見た原子力発電所周辺のハ

ザードマップの作成（その３）」

【発表会参加校】（13校・１団体参加，18件）

・長野県松本深志高等学校

・長野県長野西高等学校天文班

・岐阜県立加茂高等学校（２件）

・山梨県立日川高等学校（２件）

・新潟大学未来の科学者を育成する新潟プロ

山本氏は，防災施策検討や建設活動などの

実問題への適用（工学的活用）のため，精緻

に実地盤を表現した工学的地盤モデルやグ

ループ化したデータの共有化・提供が必要で

あることを述べた．

丸山氏は，ビジネスシーンで地質地盤情報

を提供するシステムが提供され始めている例

を示し，地質地盤情報を取り扱うプロが登録

し共有するシステムに関するビジネスモデル

を紹介した．

平野氏は，捨てられたり使われなかったり

している地質地盤情報を整備することの重要

性を示し，特に民間のデータを取り込み，地

質地盤情報の品質を確保するために，法整備

が必要であることを述べた．

小嶋氏は，相当数の地質学会会員が日本学

術会議提言や法整備協議会活動に貢献してき

たが，学会として組織的には活動してこな

かった点を踏まえ，今後は地質学会や会員の

メリットを勘案し，組織的対応が必要である

ことを強調した．

総合討論では，まず法整備協議会に関する

日本地質学会の活動に対する今後の対応が議

論された結果，執行理事会への働きかけが必

要であり，学会の中期ビジョン策定や毎年の

活動計画に位置づけられるように提案すべき

との意見が出された．

次に法整備について，省庁や議員に対応し

て法整備を目指す実務的な方策を行っている

が，①法整備を省庁や議員に絞って一点突破

することは難しい，②法律が必要だという雰

囲気を醸成しておくことが必要，③学会の活

動を活性化し，他の学協会に対する横への広

がりを進める必要ある，との意見が出された．

三点目として，民間のデータもデータベース

化して有効に使用したいが，その成果を経済

活動に結びつけるには，データの保有者と権

利者の関係の整理が必要であることが指摘さ

れた．例えば，公共に資すると考えられる

データであっても，個人情報保護法の施行以

降，個人情報に関連するものはデータベース

から消去されている例が紹介された．

四点目として，今後，地質地盤情報の品質

と精度の向上を明示する必要があり，関係者

がそのイメージを共有できれば，さらに利活

用が進展することが指摘された．

最後に本講演会の総括として，学協会等が

研究面・教育面を充実させ，社会に貢献でき

る地質地盤の研究と法整備にかかる活動を続

けることが重要であり，今回の特別講演会が

良い契機となったと評価された．

（栗本史雄，佐脇貴幸，松浦一樹）

※本講演会の各講演要旨は，本誌p.14に掲載

しています．また，長野大会HP<http:

//www.geosociety.jp/nagano/content0051

.html#koen>からもPDFファイルをダウン

ロードして頂けます．
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いることを説明させて頂いた．

後半は主に1.76～1.75 Maに活動した槍･穂

高カルデラとそのカルデラ直下に底付け定置

した滝谷花崗閃緑岩（1.4 Ma）を主体に説明

を行った．北アルプスの中軸に露出する第四

紀の滝谷花崗閃緑岩や黒部川花崗岩は，花崗

岩定置以降に急激な山脈隆起と浸食削剥が

あったことを示している．上高地は，険しい

山岳稜線部に登らなくとも，こうした地形発

達史やカルデラ火山―深成コンプレックスを

遊歩道沿いで観察できる点で，巡検コースと

して優れている．カルデラ火山の深部構造を

観察できるフィールドも少ないのが，上高地

ではカルデラ埋積火山岩をはじめ，カルデラ

壁やカルデラ床，カルデラ壁崩壊角礫岩など

他では観察困難な要素を比較的容易に確認で

きる貴重なフィールドである．これからも多

くの方の見学と若手研究者の研究の対象に

なっていって欲しいと願っている．

（原山　智）

［参加者の感想］

地質探偵ハラヤマとめぐる上高地

学生時代に何度も北アルプス登山で行った

上高地であるが，私が最後に訪ねたのは1985

年である．家族で表銀座コースを登山した初

日の燕岳山荘の夕食時に，日航機墜落事故の

衝撃的ニュースがテレビ放送されていた．燕

岳―大天井岳―西岳―槍ヶ岳と縦走し，上高

地に下山．この時は各所で地質の解説をし，

槍ヶ岳は6000万年前くらいの古い火山である

ことや，槍ヶ岳変成岩が山頂の肩に露出する

ことから，火砕岩を取り去っても古槍ヶ岳は

高峰だったこと等を父母妹に話した記憶があ

る．

今回30年ぶりに再訪した上高地．河童橋周

辺の施設や賑わいは，私の記憶にある風景と

は隔世の感があったが，それにもまして激変

したのは当時見ていた山々の歴史であった．

古第三紀火山岩類や花崗岩類が，第四紀カル

デラ火山になったのだから…．

プレ巡検前日に中部地方を台風18号が横断

するという状況の中，朝6時30分集合地の大

正池ホテル前に東から西からと参加者が集合

した．天候が曇りだったせいか，気温は15℃

程度で寒くはない．そこに地質探偵ハラヤマ

が大学院生助手を伴って颯爽と現れた．「さ

あ諸君，上高地と穂高・槍火山見学に出かけ

よう！」

大正池は，大正４（1915）年に焼岳噴火に

よってできた．昭和初期の写真に残る大正池

に比べると今は立ち枯れ木が少なく，かなり

池が堆積物で埋めたてられている．巡検はこ

の大正池の畔からはじまった．「現在松本盆

地に流下する梓川は，かつては高山盆地に流

れていたのさ」と，地質探偵ハラヤマ．ここ

では，焼岳の景観を見ながら，流路を変えた

古梓川，12.4 Ka頃に出現した古上高地湖と

焼岳火山群の火山活動等の関連した『上高地

盆地の形成史』のレクチャーを聴く．その後，

巡　検

【総括】

台風18号による豪雨で，９月15日関東平野

では豪雨による大水害が生じていた．こうし

た状況下で長野大会の巡検は無事実施できる

のか多くの方にご心配頂いたが，９月10日の

プレ巡検，13日のアウトリーチ巡検，14-15

日のポスト巡検ともに大きな天候の崩れは無

く，無事実施することができた．

多くの方々に参加していただき，全ての巡

検コースが無事終了したことを巡検担当者と

しては大変うれしく思うとともに，巡検実施

にあたって尽力いただいた，全案内者，「巡

検案内書」担当編集委員会，日本地質学会，

中部支部，日本地質学会行事委員会，日本地

質学会事務局のほか，ご協力いただいた関係

者のみなさまに心から御礼申しあげます．

日本地質学会の年会の際に各地域で行われ

る巡検は，各支部持ち回りで年会を開催する

大きな意義の一つである．各地域の選りすぐ

りのコースを，査読済みの案内書を手に，そ

こを長年調査研究してきた専門家の解説を聞

きながら見学し，現地の露頭を前に議論を行

うというのは，大変にぜいたくな行為である

ことに間違いはない．しかしながら，年会時

に行われる巡検の参加者数は残念ながら長期

低落傾向にある．中部支部で前回担当した第

117年会（富山）では，９コースの内の１

コースの参加申込数が最少催行人数を下回っ

たために，巡検中止を余儀なくされ案内者を

はじめ多くの方々にご迷惑をおかけしたとい

う苦い経験があった．

今回の長野大会の巡検ではそうした経験を

ふまえ，この機を逃すとなかなか参加できそ

うもなく，魅力があって参加費用ができるだ

け安くなるようなコースを企画することを心

がけた．巡検の実質的な準備は2014年６月に

始まり，大会準備委員会，中部支部と相談し

ながら，案内候補者全員から内諾を頂いたの

は8月末で，その後行事委員会からの指摘を

受けて一部修正し，最終的にコースが確定し

たのは９月であった．全部で８コースに絞り，

そのうち宿泊を伴い参加費用がかさむ巡検は

２コースにとどめた．プレ巡検（上高地）は

長野大会の会場へ移動途中で参加できるよう

に時間を設定し，巡検当日の夕方には長野市

に移動できるスケジュールとした．アウト

リーチ巡検は一般の方も参加しやすい大会期

間中の13日（日），ポスト巡検は残り６コー

スで14-15日の実施とした．

果たして最少催行人数を上回ることができ

るのか，参加申し込み〆切まで不安な日が続

きましたが，結果として普及巡検で最少催行

人数をわずかに下回ったものの，その他の

コースでは定員もしくはそれに近い参加数と

なり，全コースでは案内者を含めて200人近

い参加者数となった．

「巡検案内書」の編集に関しては中部支部内

で組織していただき，地質学雑誌の編集委員

長を経験されたこともある小嶋　智氏（岐阜

大学）に編集委員長を引き受けていただいた．

121年会（鹿児島）の終了直後の2014年10月

には編集委員会から編集スケジュールが各

コース案内者に通知された．編集委員，査読

者の方々は大会までの発行を義務づけられた

巡検案内書の発行スケジュールをご理解いた

だき，きわめて迅速な対応をとって頂いたこ

とに心より感謝申し上げます．いっぽう一部

巡検案内者は大会準備の仕事の合間に執筆作

業を続けるという苦しい状況が続き，投稿，

査読修正作業に遅れをきたして編集委員会，

編集担当者にご迷惑をおかけしたことをお詫

びします．なお当初はCDとして配布予定で

あった巡検案内書は，地質学雑誌の編集事情

もあって雑誌通常号に印刷掲載することと

なった．通常号に掲載ということで案内書編

集委員会も編集担当者も大変厳しいスケ

ジュールをこなして頂いた．以上編集に携

わって頂いた方々に心より御礼申し上げます．

最後に各地域で開催される年会の際に企画

準備される巡検がいっそう充実し，多くの

方々に参加していただいて新たな成果やテー

マに発展していくきっかけとなっていくこと

を願って，担当者からの報告とさせて頂きま

す．

（原山　智）

★

９月10日（木）実施

案内者：原山　智　案内補助：丑舘沙綾

参加者：福本徹之・尾崎充雄・佐藤隆春・佐

藤博明・柏木健司・山田眞嵩・加藤真彰・石

井陽子・岡村知浩・壷井基裕・大和田正明・

大家翔馬・大友幸子・前田仁一郎・宮下由香

里・小笠原正継・本合弘樹・福田将眞・山口

耕生・小滝篤夫・守法亮佑・長井雅史・里和

玲伊（計23名）

［案内者の報告］

天候悪化が懸念される中，早朝の６時半か

ら解散の15時までほとんど降られずに全９地

点の見学を完了することができた．今回の巡

検では，Stop１，２，４，５，８で近年あき

らかとなった上高地の地形発達史に関係した

地形･地質・河川･湖沼を，Stop ３，６，７，

９で槍・穂高連峰を形作る1.7～1.4 Maの第

四紀カルデラ火山-深成コンプレックス関連

の地形と露頭を見学した．

上高地の地形発達史は，2008～2009年にお

こなった大正池湖畔での深度300mの学術

ボーリングによりはじめて確認された様々な

証拠に基づいて解説を行った．12.4 kaに形

成された巨大なせき止め湖が5000年以上かけ

て埋積されて現在の上高地の緩やかな谷底を

形成したこと，引き続いて発生した小規模な

せき止めや山体崩壊堆積物がよく残存されて

1班
上高地の地形地質発達史
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午後は，廃校を利用した戸隠地質化石博物

館を見学．この博物館は展示の場と収蔵・研

究部門をつなぐ中間の場「ミドルヤード」を

つくり，資料のもつ魅力を多くの来館者に伝

えよう，という発想で整備された．長野周辺

の地質標本の展示だけでなく，廃棄された学

校資料や生物標本なども含めて展示し，地質

を主体に地域の自然史に興味を持ってもらえ

るような流れとなっている．そのユニークな

展示を，解説を交えながら約１時間30分見学

した．戸隠周辺から産出する化石を出発点に，

午前中に見学した地質を振りかえりながら，

長野の地質構造発達史を再確認した．それに

加え，過去の現象から，現在の自然を見つめ，

未来を考える学問としての地質学の重要性を

学ぶことができた．

地質学会会員だけでなく一般の参加者もあ

り，地学教育の観点も意識しての巡検は案内

書の作成も含めて，なかなか難しいものだっ

たとの反省がある．しかし，当日は楽しい雰

囲気の中で，長野の大地を楽しんでいただけ

たものと思う． （田辺智隆）

［参加者の感想］

一般の参加者からは概ね好評な感想をいた

だいたので，一部を紹介する．

「和やかで，楽しい１日だった．アイデア豊

かで，多岐にわたる説明は大変参考になった」

「ボリュームのある巡検で学ぶ事も多く，楽

しいひと時だった．分かりやすい解説で関心

も深まった」「野外観察とともに博物館の独

特の魅力に触れられ，とても楽しい巡検だっ

た．また行きたい！と思う博物館が１つ増え

た」「小学校校舎を再利用した博物館もユ

ニークなだけではなく，展示内容，見せ方な

ど工夫を凝らした質の高いものであると拝察

した．小，中学校等で廃棄された古い教材等

も恐らく教育史としても価値の高いものと思

われた」「巡検で学んだ事，写真などを授業

に活用したい」「地質の変化など知らないも

のが多く，とても勉強になった．今回をきっ

かけとして自分も研鑽を積んでいきたい」

「この館はお気に入りミュージアムのひとつ

１班：上高地河童橋上流にて ２班：戸隠地質化石博物館正面玄関にて

山体崩壊堆積物の流れ山小丘群の中を巡って

進む．地質探偵ハラヤマ曰く「田代橋周辺の

流れ山群は滝谷花崗閃緑岩と割谷山火山起源

の岩塊，河童橋周辺の流れ山群は滝谷花崗閃

緑岩のみからなり，これらの吊り橋の基礎は

流れ山が利用されているよ」．う～ん，そう

だったのか．学生時代に上高地で吊り橋を渡

るときに考えもしなかったことだ．田代橋か

ら河童橋への途中では，梓川右岸の花崗岩露

頭にウェストンのレリーフが埋め込まれてい

る．ここでも地質探偵ハラヤマ「明治時代に

日本に来て，日本の山岳を世界に紹介した

ウェストン卿の功績をたたえる碑であること

はみんな知っているが，レリーフの露頭であ

る滝谷花崗閃緑岩は1.4 Maという地表露出最

若年記録を持つ深成岩なのだよ．地質学的に

は非常に重要な意味をもつものでもある．」

河童橋～明神～河童橋ルートでは，カルデ

ラ埋積火山岩であるデイサイト質溶結凝灰

岩,古第三紀奥又白花崗岩，カルデラ壁崩落

角礫岩である美濃帯の砂岩泥岩（ジグソーパ

ズル状の破砕構造も見つかった）を観察しな

がら，かつての槍-穂高火山のカルデラの中

～カルデラ壁～カルデラ床を移動していっ

た．地質探偵ハラヤマが「諸君の眼前に広が

る明神岳東壁から東陵にかけての絶景はただ

美しいだけではない．ひょうたん池のコルが，

槍・穂高火山のカルデラ壁東縁の場所であ

り，カルデラ壁に沿った地質の違いにより侵

食が進行した部分，そのトレースによって，

我々はカルデラ壁周辺の断面を見ているの

だ」と説明すると，参加者たちは「おお！す

ばらしい！」と感動してその場から立ち去り

がたくなる．が，地質探偵ハラヤマは疾風の

ごとく次の露頭へと進んでいく．この日の巡

検は6時半から14時まで，見学しては歩く

12kmのコースで，地質探偵ハラヤマの導き

により，隆起侵食されて地表に現れた第四紀

カルデラ火山の現場を探索するとともに，上

高地の成り立ちについて参加者一同は知見を

相当深めることができた．（巡検感想文は執

筆者の心象風景により一部？・・かなり脚色

されています）．

（大友幸子）

９月13日（日）実施

案内者：田辺智隆

参加者：尾崎充雄・細谷正夫・高山信紀・千

代田厚史・矢島道子・吉岡由布子・安曽潤

子・加藤　進・三輪美智子・榊原貴志・大島

光春・田口公則・竹中　諒・近藤康生・檜山

知代

アウトリーチ枠（岡田浩二・藤森隼一・菊地

みどり・鎌田　望・鎌田　実　５名）（計20

名）

［案内者の報告］

２班は，市民や教員向けのアウトリーチ・

地学教育の巡検も兼ねて，大会３日目の９月

13日（日）に行った．大会会場のある長野市

街地から戸隠地質化石博物館へと至る途中

で，北部フォッサマグナ地域の海に堆積した

新第三系～第四系を見学した．そして，北部

フォッサマグナ地域の古環境変遷史や長野盆

地の形成史を学ぶことを目的とした．県外か

らの教員・地質コンサルタント・博物館関係

者の会員と長野市内の教員や中学生など計20

名が参加した．

巡検では，まず長野県庁近くの公園で1847

年の善光寺地震で生じた断層崖を見学し，長

野盆地が活断層によってつくられた内陸盆地

であることを確認．その後，裾花川をさかの

ぼり，百瀬で上部中新統の裾花凝灰岩部層と

そこで発生した地すべりを見学した．さらに，

その西側の直売所で裾花川の侵食による地

形，貫入岩体の柱状節理，裾花ダムがつくら

れた大露頭などを遠望し，地質的な違いが現

在の風景をつくり，人の生活の基盤になって

いることなどを学んだ．また，下部鮮新統の

荒倉山火砕岩部層からなる渓谷や川の侵食が

つくる洞窟（ノッチ）を見学．さらに，バス

を降りて裾花川沿いの林道を１時間ほど歩

き，上部鮮新－下部更新統の猿丸層の岩相や

化石の産状，鍵層となる凝灰岩層などを観察

した．

2班　海だった長野の生い立ち
を学ぶ
（地学教育・アウトリーチ）



となった．博物館業界では対話と連携といわ

れるが，案内者の対話力に感銘を受けた」

「初めての戸隠で，熱意のこもった説明が有

意義な巡検だった．笹の虫食い，桑の葉，麻

の校旗なども印象的で，博物館に保存されて

いる資料は未来の宝物となると思う」「伝え

ることと自らの考えを主張することの双方を

バランスよく織り交ぜて構築していくガイド

の仕方に感銘を受けた．自分が住んでいる場

所がどういうところなのかを理科や社会科の

両面から識り，災害時に自分で判断していく

力を養っていかなければならない時期に来て

いると感じる」との感想をいただいた．

最後に，長野市内から参加した中学３年生

の感想を紹介する．「僕は，この巡検で一度

行ってみたかった戸隠下楡木の露頭を見るこ

とでき，地元の地質への理解が深まりました．

その上，地学に熱心な方々とお会いでき，自

分もこの方たちのように地学を学んでいきた

いと思い，より一層興味が増しました．地学

を学ぶことは，自然と人間との関わりを考え

る上でとても大切だと思いました．明治時代

の信州の地質学者・教育者で，奇人でもあっ

た五無斎保科百助のような先人の足跡をたど

りながら，これからも地学について多くの事

を学んでいきたいと思います．」

※本誌p.36「地学教育のページ」もご参照下

さい．

９月14日（月）実施

案内者：関　めぐみ・保柳康一

参加者：徳橋秀一・工藤　崇・谷川　亘・橋

本朋子・中嶋　健・菅森義晃・山崎　誠・野

田篤・風呂田郷史・北沢俊幸・有元　純・青

柳治叡・細井　淳・松岡　篤・吉河秀郎・小

松原純子・高橋恭平・伊庭靖弘・潮崎翔一・

山下大輔・島津　崇・新井和乃・榮藤　泰・

伊藤　慎・Andrew Lin・補助：山田　桂・

松田和久・竹内時実・上村真優子（計29名）

［案内者の報告］

３班は，北部フォッサマグナ地域に分布す

る新第三系中新統小川層の堆積物をシーケン

ス層序学的な視点から観察した．

3班
地層形成と海水準変動

まず上水内郡小川村の小川川沿い（Stop１）

に露頭を観察した．一部の露頭が昨年11月の

長野県白馬村を震源とする地震の影響で崩落

しており，学会直前まで道路が通行止めと

なっていたが，巡検当日には無事に通行でき

るようになっており，新鮮な露頭を観察する

ことができた．小川川沿いでは主に砂岩層か

らなる露頭が断続的に分布し，上流から下流

に向かって，陸棚斜面堆積物からファンデル

タフロントの堆積物を観察した．陸棚斜面堆

積物と考えられる砂岩礫岩互層や上に凸状の

形状を持つ砂岩層を観察した．泥岩層を挟み，

上位の砂岩層では多くの生痕化石やHCSなど

の堆積構造が観察できた．リップルマークも

きれいに保存されており，３次元的な堆積構

造が観察できるため，参加者は露頭の間近に

迫り，その構造をじっくりと観察していた

（写真１）．砂岩層の上位では再び泥岩層が卓

越し，この岩相の境界がシーケンス境界であ

ることを説明した．一連の露頭を観察した参

加者からは，堆積環境や陸棚斜面埋積のメカ

ニズムについての質問があり，議論を行った．

Stop２では土尻川沿いのシーケンス境界の

延長にあたる露頭を観察した．ここでは露頭

に近づくことが難しいため，橋の上からHCS

のある砂岩層と泥岩層を遠望した．Stop２の

観察後に，昼食と大町市美麻の道の駅での小

休止を挟み，Stop３の金熊川に向かった．

Stop３はStop１，Stop２よりも陸側にあ

たり，デルタフロントからデルタ平野の環境

を示す堆積物を観察した．下部外浜環境を示

すHCS砂岩層の上位に網状河川環境を示すト

ラフ型斜交層理砂岩層が発達する露頭を観察

した．また金熊川の下流に移動し，より上位

の地層を観察した．ここでは植物の根化石を

含む中粒砂岩とそれを削り込む含礫砂岩を観

察した．金熊川沿いでは明瞭な岩相境界が数

カ所で確認でき，どこをシーケンス境界とす

るのかが議論された．観察の後，サポートを

してくれた学生なども含めて，大露頭を背景

に全員で記念撮影をおこなった（集合写真）

Stop４は時間の都合により観察することが

できなかった．ちょっとしたハプニングは

あったが，天候にも恵まれ，無事に巡検を終

えることができた．参加者の方々との議論の

中で多くの課題もでてきたが，今後の研究の

大きな励みになる巡検となった．最後に，本

巡検に参加していただいた皆様，そして巡検

を実施するにあたり協力していただいた皆様

に厚く御礼申し上げます．

（関　めぐみ）

［参加者の感想］

３班は，中新統の斜面堆積物と陸側のデル

タ堆積物を，シーケンス層序学的なアプロー

チから観察するということをテーマとした巡

検であった．長野県上水内郡小川村から大町

市にかけて分布し，砂岩主体の層準と泥岩主

体の層準が繰り返す小川層を観察した. 小川

層の砂岩卓越部は下位からａ砂岩タング・ｂ

砂岩タング・ｃ砂岩タング・ｄ砂岩タングと

区別され，それぞれに見られる堆積構造の特

徴などから次第に浅海化する様子を観察する

ことができる．最初の見学地点Stop１（小川

村）では, 小川層に含まれる４つの砂岩タン

グのうちb砂岩タング，ｃ砂岩タングを観察

した．ｂ砂岩タングは塊状の砂岩層やスラン

プ構造の見られる泥岩層を含み，より上位の

ｃ砂岩タングにはHCS，リップルや生痕の見

られる砂岩層が現れる．これは上方に向かっ

て陸棚斜面から陸棚上の外浜環境へ浅化する

ことを示し，これらの堆積物が陸棚斜面を埋

積していったと解釈されるという解説があっ

た．２番目の見学地点Stop２（西木戸橋）

では，橋の上から，ｃ砂岩タングの上位にあ

るシーケンス境界を望遠し，昼食の時間と

なった. 最後の観察地点Stop３（大町市美麻）

では金熊川に降り，ｃ砂岩タングとより上位

のｄ砂岩タングの露頭を観察した．Stop３-

１のｃ砂岩タングの露頭では，ｃ砂岩タング

のHCS砂岩層を削り込んでｄ砂岩タングの網

状河川環境の特徴を示す砂岩が堆積している

のを観察した．更に上方にはｄ砂岩タングの

礫岩砂岩互層があり，ここではこの侵食面を

シーケンス境界として，低海水準期堆積体

（LST）と海進期堆積体（HST）とを川沿い

を歩きながら観察することができる．やや川

の水位は高かったが，サポートの信州大の学

生の皆様は川に入って露頭を観察しやすい経

路を見つけ，川を渡る手助けをしてくださっ

た．Stop３-２ではStop３-１より層序的に上

位にあたるd砂岩タングの根化石を含む砂岩

層を観察した．

私は学会での巡検は初めての参加だったの

で，案内者を含めた参加者間で，巡検中に露

頭の解釈などについての議論が起こるのを見

て驚き大変刺激を受けた．また，１日という

短い時間ではあったが，充実した解説を聞く

ことができ，大変勉強になった．近日の悪天

候により崩落が起こっていた箇所があった

が, 安全に案内・解説をしてくださった関め

ぐみ様・保柳康一様をはじめ，関係者の皆様

に心からお礼を申し上げます．

（早稲田大学大学院創造理工学研究科地球・

環境資源理工学専攻修士１年　橋本朋子）

９月14日（月）実施

案内者：竹下欣宏・西来邦章・富樫　均

参加者：天野一男・五ノ井和之・五ノ井祐二

小林哲夫・佐藤大介・関　有沙・高橋直樹

辻野　匠・寺田昂世・中村庄八・中山俊雄

業田顕行・八木正彦・山田彩織・山田眞嵩

ほか巡検補助者１名（計16名）

［案内者報告］

途中の道路が細くバスが使えないため，

ジャンボタクシー２台と小型タクシー１台に

分乗して午前７時半に長野駅東口を出発した．

4班
成層火山体の内部

３班：写真１
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８時過ぎに最初の観察地点である須坂市百々

川緑地公園に到着した．ここでは四阿火山の

北西側に広がる長野盆地周辺の地形を遠望

し，完成したばかりの長野県５万分の１地質

図の成果も踏まえて四阿火山の基盤や盆地周

辺の大地の成り立ちを解説した．米子の滝に

向かう途中で車を停め，立ち込める雲に阻ま

れながらも米子川が刻んだ深い渓谷と，対岸

の尾根上に取り残された約46万年前の米子奇

妙溶岩を遠望し，この川の旺盛な侵食力を確

認した．

９時半過ぎ，米子の滝駐車場で身支度をす

ませ登山道に向かうと，山から白鉢巻の行者

一行が下ってきた．偶然にもこの日は米子不

動奥之院の不動尊像が里に下る“お山下り”

であり，本巡検の目的である「成層火山体の

開析地形と人々の利用」の一端を肌で感じて

もらうことができた．その後，米子の滝（不

動滝と権現滝）と四阿火山の山頂部に開いた

直径３kmほどの凹地である“四阿カルデラ”

を目指した．不動滝では厚さ100mに達する

米子溶岩の断面を観察するとともに滝行を拝

見する機会に恵まれた．その後，権現滝を横

目に，米子硫黄鉱山跡に移動し，不動滝と権

現滝を背にして記念撮影をした．滝と岩壁は

雲に覆われていたが，参加者からは晴れた日

にはない幽玄な雰囲気を楽しむこととができ

たとの感想をいただいた．

昼食後，険しい登山道を進み，権現滝の上

流に見られる熱水変質帯と坑道跡から流れ出

る強酸性水を観察した．その後，雄大な“四

阿カルデラ”を遠望しながら，その成因を議

論する予定であったのだが，ここでも雲に阻

まれ，写真を見ながらの議論になってしまっ

たことは案内者としても残念であった．米子

硫黄鉱山跡で硫黄結晶を採取した後，最終地

点である鉱山事務所跡から，米子川の最上流

部に広がる開析地形を遠望し，巧みに自然の

地形を利用した先人たちに思いを馳せ，帰路

についた．

天候に恵まれたとは言い難いが，現地を歩

くことによって，成層火山体の開析地形の険

しさと，そこで生きた人々の様子の一端を紹

介できたのではないかと思っている．なお，

今回の巡検コースは国立公園内にあるため，

北信森林管理署から試料採取の許可をいただ

きました．ここに記して感謝いたします．

（竹下欣宏）

［参加者の感想］

難読語の代表格である四阿火山の四阿
あずまや

と

は，東国風のひなびた家のことを意味するら

しい．日本百名山の一つにも数えられている

この四阿火山は，名前は地味だが勇壮で神々

しさを放っていた．昔から信仰の山，または

パワースポットで知られ，近代では硫黄鉱山

で賑わうなど歴史的風致に溢れる場所でも

あった．

巡検当日は，初秋の清々しい朝を迎えた．

第４班は長野駅東口ターミナルから一路須坂

方面に向かった．藤村ゆかりの千曲川を渡る

と，後方には飯縄山，そして正面山際には幾

つもの扇状地を概観できた．扇状地はいずれ

も傾斜がきつく，北部フォッサに於いて四阿

火山を含む本地塊の相対的隆起がいかに激し

かったかを物語っていた．

須坂市の位置する扇状地を米子川上流に向

かって高度を上げる．途中，四阿火山の最上

部を構成する米子奇妙溶岩を遠望するが，溶

岩上部は霧に包まれていた．米子の駐車場で

車を降り，そこからは登山道を四阿カルデラ

（凹地）目指し登っていった．時折霧が晴れ

青空も覗く中，暫く行くと火山体内部に入る．

米子不動尊奥之院の脇を通り，本地仏である

不動滝や権現滝といった米子瀑布，そして成

層火山体の開析地形とそれらを構成する火山

岩，火山砕屑岩類を観察した．これらの滝を

構成する溶岩は，厚さ100mに達して，その

断崖絶壁は約１kmも続く．滝頂部は霧中で

あったが，それがかえって幽玄な感じを醸し

出していた．滝にて禊ぎをする修験者もいた．

昼食後は滝上部を目指し大黒沢沿いに登山を

再開した．途中，硫黄鉱山跡の残る熱水変質

帯を観察した．酸性熱水変質によって脆く

なった岩石を中心に開析が進んだため，ここ

では滝を形成する溶岩もその痕跡を見せるに

過ぎない．火山の開析作用の凄さをあらため

て感じるとともに，そこで鉱山を切り開き自

然を利用する強かな人間の営みを感じた．

今回の巡検では，凹地の成因や四阿火山と

周辺の火山との関係など議論があり，興味深

かったのに留まらず，人間の経済活動や宗教

と地質が密接な関係にあるということを理解

させられた点で非常に新鮮であった．また，

巡検日は丁度，米子不動尊奥之院閉山祭にあ

たり，御神体の“お山降り”の儀式に遭遇す

ることができ，このことも感慨深かった．

３人の案内者の説明は丁寧かつ明解で，須

坂地域の地形・地質の成り立ちや四阿山の形

成史などが理解できて，とても有意義な巡検

だった．古い火山の内部構造の研究は，地形

が急峻なことも相まって困難を極めることが

多いが，これらの溶岩，火砕流堆積物（二次

堆積物を含む）の形態，分布，規模，サクセ

ションなどを詳細に調べることは，火山の防

災に少なからず役立つものと感じた．最後に，

今回は茨城県や東北各県にも甚大な被害を及

ぼした台風18号通過後の巡検であり，滝の増

水や登山道の崩壊など懸念されていた．しか

し，案内者の竹下さんらが直前に下見して安

全確認を行っていただいたことによって，合

計16名皆安心して巡検が行えたことは非常に

良かった．案内者の御３名には深く感謝の意

を表したい．

（八木正彦）

４班：米子硫黄鉱山跡にて３班：Stop３での集合写真
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４班：不動滝と米子溶岩の断面を観察する参

加者．滝行が行われていた．



がっていると分かる公民館の建つ丘．飯山市

役所近くに見られるほんの数mの段差が，丁

寧に南北を調査した結果，断層運動に起因す

るものであったというStop５．その他の

Stop含め，どれも目の前にある地形を，地図

などを用いて「広い視点」と合わせることで

何が起因して地形を形成しているかを考える

ことができるコースであった．

私は中ではStop６の千曲川と先行谷は巡検

の中でも特に印象強い場所になっている．千

曲川の流れる向きと，地形図で記されている

地形とを比べると強い違和感があったから

だ．地形図と見比べると，目の前の川は上流

側では比較的砂州が多いにも関わらず，下流

になると急に川幅は狭まり，両岸も高まって

いる．通常，河川というものは狭い所から広

がっていくものではないだろうか．案内者の

方々に違和感の相談をしてみると，先行谷と

して無理に川が通っているのが現れているの

だろうという話であった．何か，違和感が

あったとしたらそれには理由が付随するとい

うことを明確に実感できた瞬間であった．

今回の巡検はコースもさることながら，案

内書にも工夫が凝らされていた．案内書内の

図には空中立体写真も掲載されていたのであ

る．案内者の方々は参加者の分の赤青メガネ

も用意してくださっており，説明の際に随時

活用させて頂いた．目の前にある地形を二次

元的な地図のみでなく，立体的に高低差を知

覚できる立体空中写真を用いることで現地で

の理解は大変深まった．

目の前にある風景をそのまま受け止めるの

群列ボーリング

調査から明らか

になった長野盆

地西縁断層帯の

断層活動や活動

間隔などを紹介

した．

STOP５の飯

山市役所付近で

は，低位段丘面

上の低崖を横切

る 試 錐 調 査 で

は，基盤や礫層

に東側が高い落

差が見られるこ

と，市街地を通

過するこの低崖

が善光寺地震時に活動し変位を生じた低断層

崖の可能性があることを紹介した．STOP６

では，千曲川が先行河川として段丘面の間を

流れる大倉崎付近を見学した．飯山盆地の北

部で長野盆地西縁断層帯の上昇側を流れる千

曲川が，傾動する段丘に先行谷を形成する．

段丘の傾動や先行河川を見学し，最後に記念

撮影を行った．

本巡検では長野盆地西縁断層帯の変動地形

の観察を通して，断層帯の性状を知るととも

に，変動地形への理解が進むことをねらいの

一つとした．説明が不十分な点もあったが，

参加者が少しでも変動地形に興味を持ってい

ただけたなら幸いである．

（廣内大助）

［参加者の感想］

私は今回の巡検は自分の扱っているテーマ

に断層が関わっていそうだから，という非常

に単純な理由で参加を希望した．普段は，ど

ちらかというと鉱物や岩そのものを見ている

だけに，本巡検ではこれまで気づくことのな

かった「地形の特徴」というものを強く意識

できるものであった．

巡検は概ね，長野市内から北にある飯山市

へ，長野盆地を無数に走る断層とそれに関係

する地形の数々を巡るものだった．一見する

と単なる褶曲構造であるが，その傾斜は活断

層に近くなると傾斜が増すという豊野層褶曲

構造のStop２．Spot４近くにある，単なる

丘と思いきや，地図などと比較すると低地の

中でその場所だけ断層運動のせいで持ち上

９月14日（月）実施

案内者：杉戸信彦・廣内大助・塩野敏昭

参加者：太田勝一・加藤真彰・高橋雅紀・小

嶋　智・朝比奈利廣・坂本正夫・永田秀尚・

山本高司・小林治朗・清水岩夫・大坪　誠・

有留千博・貞包健良・細矢卓志・西岡芳晴・

古山精史朗・本郷高志・杉山　圭・小林　航

（計19名）

［案内者の報告］

９月14日午前８時に，長野駅東口に集合し

た．複数の巡検班が同時刻に集合しやや混雑

したが，ほぼ予定どおり出発する．バスは早

速，長野盆地西縁断層帯を横切る形で善光寺

付近の撓曲崖をのぼり，湯福川扇状地の撓曲

変形帯を通過しながらこれを紹介した．また

地表地震断層が出現した1847年の善光寺地震

について，市内に地変の記録があることなど

を紹介した．

STOP１の城山丘陵は断層の上昇側に形成

された地塊であり，堀切沢はこれを横切る先

行谷である．先行谷上に架かる橋から，堀切

沢と，上流側が低く下流側が高い地形を観察

した．その後，1985年に発生し大被害を出し

た地附山地すべりについて，防災メモリアル

地附山公園と地附山観測センターを見学し

た．地すべり対策工の模型では，地すべりと

集水井の分布を下から見たのは初めてとの声

も聞かれた．STOP２では長野市指定天然記

念物となっている観音山麓豊野層褶曲構造露

頭を観察した．高角度に傾斜する豊野層を上

位の南郷層が不整合に覆う露頭を見学し，参

加者は各々露頭にはりついて熱心に観察し

た．その後STOP３に向かう途中，善光寺平

北部の高丘丘陵を見学した．高丘丘陵は長野

盆地西縁断層帯の上昇側に形成された地塊で

あるが，その隆起側に千曲川が先行河川とし

て流れており，千曲川は高丘丘陵に入る立ケ

花付近において断層帯を横切る．その上昇側

に発達する複数の河成段丘を遠望した．そし

てビアンテ信州中野店で昼食をとった．今回

は事前にオーダーした山菜ないしは栗おこわ

定食をいただき，信州の味覚に舌鼓を打った．

中野市草間のSTOP４では，段丘礫層の露

頭観察と丘陵下の低地で，丘陵に並走する細

長い変動地形の観察を行い，過去に実施した

5班
長野盆地の変動地形

５班：STOP６における集合写真（廣内大助撮影）
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５班：

（右）近くで見られた断

層運動により標高が高

まった所に建つ公民館．

（左）Stop６で見られた

先行谷を形成する千曲川

を，断層により隆起した

丘から見る



参加者：佐藤隆春・佐藤博明・柏木健司・方

違重治・川嵜智佑・川嵜恵子・伊藤久敏・山

根百花・安江健一・石橋　隆・佐々木惇・河

本和朗・阿部健一郎・坂田龍玄・金丸龍夫・

森下　玲・鈴木和恵・小椋伸幸・川崎泰照・

ウォリス サイモン・香川　淳

［案内者の報告］

北アルプスの稜線2,600mでの巡検をおこ

なったのは，地質学会巡検としては初めてで

はないだろうか．14日は雲の多い天候であっ

たが，15日は快晴となり剱・立山連峰，鹿島

槍ヶ岳の雄姿を展望しながらの最高の巡検日

和となった．

この巡検の主な見学対象は第四紀黒部川花

崗岩と，それとコンプレックスをなす爺ヶ

岳－白沢天狗複合カルデラの火山岩類であ

る．カルデラ火山岩類は，爺ヶ岳稜線でほぼ

直立した走向傾斜を示す砕屑岩層を挟んでお

り，花崗岩―カルデラ火山岩コンプレックス

全体が1.6 Ma以降に90°近い回転を伴う隆起

傾動運動をおこしたことを示している．現地

ではこうした花崗岩―火山岩類の産状を観察

議論するとともに，黒部川花崗岩の年代論に

ついて討論中である案内者原山と伊藤久敏さ

んとの間で，山上公開討論会をおこなった．

討論の対象となったのは，原山が踏査デー

タに基づいて区分した黒部川花崗岩体の試料

で，伊藤氏がジルコンのU-Pb年代を測定す

ると2.2－0.8 Maの年代幅のあるデータを示

す点である．伊藤氏は岩体西縁の0.8 Maの年

代は，最新注入マグマの固結した年代（ジル

コンの晶出年代）を示していると主張してい

る．いっぽう原山は新たなマグマ貫入を示す

境界が岩体西縁になく，西縁部から分離上昇

したマグマが2.2 Maを示す岩体東縁（定置時

の最上部）に濃集していく産状があると反論

する．岩体西縁が若い年代を示すのは，この

地域が90°回転隆起したために，地下10km

でマグマ温度にあった岩体西縁（深部）が冷

却する際にジルコンが晶出し，0.8 Maの

U-Pb年代が記録されたとの解釈である．討

論の結果，現状では黒部川花崗岩体の西縁と

グマの脱水作用によってでき，球顆に鉱物が

できることによってガラス部分の化学組成に

変化が起きるが，全岩の組成はほとんど変わ

らないことなどもご説明いただいた．次に

Stop４長和町立黒耀石体験ミュージアムに移

動し，大竹幸恵学芸員に，周辺の星糞峠の黒

曜石採掘跡の遺構剥ぎ取り標本や黒曜石製の

石器の作成方法や流通の様子などを，展示を

中心にご説明いただいた．旧石器時代には河

床で黒曜岩の礫を拾っていたが，縄文時代に

は多数の竪穴を掘ってこの地域に分布する火

砕流堆積物に含まれる黒曜岩を採取していた

そうである．石器の素材や作成方法，分布を

調べることで当時の人々の行動が推測される

ことなどが興味深かった．信州産の黒曜岩を

用いた石器が日本各地に分布していることか

ら，昔の人類の行動力には驚かされるが，さ

すがの彼らも最終氷期最寒冷期には標高の高

いこの地域に石器の材料を取りにこなかった

とのことである．昼食後，Stop３三ノ又沢の

かつてパーライトの材料となる黒曜岩が採掘

されていた大きな露頭で，火砕流堆積物中に

岩片として含まれる黒曜岩を観察した．軽石

や流紋岩片と一緒に堆積物に含まれる黒曜岩

は，球顆は非常に少ないがこまかくひび割れ

ていた．星糞峠のものと給源は同じであるが，

異なるユニットの火砕流堆積物だそうであ

る．この場所の火砕流堆積物の上位には球顆

流紋岩，下位には真珠岩の岩塊を多く含むブ

ロックアンドアッシュフロー堆積物が観察さ

れた．この巡検を通して，黒雲母流紋岩の組

成をもつ火山岩類にはさまざまな岩相や産状

があること，特に流紋岩から黒曜岩への岩相

の変化を，実感を以て学ぶことができた．案

内をしていただいた牧野州明先生，中村由克

さん，高橋康さんには，この場を借りて御礼

申し上げる．

（石井陽子）

９月14日（月）～15日（火）実施

案内者：原山　智　案内補助：丑舘沙綾

7班
飛騨山脈の傾動隆起

ではなく，何か理由があるのではないかと考

えると様々な要因が見えてくる，そんな地学

の根幹を感じられる巡検であった．終始丁寧

な説明を心がけてくださった案内者の方々に

はここで厚く御礼申し上げたい．

（鹿児島大学大学院理工学研究科　貞包健良）

９月14日（月）実施

案内者：牧野州明・高橋　康・中村由克

参加者：福本徹之・石井陽子・高橋尚靖・太

田　亨・宇野康司・山口佳昭・石橋弘明・古

川邦之・津留ありさ・藤本幸雄・永山和久・

大澤雅仁・田尻理恵・鈴木寿志・足立達朗・

森里文哉・和田穣隆・紺谷吉弘（計18名）

【案内者の報告】

今回の和田峠巡検は，地質，岩石，鉱物及

び考古の視点から，黒曜岩と球顆流紋岩との

関係に注目した．予定されていた東餅屋火道

は，今夏に採掘坑道跡に大きな陥没が発生し

中止せざるを得なかった．溶岩・火砕流露頭

では，黒曜岩-流紋岩岩相変化を観察し，参

加者から溶岩の下部の火砕堆積物に豆石が含

まれることを指摘され案内者には有益であっ

た．三の俣火砕流露頭では，堆積構造，発泡

軽石と高品質黒曜岩片の産状と成分などにつ

いて質問され議論された．番外に，外国産の

黒曜石が産廃として散見できその重厚さを実

感した．黒耀石体験ミュージアムでは，学芸

員の大竹さんから，はぎ取り標本をはじめ

様々な石器展示を紹介し，石器から読み取れ

る文化交流圏から価値観，行動心理まで丁寧

に説明をしていただいた．和田峠の黒曜岩は，

いろいろ異なった視点から着目されているこ

とから，本巡検には様々な分野の方々が参加

していただいた．

（牧野州明）

【参加者の感想】

和田峠は松本盆地の東側にそびえる山々に

あり，黒曜石やガーネットが採集できるので，

信州大学在学中には何度か訪れた．この巡検

ではさまざまな産状の黒曜岩を観察できると

ともに，近年進展した黒曜岩の組織や成分の

研究についてご紹介いただけるとのことなの

で，参加を決めた．Stop１和田峠の東餅屋は

火道に産出する黒曜岩が見られる場所であっ

たが，坑道跡が陥没して危険とのことで，残

念ながら見学は取りやめとなった．当日はま

ずStop２男女倉で，溶岩として産出する黒曜

岩の観察を行った．林道沿いに見られる流紋

岩溶岩が球顆を多く含むように変化し，その

中に黒曜岩のバンドが含まれる様子が観察さ

れた．溶岩の下位に，黒曜岩の岩片を含む火

砕流堆積物も見ることができた．黒曜岩の観

察は反射光と透過光の両方で行う必要がある

こと，微細な磁鉄鉱の結晶によって黒く見え

ることを教えていただいた．また，球顆はマ

6班
黒曜石と石器
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６班：三の俣火砕流堆積物（石井陽子さん提供）
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［案内者の報告］

３月の北陸新幹線の開業にあわせ，新しく

なった糸魚川駅南口に９時に集合した．

最初に巡検地一帯の地質を把握するため，

３月にリニューアルオープンしたフォッサマ

グナミュージアムを見学した．ひすい輝石

コーナーや糸魚川の地質コーナーなどが，こ

れまで以上にわかりやすく展示されており，

巡検の予習としては十分だった．Stop２は秋

吉帯相当の明星山石灰岩の大岸壁と地すべり

によって形成された高浪の池が一望できる展

望台より見学した．高浪の池にまつわる巨大

魚の伝説についても紹介された．Stop３は小

滝ひすい峡でひすい輝石岩の巨岩転石を観察

した．ロッククライミングのフィールドであ

る明星山石灰岩の大岸壁を間近に見上げなが

ら昼食をとり，ロッククライマーたちの気持

ちについて議論がでた．午後はいよいよ小滝

川林道沿いの見学である．砂防工事等で大型

ダンプカーが通る林道とはいえ，バスは道幅

いっぱいに進み，また車窓からは高度感のあ

る谷や山が目に入ってくる．案内者らにとっ

ては慣れたことであるが，参加者たちにとっ

てはまた別の意味でスリリングなアトラク

ションとなった．Stop５で下部ジュラ系来馬

層群と接する蛇紋岩および蓮華変成岩類の観

察を行った．ここでは蛇紋岩やエクロジャイ

ト相の結晶片岩の産状とその形成過程につい

て議論が交わされた．Stop６では来馬層群最

下部の凝灰質砂岩の産状を観察し，ジルコン

U-Pb年代による堆積年代の新しい解釈とそ

東縁に限定された年代値しかないので，岩体

を東西に横断するルートで採取した試料でジ

ルコンのU-Pb年代を測るべきではないかと

いう点で意見は一致した．横断ルートの試料

で年代ギャップ+貫入境界があれば新たなマ

グマ注入説（伊藤説）を支持することに，連

続的な年代値変化があれば回転隆起による年

代ゾーニング説（原山説）に有利な証拠とな

る．稜線にある種池山荘近くの黒部川花崗岩

―爺ヶ岳火山岩境界でおこなわれた，現地討

論は参加者にとっても新鮮で合ったと思う．

15日のお昼までに登山口に戻った一行は，

爺ヶ岳カルデラから供給されたアウトフロー

堆積物を大峰山地（北安曇郡池田町）で観察

したあと，長野駅に移動して解散となった．

登山口から1200m以上の標高差を登っての登

山巡検，参加者の皆様本当にお疲れ様でした．

またNHKエンタープライズの取材陣は，

NHKスペシャルの準備のために同行された

とのことで，楽しい交流ができました．種池

山荘の宿泊にあたっては，オーナーの柏原氏

に様々な便宜をはかって頂きました．以上の

方々に御礼申し上げます． （原山　智）

［参加者の感想］

2015年９月14日から15日にかけて地質学会

による爺ヶ岳巡検が行われました．様々な研

究分野の方々が参加され，総勢23名による賑

やかな巡検となりました．日本アルプスの大

自然を堪能しながら素晴らしい露頭の数々を

観察でき，大変有意義な時間を過ごすことが

できました．

北アルプス北部，鹿島槍ヶ岳から爺ヶ岳は

雄大な大自然が残る登山客に人気の地域です

が，地質学的に見ても興味深い地域です．こ

の地域一帯には，第四紀更新世前期のカルデ

ラ火山-深成コンプレックスの断面が広く露

出しています．この一帯ではカルデラ火山の

活動と花崗岩マグマの上昇定置の直後にあた

る1.6 Ma～0.6 Maの間に傾動を伴う隆起が生

じており，カルデラ火山岩層が直立に近い状

態まで南北水平軸回転しています．今回の巡

検ではこうした直立状態になったカルデラ火

山-深成コンプレックスとこの地域から供給

８班：小滝ひすい峡にて．背景は明星山石灰岩．７班：爺ヶ岳中央峰にて

されたと考えられる火砕流堆積物を観察しま

した．

一日目，暗色包有岩を含んでいる黒部川花

崗岩，爺ヶ岳火山岩類の接触境界を観察しな

がら，爺ヶ岳の種池山荘に向けて山を登って

行きました．山荘到着後，夜は様々な分野の

研究者の方とお酒を交えながらお話を聞くこ

とができました．自分の研究や今後の進路に

ついて悩んでいた私にとってこの時間はとて

も有意義で参考になるものでした．

二日目，爺ヶ岳山頂を目指して朝早くから

登頂を開始しました．カルデラ湖に堆積した

湖成堆積物を観察することができました．こ

の堆積岩はほぼ垂直方向に傾斜していたこと

から，もともとあったカルデラ地形が南北水

平軸回転したことを示しています．山頂に登

頂後，参加者全員で集合写真を取りました．

下山後，爺ヶ岳カルデラからアウトフローし

た大峰火砕流堆積物を観察しました．学生と

教員の間で熱い議論が行われ非常に盛り上が

りました．

今回初めて地質学会主催の巡検に参加しま

した．最も印象的だったのは今回の巡検が年

齢や所属を問わず，議論できるような和やか

なものであったことでした．また，自分の研

究について悩んでいた私にとって，分野の違

う研究者の方から様々なアドバイスを頂けた

ことはとても刺激になりました．

最後になりましたが，今回巡検の企画をし

て下さった信州大学の原山先生に深く感謝申

し上げます．

（東京工業大学大学院修士１年：森下　玲）

９月14日（月）～15日（火）実施

案内者：竹内　誠・竹之内　耕・常盤哲也

参加者：安藤卓人・内野隆之・惠口　響・太

田明里・大友幸子・岡村知浩・加藤　潔・加

藤亮吏・栗原敏之・酒井治孝・清水　豊・

SHIN WONJI・曽田勝仁・高山信紀・細谷

正夫・堀　琢磨・山縣　毅・吉田拓海（18名）

8班
蓮華変成岩類と中生代陸成層

８班：小滝川にて，来馬層群下部の凝灰質砂

岩を観察．



の後背地について議論がなされた．時間調整

のため，一日目最後に回したStop４では，来

馬層群大所川層の河川堆積物からなる大ヒシ

を遠望した．夕食・懇親会では自己紹介の後，

地質，山，酒など様々な話題でもりあがって

いた．アルカリ性の温泉で疲れをとり，一日

目が終了した．

二日目午前は青海川沿い（Stop７）で蓮華

変成岩類の観察をした．５年前の富山大会で

も企画されながら，大雨で見学できなかった

こともあり，好天に恵まれたこの日は，案内

者も参加者も午前中いっぱい熱心に変形構造

の観察と議論をした．午後は新潟・富山県境

の白亜系を観察した（Stops８，９）．砕屑性

ジルコンのU-Pb年代や礫組成などから堆積

盆の形成について議論をした．若干時間に余

裕がなかった感があるが，参加者の協力によ

り，時間通りに糸魚川駅に着き，巡検は無事

終了した．

学部生と大学院生が６名参加してくださ

り，フレッシュな力が随所に発揮され，楽し

い巡検となった．各露頭での議論は案内者ら

にとっても貴重な経験となった．参加された

皆様に感謝申し上げます．

（竹内　誠）

二日目の午前中は，蓮華変成岩の岩相と地

質構造の観察が中心になった．高圧条件での

変成を示す含ザクロ石角閃岩ブロックや

Intrafolial褶曲など様々な変形構造の観察が

できて，巡検コースの中で特に興味深かった．

午後は下部白亜系の含ザクロ石デイサイト・

安山岩岩脈と陸成層を観察した．最後のス

トップでは，大きいザクロ石を含む岩脈の破

片が転がっていたので，それらをお土産にし

た．その後，無事に巡検が終わり，糸魚川駅

で解散となった．

学会の前日まで大雨が降ったものの，巡検

当日はいい天気であり，すべてのストップに

アクセスができて良かった．フォッサマグナ

ミュージアムの多様な映像と体験展示やジオ

サイトの案内板が，専門知識のない一般人に

も理解しやすく構成されていることは印象的

だった．巡検案内者である竹内先生，常盤先

生，竹之内博士の優しい解説と，特に，最新

のU-Pb年代などの補足資料は，この地域の

白亜系に関するの理解に役立った．巡検案内

者の方々には，このような十分な準備をして

いただき，非常にお世話になったばかりでは

なく，この巡検の感想文を書く機会まで頂戴

し，とても感謝している．

（北海道大学大学院理学院自然史科学専攻

修士１年　シン・ウォンジ）

［参加者の感想］

私は長野市で開催された日本地質学会第

122年学術大会終了後，翌日の９月14日から

15日の２日間で行われた巡検，８班「蓮華変

成岩類と中生代陸成層」に参加した．本巡検

は，新潟県糸魚川市西部および富山県北東部

朝日町地域を対象としており，主にヒスイ輝

石岩，蓮華変成岩類，下部ジュラ系来馬層群

の下部陸成層を見学した．私が日本に来てか

ら初めての巡検参加であったため，楽しみに

していた．

初日は，フォッサマグナミュージアムの見

学から始まり，高浪の池展望台から青海石灰

岩と高浪の池を遠望して，小滝ヒスイ峡でヒ

スイ輝石岩を観察した．フォッサマグナ

ミュージアムで巡検コースの全般の地質を概

観することができ，巡検に大変役立った．青

海石灰岩は，近づいて観察することはできな

かったが，その表面に水平方向のスリッケン

ラインが発達していることが興味深かった．

午後からは，ヨシオ滝周辺で蓮華変成岩類を

観察し，来馬層群の凝灰質岩と蛇行河川堆積

層を観察した． 夜はホテルで夕食を食べな

がら自己紹介をし，幅広い世代・職場の人々

と話をして楽しい時間が過ごせた．特に類似

の研究をしている他大の学生との話は自分へ

のモチベーションに繋がり，有意義であった．
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お知らせ　日本地質学会賞（脇田浩二会員）および小澤儀明賞（辻　健会員）の受賞講演内容は，次号ニュース誌12月号に

掲載予定です．
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１）代議員全国区無投票当選者：80名（定員100名）

荒戸裕之　斎藤　眞　七山　太　矢島道子　星　博幸　
道林克禎　西　弘嗣　安藤寿男　佐々木和彦　山田泰広
吉田英一　小宮　剛　田村芳彦　上砂正一　清川昌一　
竹下　徹　松田達生　天野一男　川端清司　田村嘉之　
川辺文久　澤木佑介　坂口有人　青木一勝　緒方信一　
北村晃寿　平田大二　山口耕生　内野隆之　狩野彰宏　
廣木義久　保柳康一　井龍康文　尾上哲治　杉田律子　
高柳栄子　山本高司　渡部芳夫　新井宏嘉　大谷具幸　
岡田　誠　北村有迅　鈴木寿志　高木秀雄　長濱裕幸　
中村教博　久田健一郎　松田博貴　市川八州夫　笠間友博
亀尾浩司　川畑大作　辻森　樹　中澤　努　西岡芳晴　
石闢泰男　稲場土誌典　ウォリス サイモン　小俣雅志　
澤口　隆　志村俊昭　菅森義晃　高澤栄一　竹内　誠　
内藤一樹　中井　均　楡井　久　長谷部徳子　原山　智　
福冨幹男　細井　淳　松岡　篤　三次徳二　宮崎一博　
向山　栄　武藤　潤　村山雅史　山口飛鳥　山田靖司　
渡辺真人

２）代議員（地方支部区）無投票当選者

北海道支部区：５名（定数５名）
重野聖之　大津　直　和田恵治　沢田　健　横山　光

東北支部区：５名（定数８名）
菖蒲幸男　永広昌之　根本直樹　平野直人　星出隆志

関東支部区：28名（定数41名）
本田尚正　森田澄人　河尻清和　山本伸次　河村知徳　
田村糸子　方違重治　有馬　眞　岩部良子　加藤　潔　
小松原純子　細矢卓志　荒井良祐　石川正弘　小田原　啓
亀高正男　佐脇貴幸　野々垣　進　米澤正弘　青野道夫　
荒井健一　宇都宮正志　大坪　誠　金丸龍夫　高橋直樹　
利光誠一　中村　克　藤原　靖

中部支部区：15名（定数17名）
藤田将人　大藤　茂　椚座圭太郎　佐川拓也　
ジェンキンズ ロバート　須藤　斎　豊島剛志　延原尊美
平内健一　山田　桂　山本博文　吉田孝紀　纐纈佑衣
常盤哲也　林　誠司

近畿支部区：８名（定数11名）
大串健一　小林文夫　里口保文　竹村静夫　升本眞二　
三田村宗樹　宮田隆夫　和田穣隆

四国支部区：２名（定数４名）
奈良正和　西山賢一

西日本支部区：14名（定数14名）
池田　剛　太田泰弘　奥野　充　仲谷英夫　向吉秀樹　
太田　努　亀井淳志　佐野弘好　白石史人　高島千鶴　
田中源吾　早坂康隆　八木公史　山本啓司

３）会長・副会長立候補者に対する意向調査の実施
について

法人の代表理事は法律により，理事会において選任する
ことが定められています．実際の選出は，理事として選出
されてからのことですが，学会の代表理事となる会長およ
びその補佐役の副会長を選出するにあたり，会員の皆様の
意向を伺うためにこの調査を行います．

会長意思表明者：１名
１．渡部芳夫

副会長意思表明者：２名
１．山本高司
２．松田博貴

2016年度代議員選挙について
2015年11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　金澤直人

選挙規則ならびに選挙細則に基づき，標記選挙を実施するにあたっての立候補届は，11月６日に締め切られました．その
結果，全国区・地方支部区とも立候補者数が定数を超えませんでしたので，選挙規則第６条に基づき投票は行わず，全員を
無投票当選といたします．

なお，立候補の抱負など，当選された方の詳細につきましては別途名簿をお送りいたしますので，ご覧ください．
また，代議員選挙は無投票となりましたが，会長・副会長の意向調査につきましては，予定通り実施いたします．意思表

明者のマニフェストならびに調査票は代議員当選者の名簿とともに，11月25日ころまでにお送りいたしますので，ご返信を
宜しくお願いいたします．
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地球化学研究協会は第52回霞ヶ関環境講座

を，続いて第43回三宅賞受賞者及び第２回進

歩賞の受賞記念講演を，12月５日に予定して

います．ご関心のある方はご参加下さい．

日時：2015年12月５日（土） 14:40～

場所：霞が関ビル35階東海大学校友会館（地

下鉄銀座線虎ノ門・千代田線霞ヶ関下車）

公開講座「表層型メタンハイドレートの起源

と資源化の可能性」

講師・松本　良（明治大学教授）

座長・川幡穂高（東京大学大気海洋研究所

教授）

三宅賞受賞者記念講演「地球外物質中の有機

化合物の分子および同位体組成の研究」

受賞者：奈良岡　浩博士（九州大学大学院

理学研究院教授）

進歩賞受賞者記念講演「サンゴ骨格を用いた

精密環境復元のためのプロキシの開発」

受賞者：井上麻夕理博士（岡山大学理学部

地球科学科助教）

参加費：賛助会員および学生は無料，一般

1,000円（資料代を含む），懇親会へも参加で

きます．

当日も受付けますが，参加人数把握のため

<hirose45037@mail2.accsnet.ne.jp>までお知

らせ下さると幸甚です．

地球化学研究協会ホームページ

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

Geochem/

主催：日本学術会議 地球惑星科学委員会地

球・人間圏分科会，土木工学・建築学

委員会学際連携分科会

後援：一般社団法人 日本地質学会ほか

日時：2016年１月23日（土）13:30～17:30

場所：日本学術会議講堂（東京メトロ千代田

線乃木坂駅５番出口徒歩１分）

日本学術会議公開講演会
「強靭で安全・安心な都市を
支える地質地盤の情報整備
－あなたの足元は大丈夫？－」

地球化学研究協会「公開講座」
および「三宅賞」受賞者の

受賞記念講演会

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．

参加費：無料（定員300名）

あなたは足元の地質地盤をご存じですか．

地質地盤情報は，国民の暮らしの安全・安心

と社会・経済の持続的発展を支えるための必

須の情報です．しかし，大都市の地質地盤は

未だに十分な可視化が進まず，広く国民が活

用する段階には至っていません．多様な地下

の地質地盤の情報整備が，関連する学術研究

の発展につながり，その成果が迅速に社会に

橋渡しされることを願い，本シンポジウムを

企画しました．

＜プログラム＞

司会：小嶋　智（日本学術会議連携会員；岐

阜大学工学部 教授）

13:30-13:45 開会挨拶

大西　隆（日本学術会議 会長）

13:45-14:00 趣旨説明

氷見山幸夫（日本学術会議会員；北海道

教育大学 名誉教授）

テーマ１　地質地盤情報の整備と共有化，地

下モデルの技術開発と活用事例

14:00-14:20「日本における地盤情報の整

備・共有化と活用事例」

北田奈緒子（一般財団法人 地域地盤環

境研究所 研究開発部門長）

14:20-14:40「都市平野部における地質地盤

情報－地下３次元構造モデル－」

中澤 努（国立研究開発法人 産業技術

総合研究所 地質情報研究部門 情報

地質研究グループ長）

テーマ２　住民に最も近いユーザ－地方自治

体の情報整備とハザードマップ

14:40-15:00「防災に役立つ地質地盤情報」

岩田孝仁（静岡大学防災総合センター

教授）

15:00-15:10 休憩

テーマ３　地質地盤情報の技術開発や社会・

ビジネスでの応用事例

15:10-15:30「地盤情報の活用と強靭で魅力

のある都市設計」

田村和夫（日本学術会議連携会員；千葉

工業大学工学部建築都市環境学科

教授）

15:30-15:50「地中熱利用の普及に必要な地

質地盤情報の共有化」

笹田政克（特定非営利活動法人 地中熱

利用促進協会 理事長）

15:50-16:10「土地利用に関する新たな展

開－不動産の新しい価値の概念」

中城康彦（明海大学不動産学部長 教授）

16:10-16:25 休憩

総合討論　学術研究成果の社会への迅速な橋

渡し，地質地盤情報システムの社会実装化，

及び利活用促進のための法整備

16:25-16:45「地質地盤情報の課題と今後の

取り組み－法整備を目指して－」

佃　榮吉（日本学術会議連携会員；国立

研究開発法人 産業技術総合研究所

理事）

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

職名・人員：准教授又は講師１名（常勤），

講師又は助教１名（常勤）

専任担当：海洋コア総合研究センター

専門分野：地球掘削科学（堆積学，古海洋学，

地球化学，古地磁気学などの分野）

公募の趣旨：海洋コア総合研究センターは，

地球掘削科学における共同利用・共同研究拠

点として国内の研究者・学生に施設・機器を

公開し，地球掘削科学研究を推進しています

（http://www.kochi-u.ac.jp/marine-core/）．

このたび，国内外の地球科学研究者・研究

機関と協力して地球掘削科学を主導する意欲

と能力を有し，幅広い視野に立って地球科学

諸分野と相互連携が出来る人材を募集しま

す．

着任後は，センター教員や国内外の研究者

と協力してIODP等の国際プロジェクトや，

国内外の研究プロジェクトを推進することを

希望します．

また，当センターの役割を理解して管理運

営に積極的に取り組むことのみならず，当セ

ンターが所有する設備の維持・管理を主体的

に担当し，共同利用・共同研究を推進してい

ただきます．さらに，今後，再編される２つ

の学部［農林海洋科学部（平成28年度），理

工学部（仮称；平成29年度改組予定）］およ

び大学院の教育に携わるとともに，本学教員

と協調して，全学的な研究教育プログラムに

参加・協力していただきます．

採用予定日：平成28年４月１日

応募資格：博士の学位を有する者（採用日ま

でに取得見込みの者を含む）

公募締切：平成27年12月18日（金）17時必着

高知大学
海洋コア総合研究センター教員
（准教授又は講師）公募

16:45-17:20 講演者登壇と質疑応答・議論

閉会挨拶

17:20-17:30「本シンポジウムの意義と今後

の展開」

依田照彦（日本学術会議会員；早稲田大

学理工学術院創造理工学部 教授）

詳しくは日本学術会議一般公開イベント案内

（下記URL）をご参照ください．

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

本シンポジウムの問い合わせ先：

scj-symposium-secr@aist.go.jp（講演会事務

局）
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推薦の対象：自然科学分野に属するものとし

ます．

受賞候補者：日本の国籍があり，且つ日本在

住の方であれば，ほかに賞を受けられた方で

も，また以前に推薦された方でも結構です．

＊受賞候補者には必ず所属組織・研究機関の

長又は相当する学識者の推薦が必要です．

（受賞候補者は原則として受賞対象題目１

件につき１人とします．）

推薦要項書：必要事項を記入してお送り下さ

い．なお参考資料として，受賞候補者の受賞

対象題目と関係する主要論文テーマ（10篇以

内）のリストおよび主要論文３篇以内の別刷

（コピーでも可）を各１部ずつ，同封してお

送り下さい．この資料はご返却いたしません

のでご了承願います．

選考：５つの分科（①数学・物理，②化学，

③工学，④生物・農学，⑤医学）に分けて行

いますので，推薦要項書１・２ページ上段の

希望分科欄に推薦者が考えた希望の分科を○

印で囲んでください．ただし，決定は選考委

員会が行います．

受賞者の決定：2016年５月中旬とし，贈呈式

は2016年６月17日（金）に行います．

推薦要項書提出締切日：2016年１月31日（日）

（学会締切：2016年１月７日）

推薦要項書送り先：〒104-0061 東京都中央

区銀座３丁目７番12号

公益財団法人　藤原科学財団

TEL（03）3561-7736 FAX（03）3561-7860

募集要項書等，詳しくは，

http://www.fujizai.or.jp

第57回藤原賞受賞候補者
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．

書類送付先：〒783-8502 高知県南国市物部

乙200

高知大学研究国際部研究推進課海洋コア室

問い合わせ先：〒783-8502 高知県南国市物

部乙200

高知大学海洋コア総合研究センター セン

ター長 徳山 英一

E-Mail：tokuyama@kochi-u.ac.jp

TEL：088-864-6714 FAX: 088-864-6713

提出書類やその様式など公募の詳細は，下

記を参照して下さい．

http://www.kochi-u.ac.jp/outline/other/

saiyou/kyoin_bosyu.html

公募人員：テニュア・トラック教員（准教授

または助教）１名．准教授・助教の身分は，

教授会における審査により決定します．

任期：着任時から５年

テニュア付与について：テニュア・トラック

期間満了日の６ヶ月前までに行う審査の結

果，別紙テニュア審査基準を満たしている

場合は，テニュア・トラック期間満了日の

翌日から任期の定めのない教員として採用

します．

所属：地球物質科学研究センター

研究分野：本公募では，物質科学的手法を用

いて，地球・地球外における生命の起源，

初期太陽系における生命起源物質の進化過

程，無機－有機－水相互作用等，アストロ

バイオロジー分野の研究を精力的に推進

し，来年度に改組される研究組織における

新研究領域を他の教員・スタッフと協力し

て積極的にリードできる意欲あふれる方の

応募を求めます．また，本センターの共同

利用・共同研究拠点に関わる研究教育にお

ける使命を理解し，研究・教育活動を行う

方を求めます．

教育担当：准教授で採用された場合，５年一

貫制博士課程　地球惑星物質科学専攻の授

業科目を担当予定

応募資格：博士の学位を有する方，国籍は問

いません．

応募締切：採用者決定次第公募を締め切ります．

着任時期：平成28年１月１日の以降できるだ

け早い時期

問い合わせ先および書類送付先：

〒682-0193 鳥取県東伯郡三朝町山田827

岡山大学地球物質科学研究センター長

中村栄三

電話　0858-43-3745

eizonak@misasa.okayama-u.ac.jp

提出書類ほか公募の詳細は下記を参照して

下さい．

http://www.misasa.okayama-u.ac.jp/jp/

announcement/?eid=01235

岡山大学地球物質科学
研究センターテニュア・
トラック教員の公募

１．募集人員　理学院地球惑星科学系専任助

教（任期５年，再任１回可３年）１名

専門分野：地球惑星物質学

（1）主に，宇宙化学，地球化学，地質学，鉱

物学，岩石学などの研究を専門とする方．

（2）本専攻の他分野にも広く関心を持ち，他

研究室との共同研究も積極的に取り組む方

（3）大学院・学部の教育研究を通して，次世

代研究者育成に意欲的に取り組む方

注：2016年４月から，本専攻は理学院地球惑

星科学系となります．

２．応募資格：博士学位を有する方，または

2016年３月31日までに博士学位取得見込みの

方

３．着任時期：2016年４月１日以降，できる

だけ早い時期

４．提出書類

（1）履歴書（市販のもので可）

（2）これまでの研究の実績（2000字程度）

（3）今後の研究・教育の計画・抱負（2000字

程度）

（4）研究業績リスト

A．査読付き原著論文（国際雑誌掲載のもの）

B．著書，特許，その他特記すべき出版物

（5）主な原著論文の別刷（コピー可）３編以内

（6）応募者について参考意見をうかがえる方

の氏名・所属・e-mailアドレス（２名）

注：選考の過程で必要が生じた場合，追加し

て書類を提出していただくことがありま

す．

５．応募締切：2016年１月４日（月）必着

６．応募書類の送付先

〒152-8551 東京都目黒区大岡山２-12-１

Ｉ２-20（Tel：03-5734-2339）

東京工業大学 大学院理工学研究科 地球惑

星科学専攻 秘書室（209号室）気付 綱川

秀夫 宛

注：できるだけ「宅配便」にてご送付くださ

い．困難な場合，appl i ca t i on . eps_

at_geo.titech.ac.jp へemail添付書類

（ファイルサイズ10MB以内）としてご

送付願います．

７．問い合わせ先

綱川秀夫　e-mail：htsuna_at_geo.titech.ac.jp

東京工業大学大学院
理工学研究科地球惑星科学
専攻教員（助教）の公募



20万分の１「横須賀」図幅は，首都圏南部

の房総半島西部から三浦半島，相模湾沿岸，

箱根火山周辺，伊豆半島北東部と，伊豆大島

を含める相模湾，相模灘の範囲を含んでいま

す．この地域では明治以来，数多くの研究が

行われ，膨大な情報と資料が蓄積され，その

成果が数多く公表されてきました．1980年に

刊行された１/20万「横須賀」図幅（初版）

は，それまでに蓄積された成果をまとめたも

ので，首都圏南部の地質を概観できる画期的

なものでした．

1980年代以降，日本列島の地質が精密な現

地調査にもとづく堆積相解析や構造解析，微

化石年代，放射年代，古地磁気，鉱物・岩石

の微小領域化学組成分析（主要元素，微量元

素，同位体分析）などにより大きく書き改め

られてきたのはご存知の通りです．地域の地

質現象の克明な調査研究の積み重ねにより，

日本列島の地質変動の歴史が明らかにされて

きたのです．また，ODPやIODPなど国際深

海掘削計画による海洋底研究の成果も，大き

な影響をもたらしました．本図幅域内でも

1/5万図幅の「三崎」（1980），「鴨川」（1981），

「大島」（1984），「那古」（1990），「横須賀」

（1998），「富津」（2005），「館山」（2006），

「熱海」（2011）などで，地域内の情報がまと
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竹内圭史，及川輝樹，斎藤　眞，

石塚　治，実松健造，駒澤正夫　著

20万分の１地質図幅「横須賀」
（第２版）

2015年２月27日発行，独立行政法人産業

技術総合研究所地質調査総合センター，

価格1,620円（税込）

クとしては，臼杵－八代構造線の南側にある

ジュラ紀付加体と構造的上位にある周防変成

岩類に対比される後期三畳紀－前期ジュラ紀

の低温高圧型変成岩（結晶片岩類）の存在

（年代測定を含む）とその広域分布を示した

ことによって，この地域の地質構造を明らか

にしたことである．磯崎らは白亜系大野川層

群上部の結晶片含礫が200Ma前後であること

を発見し，それは今はなき地質体と考えたが，

今回刊行された地質図幅によると，結晶片含

礫と同等の変成岩が今でもすぐ近傍にあるこ

とが明らかになった．

また，白亜紀付加体では，内部の諸塚層群

内を区分する塚原断層や，付加体を切る断層

等が，著者らの野外調査の結果をもとに書き

直されている．白亜紀の正常堆積物では，下

部白亜系について物部川層群相当層および中

九州層群に分けられ，前者はペルム紀付加体，

後者はジュラ紀付加体の上に重なっているこ

とが，八代地域と同様であることを示した．

このほかにも新たに年代測定を行い，三国

圧砕花崗岩が後期オルドビス紀－前期シルル

紀であること，朝地地域に分布する超苦鉄質

岩類に伴われる斜長石花崗岩の年代が後期カ

ンブリア紀であること，佐志生断層沿いに小

規模に分布する石英閃緑岩マイロナイトが前

期白亜紀末であることを明らかにした．

次いで，新生代の火山岩類のトピックスと

しては，大分地域の第四紀の火山岩類を既存

の年代値に加え，新たに多数の年代測定を行

い，時代未詳の火山岩体の活動年代が明らか

にしたことである．この成果をもとに，時間

的，空間的に近い岩体群を火山群としてグ

ルーピングし，この地域を構成する火山岩類

を20余りの火山群（あるいは火山）に区分し

た．その上で各火山群を岩質，岩相ごとに細

分して表記した．（余談だが，この細分ため

に，この地質図幅の凡例が200を超える原因

になったと思われる．）

今回示された地質図幅と，2009年に刊行さ

れた20万分の１地質図幅「中津」と併せるこ

とで，地元では「よくわからない」と言われ

ていた豊肥地域の火山岩類が，「だいぶわか

る」ようになったのではないだろうか．

第四紀堆積物については，各地に点在する

前期～中期更新世堆積物を大規模テフラとの

層位関係などからいくつかに区分している．

地質図幅北西側の玖珠盆地周辺などについて

は，今後の課題が残っているものの，研究が

だいぶ前進したと思われる．活断層について

も，分布状況が分かりやすい縮尺で示されて

おり，参考になる．

今回，このように精緻な20万分の１地質図

幅が刊行されたことから，本図幅内で未刊行

の５万分の１地質図幅が早期に発行されるこ

とを，地元の地質関係者として願いたい．本

20万分の１地質図幅には冊子体の説明書は付

かないが，地質図の裏面に17章に及ぶ詳細な

説明が記されている．以下に，目次を記す．

１．はじめに

２．地形

大分の地質関係者が早期の改訂を希望して

いた20万分の１地質図幅「大分」（第２版）

が，産業技術総合研究所地質調査総合セン

ターより2015年２月に刊行された．初版が刊

行されたのは57年前のことであり，この間の

地向斜造山論からプレートテクトニクス造山

論への転換，日本発の付加体の概念の創出，

年代層序や地質年代を決定するための手法の

進歩（放散虫化石層序，フェンジャイトK-

Ar年代測定，ジルコンU-Pb年代測定）など，

地質学的知識の進歩及び蓄積は大きい．この

地質図幅の範囲では，５万分の１地質図幅が

1980年代以降に数多く出版されている．また，

1985年に刊行された阿蘇火山地質図，本年刊

行された九重火山地質図を併せれば，ほとん

どの地域で地質図が刊行されている．このよ

うに，この地域では地質学的研究が盛んに行

われており，地質学界での知識の蓄積が多く

あったことも，今回の改訂を後押ししたもの

と考えられる．

今回刊行された地質図幅を見ると，まず凡

例の多さに驚く．産業技術総合研究所の方に

伺ったところ，凡例の数は，これまでの20万

分の１地質図幅のなかではこの地質図幅「大

分」（第２版）が最大であるとのこと．凡例

が200を超えるのは２度目とのことである．

20万分の１の「大分」の範囲は地質学的に多

様であることが，このように凡例が多いこと

からも伺える．なお，この地質図幅は，2010

年に刊行された20万分の１地質図幅「八代及

び野母崎の一部」（「大分」の南西側）と同様

の地質体区分で詳細に区分されている．（な

お，凡例が200を初めて超えたのが，20万分

の１地質図幅「八代及び野母崎の一部」との

ことであった．詳細な区分がなされたことが

伺える．）

この地質図幅で大幅に改訂された点を，い

くつか紹介したい．

まず，中・古生界（一部始新世）のトピッ

星住英夫，斎藤　眞，水野清秀，

宮崎一博，利光誠一，松本哲一，

大野哲二，宮川歩夢　著

新版地質図・
報告書類

20万分の１地質図幅「大分」
（第２版）

2015年２月27日発行，独立行政法人産業

技術総合研究所地質調査総合センター，

価格1,510円（税込）

３．地質構造

４．変成岩類及び先古第三紀深成岩類

５．シルル紀－前期白亜紀の正常堆積物

６．ペルム紀付加体

７．ジュラ紀－前期白亜紀付加体

８．白亜紀正常堆積物

９．白亜紀付加体

10．古第三紀北川層群

11．新第三紀中新世火成岩類及び堆積岩類

12．新第三紀鮮新世－第四紀火山岩類

13．鮮新世－中期更新世前期堆積物

14．中期更新世後期－完新世堆積物及び埋立

地

15．活断層

16．地下資源

17．重力異常

文献

（三次徳二）
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められてきました．

今回の１/20万「横須賀」図幅（第２版）

では，この35年間の膨大な研究成果を，フィ

リピン海プレートの本州弧への沈み込みに伴

う付加体の形成と伊豆弧の衝突という視点で

まとめています．本図幅内に分布する地質体

を，房総・三浦両半島に分布する新生代の付

加体と前弧海盆・斜面堆積層，伊豆半島に分

布する鮮新世から更新世の火山岩・堆積岩，

及び第四紀の火山に大きく分けています．

房総・三浦両半島に分布する新生代の地質

体については，微細な堆積構造や複雑な地質

構造の解析が行われると同時に，微化石や古

地磁気による研究が進められ，詳細な層序の

再検討が行われました．岩石学的性格などが

詳細に調べられるとともに，放射年代のデー

タが集積され，その地質構造や地質年代が明

らかになりました．その結果，現在では付加

体と前弧海盆・斜面堆積層であると解釈され

ています．ただし，本図幅内の最古の地質体

である嶺岡コンプレックスは，チャートなど

の堆積岩のほか火成岩類や蛇紋岩など多様な

岩体が複雑な地質構造をしており，その帰属

については異なる見解もあります．なお，房

総・三浦両半島の新生代の地質については，

その基礎情報として神奈川県立博物館調査研

究報告（自然科学）第14号（2012）が役に

立ったとのこと，地元の研究成果が活用され

たことを編者として光栄に思います．

伊豆半島に分布する鮮新世から更新世の火

山岩類や堆積岩類については，50年以上前か

ら詳しい地質調査がなされ，地質図が作成さ

れてきました．しかし，年代については不明

であることが多く，正確な層序を確立するこ

とは困難でした．2000年以降，伊豆半島地域

においても地質層序の再検討と共に，カリウ

ム-アルゴン（K-Ar）法，アルゴン-アルゴン

（40Ar/39Ar）法などの放射年代測定が系統

的に数多く行われ，火山岩の形成時期が明ら

かになりました．その結果，陸上に露出する

火山岩のうち，数千万から数百万年前に形成

されたと考えられていた岩体のなかに，100

万年前より若い岩体が含まれていることが明

らかになりました．また鮮新世以前の火山活

動にも時間軸が入り，中新世以降の伊豆半島

地域の火山活動，地質構造発達史がよりよく

理解できるようになってきました．本図幅で

は，１/５万「熱海」図幅（2011）や箱根火

山地質図（日本地質学会, 2007）に基づいて

全面的に書き直されています．また，伊豆大

島については，１/2.5万特殊地質図「伊豆大

島1986年の噴火」（1987）と1/2.5万「伊豆大

島火山地質図」（1998）に基づいて書き直さ

れています．

第四系の堆積物については，時代と岩相の

２次元にわけて描かれているので，完新世段

丘，砂丘など，本図幅域内の地形変動，海水

準変動がわかります．地層の境界線について

は今回の地質図では，１/20万地勢図の精度

（等高線，位置）に合わせて書かれています．

本図幅域内の鉱床としては，江戸城の石垣や

明治から昭和にかけて建築物などに使用され

た真鶴半島の小松石や房総半島の房州石の産

地が示されています．また，関東平野の都市

を支える日本一の砂利生産地域である房総半

島の富津市・君津市周辺では，現在の稼働状

況に合せて採掘現場が表示されています．温

泉についても，箱根火山や伊豆半島の伊東，

熱海を中心に，現状に合せて主要な温泉が記

載されています．

海域についての記載は，等深線と断層が描

かれています．重力異常については，広域的

な深部の地質構造が把握できます．相模トラ

フから沈みこんだ海洋性地殻の深度分布や，

伊豆大島や伊豆半島の地下にある古い火山体

などを読みとることができます．なお，相模

湾海底の地質構造は陸域と連続しているの

で，海底地質については今後の調査を期待し

たいところです．

本図幅の裏面（一部表面）には，地形，地

質，海域の地形と地質構造，活断層及び地震

断層，応用地質，重力異常などの解説と引用

文献が記載されていますので，地図と見合わ

せながら理解を進めることができます．

本図幅の地域は首都圏から近く交通の便や

道路事情も比較的良いことから，現在でも学

生や外国人研究者の地質巡検や博物館などの

普及活動の場ともなっています．本図幅は，

伊豆弧の衝突と新生代の付加体の形成を理解

するうえで有益なものですし，防災の観点か

らも首都圏南部の地盤の成り立ちを理解する

上で重要です．地質関係者にとどまらず，多

くの方々に様々な場面で活用されることを願

います． （平田大二）

訃　報

次の方々が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

名誉会員 猪木幸男（５月９日） 正会員 赤木三郎（2014年２月５日）
籾倉克幹（５月15日） 小野寺信吾（2014年12月29日）
下山俊夫（７月19日） 山中　博（１月26日）
小畠郁生（９月19日） 角田寛子（３月17日）
勝井義雄（10月20日） 真鍋健一（４月19日）

竹内一郎（５月１日）
岸　　清（８月20日）
尾田太良（10月25日）



ト等との協力や連携を重視しており，安藤自

身もIGCP609，632に名を連ねている．そこ

で，IGCP609の第３回ワークショップに参加

して，IGCP608－609協力の実績を残し，

IGCP608の残る２年の活動におけるIGCP609

との連携の可能性を模索することとした．

ワークショップ

I G C P 6 0 9 の 第 ３ 回 の 国 際 集 会 は ，

“International Workshop on Climate and

Environmental Evolution in the Mesozoic

Greenhouse World and 3rd IGCP609

Workshop on Cretaceous Se-level Change”

と称して，南京大学地球科学・工学院１階で

行われた．海外７ヶ国から16名，学生スタッ

フを含め中国32名の計48名が参加した（写真

１）．日本からは安藤のみであった．

初日午前の最初は，開会セッションとして

南京大学副学長，地球科学・工学院長の挨拶

があった後，以下５つのセッションが行われ，

計30件の口頭発表があった．

１．IGCP projects（招待３件）

２．Cretaceous sea-level change（招待１件

+５件）

３．Mesozoic climate and environmental

changes（招待２件+４件）

４．Mesozoic terrestrial environments and

geobiological evolution（招待１件+８件）

５．Mesozoic abrupt palaeoenvironmental

change and major geological events

IGCP608「白亜紀のアジア－西太平洋地域

の生態系システムと環境変動」“Cretaceous

Ecosystems and Their Responses to

Paleoenvironmental Changes in Asia and the

Western Pacific”には，活動時期（2013－

2017年）を同じくするIGCP609，および１年

後に開始したIGCP632（2014－2018年）とい

う姉妹プロジェクトがある．

IGCP609は，IGCP608と番号ひとつ違いで

2011年に提案されたが採択されず，IGCP608

と同様に翌年の再提案が採択された，白亜紀

を冠するプロジェクトである．ウィーン大学

のMichael Wagreich 教授を筆頭リーダーと

し，“Climate-environmental Deteriorations

during Greenhouse Phases: Causes and

Consequences of Short-term Cretaceous

Sea-level Changes”（略称：白亜紀海水準変

動）と称する．主力メンバーは欧米と中国で，

研究対象は海成層が主体である．

一方，IGCP632は，IGCP608のメンバーで

もある南京地質古生物研究所・元所長の沙

金庚教授をリーダーとする，“Continental

Crises of the Jurassic: Major Extinction

Events and Environmental Changes within

Lacustrine Ecosystems”（略称：ジュラ紀陸

域の危機）というプロジェクトである．これ

ら３つのプロジェクトは，いずれも本年8月

中旬から9月中旬の1か月の間に中国で集会を

行っている．

IGCPは他のIGCPやそれ以外のプロジェク

（６件）

ポスター発表は4件で廊下ロビーの休憩

コーナーで行われた．

全体として小振りな集会であったが，招待

講演者にWilliam Hay，Bilal Haq，Brian

Huber（いずれも米国）の大御所３氏がおり，

白亜紀に関する研究動向や新たな視点を総括

した講演は大いに参考になった．

IGCP projectsの セ ッ シ ョ ン で は ，

IGCP609，632そして608の３人のリーダーが，

それぞれのプロジェクト研究の指向性や活動

状況を紹介するものでそれぞれの持ち味が表

現されていた．

白亜紀海水準変動のセッションではHaq氏

がHaq（2014）の成果を示した上で，ユース

タシーと構造運動の相互作用が海水準変動に

及ぼす影響の捉え方について，地球物理学と

層序学・地質学とで収束しつつあることを指

摘した（写真２）．様々なモデルが海水準変

動の諸要因を説明できるようになってきた

が，それでも第３オーダーの変動は説明がつ

いたと言えないという．

気候と環境変動のセッションでは，Huber

氏が白亜紀中期の気候変動，特にチューロニ

アン最温暖期や白亜紀中期の氷床形成につい

ての論争をレビューし，自身を含めた最新の

研究を紹介し，氷床の存在は支持されないと

結論付けていた．

陸生環境と地質古生物進化のセッションで

は，Hay氏が，白亜紀中期の大気におけるハ

ドレー循環の変化に伴う湿潤化・気候モード

変化と，蛇行河川堆積相の卓越，恐竜の湿地

生半水生生態とを関連付ける興味深い内容で

あった．IGCP608メンバーの長谷川精氏の論

文を引用しての講演には，日本から発信した

研究成果が評価されていることに勇気づけら

れる思いがした．

セッションは欧米の研究者によるケースス

タディのほか，中国地質大学や南京大学の研

究者や大学院学生の発表が多かった．ほかに

は，松遼盆地の陸成層中への海成層の挟在や，

熱河層群における湖成層中の二枚貝密集層形

成過程，貝エビ類・貝形虫類化石層序による

ジュラ紀―白亜紀境界（Li and Matsuoka,
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中生代温室期世界の気候と環境変動に関するワーク
ショップおよび第3回白亜紀海水準変動ワークショップ
（中国・南京大学）

安藤寿男（茨城大学理学部：IGCP608リーダー）

写真１　南京大学地球科学・工

学院棟前での記念撮影．



kmも移動した中国サイズであった．案内者

は今回のホストを務める南京大の胡　修棉氏

と，同大の同僚の李　祥輝（Li Xianghui）

氏である.

中国南東部の南京から南東約1000kmにか

けての白亜系は，古生界～ジュラ系の先白亜

系基盤に重なる，小規模（中国大陸のサイズ

で）な山間堆積盆地に散在する．個々の堆積

盆（今回観察したのは，南京，貴渓，衢州，

建徳地域）で層序区分や名称が異なるが，下

部白亜系が火山岩を主体とし，上部白亜系は

砂漠成相や河川-湖成相の陸成層で特徴づけ

られる．近年は凝灰岩に含まれるジルコンの

U-Pb年代測定が盛んに行われるようになり，

年代論や層序・地史の再構築が可能となった

ようである．テクトニクスとしては古太平洋

に面した大陸火成弧の背景にあったという．

南京から南西数100 kmにかけて高速道路を

駆け抜けた道中には，標高数百m規模の数列

の山稜が続いており，白亜系火山岩が広範に

露出している様子も見ることができた．

初日のSt. １-１は南京市内北部の長江南岸

の高台（燕子磯公園）に露出する，礫岩～礫

質砂岩の上部白亜系Pukou層である．古生界

由来の石灰岩や珪質岩の亜角礫が卓越する分

級の悪い厚層礫岩の特徴から，砂礫質扇状地

上部相とみなされる．St. １-２は南京中心か

ら40 km程南下した鎮江市の赤山層である，

地名の通り赤褐色の砂漠成細粒～中粒砂岩層

が厚さ50mを超えて露出していた（写真３）．

北東方向を示す風成の平板斜交層理もよく発達

しているが，多くの層準で生痕化石が見られか

なり生物擾乱を受けているのが確認できた．

St １-３では，P/T境界のGSSP（国際標準

模式層断面及び地点）で有名な浙江省の煤山

（Meishan）セクションを見学した．採石場

跡のA-Dセクションは地質公園（国家級地質

遺跡保護区）として整備され，AとDは公園

内で保護されている．Dを一望できる公園に

はP/T境界を記念する大きな石塔や石碑が設

置されている．Bでは直接露頭に近づくこと

ができ，P/T境界を観察した．黒色泥岩（厚

さ約10cm）に重なる灰色石灰岩（15cm）中

に境界があるという．地球史上最大の絶滅イ

ベントを画する境界が一枚の石灰岩中に認め

られていることに，意外な気がした．一方，

ペルム紀後期の長興（Changhsingian）/呉

家坪（Wuchiapingian）期境界層は，D東側

の崖面下に石碑があり，露頭へ階段で上がれ

2015）など，中国ならでは発表もいくつか

あった．

２日目最後の討論では，IGCP609の今後の

活動やIGCP608との連携などが検討された．

次回の第４回のWorkshopは英国プリマス大

学のM. Hart氏がホストとして行われること

が案内され，第５回はWagreich氏のウィー

ン大学での開催が計画されている．今回の論

文集はGlobal and Planetary Changeを目指

すとのことで，昨年の集会の論文集が

ElsevierのPalaeo-３誌で10数論文が査読中で

あることも紹介された．欧米中主体の白亜紀

研究ネットワークの強さを示す一面が感じら

れた．IGCP608との連携については，来年８

月の第35回IGC（南アフリカ・ケープタウン）

においてワークショップもしくはシンポジウ

ムをWagreich，Hu，安藤で提案することと

なった．

本集会は日本からは安藤のみの参加であっ

たが，中国地質大の王　成善氏が，ヒマラヤ

の白亜系研究，ICDP松遼盆地白亜系掘削，

IGCP555等を通して築いてきた研究ネット

ワークが，今回のホストである南京大学の若

きHu Xiumian（胡　修棉）教授に継承され

た様子も知ることができた．

なお，今回の集会の概要は，いずれ

IGCP609のWebsite（以下のURL）でも閲覧

できるようになるので参考にされたい．

http://www.univie.ac.at/igcp609/

地質巡検

シンポジウム終了後，９月８日から11日の

４日間，南京から江蘇省，浙江省，江西省と

巡る，中国南東部の白亜系層序・堆積に関す

る巡検が開催された．これには外国人14名と

中国人８名の22名が参加した．バスの全走行

距離は何と2,400km超という，１日平均600

るようになっていた．さらにそこには厚さ３m

分の地質柱状図が刻まれた石碑があり，石灰

岩中のどこに境界があるのかが示されてい

た．

２日目は，江西省貴渓地域の上部白亜系を

見学した．貴渓市の信江沿いの大規模な石切

場の一角で亀峰層群Tangbian層の陸成砂岩

層を観察した．風成の前置斜交層理と間欠的

に生痕が発達する生物擾乱部が繰り返す岩相

であった．固結度は高くないが，石材として

大規模に採掘されていた．その後は予定を変

更して，40kmほど離れた，丹霞
たんか

地形の一つ

として世界自然遺産にも選ばれた，世界ジオ

パークの龍虎山（Longhushan）を訪れた．

20-30°で傾斜した上部白亜系亀峰層群河口

層の赤色礫岩層が層厚数100mにもわたって．

釣鐘型の巨大な岩体群として林立する大規模

な差別浸食地形である．高空桟橋と呼ばれる，

断崖に設けられた板床の遊歩道を楽しんだ．

絶壁の間の峡谷地形や割れ目を縫うように複

雑に屈曲しており，スリル満点であった（写

真４）．礫岩層はいずれも分級の悪い基質支

持の角礫岩が連続する比較的均質な層相で，

断層地形沿いの大規模な扇状地上部の土石流

堆積物が厚く累重したものと見受けられた．

その日はさらに予定を変更して，江西省の

鷹潭北駅から高速鉄道で浙江省の衢州駅まで

の200 km強を50分ほどで移動した．

第３日目は衢州から60kmほど東の建徳地

域の下部～中部白亜系を見学した．St. ３-１

ではセノマニアンとされる建徳層の湖成頁岩

相を観察した．その後，下部白亜系の火山砕

屑岩（St. ３-２：Huangian層），河川成砂岩

泥炭互層（３-３：Shouchang層）および古

土壌相の石灰質泥岩層（３-４：Henshan層）

を下位から上位に向かって見学した．

最終目は，東シナ海に面した浙江省寧波市

象山県石浦の沙塘湾沿い（St. ４-１）の，火

山砕屑岩から礫岩とそれに挟在する潮間帯成

石灰岩の層序を見る予定であった．ストロマ

トライト・石灰藻類・魚卵石・生砕物・ミク

ライト等の異なる石灰岩相が見られるとのこ

とであったが，潮位の関係で水没していた．

今回の巡検は，移動距離が多く現地での見

学の時間を多くとることはできず，内容も濃

いとはいえなかったが，中国南東部の白亜系

陸成層の全貌をつかむ巡検としては，非常に

よく準備され種々配慮されたものであった．
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写真３（左） 南京市郊外南方の上部白

亜系赤山（Chishan）層の風成砂岩層（St

１-２）

写真４（右） 世界自然遺産丹霞
たんか

地形の

一つとなっている，世界ジオパーク龍虎

山（Longhushan）の上部白亜系赤色礫岩

層の断崖絶壁に造られた高空桟橋．

写真２　シンポジウムの会場で．IGCP609

リーダーのWagreich氏と招待講演するHaq氏
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清澄フィールドキャンプ　実施報告

2015年９月１日～７日にかけて，今年も関東支部は東京大学
千葉演習林を舞台として地質調査の基礎的な訓練を，京都大学
大学院理学研究科地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室地球生物
圏史分科の御支援・御指導のもと実施しました．

今年は初日から強烈な雷雨により，宿舎に帰って一時待機で
始まるなど波乱の幕あけでしたが，その後は天気にも恵まれた
ため，予定通り調査地域を回ることができました．昼間は一日
中沢歩きと山越え（これが結構大変），夜は宿舎の食堂でその
日歩いた部分の地図への記載とフィールドノートへの墨入れ，
最後に各日のルート柱状図ができるまでは寝られない（寝かせ
ない）のもこの実習の特徴です．規則正しい集団生活を続けつ
つ，ハードなスケジュールをこなす日々を実際に体験すること
も，昨今では重要な意義であると感じております．

京都大学との共同実習終了後は，さらに関東支部独自のプロ
グラム（地質図・断面作成・ステレオネットの操作訓練）で締
めくくります．最後の２泊は宿舎をログハウスに移し，自炊し
ながらの実習でしたが，リタイア者も出ずに参加者全員に無事
修了証を手渡すことができました．修了者達は今後，ひるむこ
となくフィールド調査に出かけていくことができると確信して
おります．同行した関東支部メンバーからは，「是非，社会人
向けのミニフィールドキャンプの実施を！」との声もあり，今
後の新規イベント開催への勢いがつきそうです．

開催にあたり，京都大学の生形貴男准教授，成瀬　元准教授，
佐藤活志助教など地球生物圏史分科研究室の方々から多大なる
ご支援を受けました．また，東京大学千葉演習林の方々ならび
に千葉大学理学部金川久一教授，亀尾浩司准教授にも機材の手
配など，実施にあたり多大なるご協力をいただきました．以上
の方々のご支援で，今年もフィールドキャンプを成功させるこ
とができました．ここに厚く御礼申し上げます．

（関東支部幹事　河村知徳：石油資源開発（株））

【参加者の感想】
私は，今回のフィールドキャンプで千葉県の地質を見る・学

ぶことを一番の目的として参加させて頂きました．大学では地
質を学びましたが，卒業論文以降は海洋調査が主でしたので，
陸上での地質調査自体は久しぶり，且つ，沢歩きは初めてでし
た．体力的にも不安でしたが，予想通りついて行くので精一杯．
しかし，そんな私に対しても非常に丁寧にご指導頂き，充実の
日々でした．実際に沢を歩いて，千葉県で見られる地層を目に
できたのは，私にとって非常によい経験でした．また，地図に
地層の情報を書き込み，日々増えていく地図上の情報から考え
る地層の広がりが頭の中で繋がっていく，逆に繋がらない時は
その理由を探す，というのは非常に楽しかったです．今回の経
験をきっかけに，ますます千葉県の地質について知識を深め，
今後に繋げていきたいと思います．（吉岡　薫：千葉県庁）．

これまで，「さあ，フィールドに出て何か調べよう！」，と気
合十分に飛び込んでいっても，目の前に広がる世界から今，自
分は何を見つけようとして，どこに注目しているのかわかって
いるようでわかっていませんでした．これは，私のフィールド
調査における「基礎力」の欠如です．この反省から，調査の基
礎をちゃんと学びたいと考え，今回の参加に至りました．この

☆関東支部
報告

富士山巡検　報告

関東支部では10月17日（土）～10月18日（日）に富士山巡検
を開催した．山元孝広氏（産業技術総合研究所），吉本充宏氏

（山梨県富士山科学研究所），千葉達朗氏（アジア航測㈱）を案
内者とする計32名が，中型バス１台と事務局用乗用車１台を
使って富士山西～南西麓の７箇所の見学地を巡った．火山地質
を見慣れない多くの参加者も，山元氏らの丁寧な説明と選りす
ぐりの露頭の数々に触れたことで，満足して頂けたように思う．
１箇所目は富士川河口近くの河川敷で水神溶岩を見学して，溶
岩樹型のほか，直下の河川堆積物や応力場との関係等を議論し

支部コーナー

フィールドキャンプにおいて，今，私に足りない力は何かを学
び，知ることができました．以前から感じていた違和感を抱い
たままフィールドで調査をしていても，何一つ理解したことに
はならないのだと痛感しました．実習においては，フィールド
調査のノウハウだけでなく，地質調査，研究の心構えなども丁
寧に手ほどきをしていただきました．清澄での1週間は，まさ
に修行です．地質調査について基礎から学べる貴重な機会を設
けていただいたことに，心から感謝しています．ここで学んだ
ことを，今後の調査に生かしていきます．ありがとうございま
した． （太田凌嘉：専修大学３年）

沢に入り，走向傾斜を測り，記載していくといった経験はあ
りませんでした．そういった調査は，地学の最も基礎的な調査
だというイメージがあるのですが，一度きちんとした地質学の
実習に参加したいと考えておりました．そんな中で清澄実習は
ベストな実習でした．素人でも気軽に質問できる雰囲気で，気
負わずに勉強できました．実習を終えて，自分は地層の重なり
を感覚的に把握する能力が足りていないと感じました．地図上
の距離感と実際の距離との乖離が個人的な課題で，これは自分
一人で調査している時には気づけない問題でした．今後フィー
ルドに出た際に鍛えていきたいです．自分のように文系出身で
すと，こういった実習の機会というのは少ないです．清澄実習
を学部の後輩にも薦めたいです．最後ですが，ヒルは意外とか
わいかったです． （櫻井麻依人：首都大学東京修士２年）

メンバー集合写真（鴨川青年の家，枕状溶岩の露頭前にて撮影）．

左より河村（関東支部幹事），太田（専修大），吉岡（千葉県庁），

櫻井（首都大），方違（関東支部幹事），小松原（関東支部幹事）



た．２箇所目の富士宮市中心部近くの星山丘陵の末端崖では，
富士川河口断層帯の活動と富士山の溶岩流の関係について解説
を受けた．昼食をとりながら，目の前に広がる富士山麓の土地
利用の話題も飛び交った．さらに北へ移動して田貫湖岩屑なだ
れの大露頭では２万年前の富士山大崩壊の堆積物を見学した．
初日最後に世界遺産の構成資産のひとつとして観光客で賑わう

「白糸の滝」を地形地質的に観察していると，案内者である千
葉氏の熱のこもった説明に観光客が聞き耳をたてる場面もあっ
た．恒例となった夜の勉強会では，山元氏から崩壊堆積物の移
動過程の話や二宮金次郎がなぜ二宮尊徳と呼ばれるに至ったか
など盛りだくさんの内容，吉本氏から2014年御嶽山噴火災害を
ふまえた火山防災最前線の話，千葉氏から全員が正面を向いた
集合写真の作り方（？）など幅広く地質調査に使える話題を提
供頂いた．２日目は大沢崩れの扇状地でスラッシュ雪崩堆積物
を観察した後，風祭火砕流や大沢スコリア層などを観察した．
なお，巡検に参加した方から複数名の地質学会への新規入会が
あり，大きな成果のひとつとなった．

最後に，当初予定になく急遽訪問した「奇石博物館」からは，
特別なご好意で貴重な展示物の見学もさせて頂いた．風祭火砕
流の見学に際しては，地元の土地所有者の方に予め御了解を頂
いて林道を使わせて頂くなど便宜を図って頂いた．ここに記し
て御礼申し上げます．

（関東支部　担当幹事　荒井健一）

「富士山西側山腹を巡る」に参加して
日本地質学会と聞くと敷居が高いのですが，巡検に心引かれ

飛び込み，富士山巡検は今年で３回目です．今年は水神熔岩流，
田貫湖岩屑なだれ堆積物，風祭火砕流堆積物，大沢扇状地等を
巡りました．中学で理科の教師をしている私には，実物を前に
案内者の方々が必ず疑問に答えて下さる巡検は，とても有難い
です．今まで漠然と見ていたのが，見るポイントが分かり調べ
方も分かります．工事途中の新鮮な露頭や未知のポイントを巡
り，皆さんの議論を聞きながら胸が熱くなります．夜にも，案
内して下さった皆さんの解説や主張があり，それがまた自分の
理解を深めてくれます．また，巡検でご一緒した方々からも

日本地質学会関東支部では，支部の顕彰制度に基づき2015年
度も支部活動や地質学を通して社会貢献された個人・団体を関
東支部として顕彰いたします．つきましては，下記の要領で支
部会員からの推薦を募集します．

対象者　：支部活動や地質学を通して広く社会貢献をされた
関東支部内に在住の個人・団体　

＊社会貢献や活動の評価においては，必ずしも学問
的な成果を問うものではありません．

公募期間：2015年12月10日～2016年１月10日
選考期間：2016年１月11日～2016年１月31日

関東支部功労賞審査委員会（委員長：伊藤谷生
前支部長）を設置

審査結果報告：NEWS誌、関東支部総会
推薦方法：対象者氏名，推薦者氏名，推薦理由（400字程度）

を記入の上，関東支部功労賞推薦としてメールも
しくはFAXにて下記へお送りください．

推薦受付：神奈川県立生命の星・地球博物館
笠間友博　　〒250-0031 小田原市入生田499
E-mail：kasama@nh.kanagawa-museum.jp
FAX：0465-23-8846
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支部コーナー

大泉寺で富士山を背景に集合写真（後列中央のサングラスの方が講師の山元氏）

☆関東支部
お知らせ

関東支部功労賞募集

色々なことを教わり，交流できたことも私の大切な経験です．
これらを教育現場に還元したいと思います．生の富士山にどっ
ぷりつかり，まるで夢のような2日間でした．案内者の方々，
企画・サポートして下さった方々，またご一緒した方々，有難
うございました．

（吉村成公：東京都東村山市立東村山第二中学校）
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と昔に「インフォーマルサイエンス」
の重要性と「Geology is everything 」
に出会っていたんだな，ふとそんなこ
とが頭をよぎりました．今回参加していた中学生
も，数十年後，地学教育の担い手になってまた戻ってくるので
はないかな，と勝手な想像をしてしまうような，熱い巡検でし
た※．

また，大学では「化学」が専門だったにっもかかわらず、巡
検に参加されている小学校の先生がおられました．勉強熱心だ
なと思いきや，その理由は，「児童からの質問は，地学と生物
がほとんどだから」とのこと．指導要領や履修率だけでは見え
ない，地学教育の自然なニーズがそこにはありました．東京大
学総合研究博物館と一緒になって新たな廃校に作られた博物館
は，昔の博物館の良いところを残しつつ，広くなったスペース
ながらも収蔵庫から廊下まで自然に好奇心をくすぐる展示で，
一日中滞在していても飽きません．大人は懐かしさとともに学
校に残された昔のモノから学べ，子どもは世界に通じる新たな
ことを地域から学べます．子どもたちの自然なニーズに応えら
れる博物館だなと，自分の学校のように博物館の廊下を歩いて
行く小学生来館者の背中を見ながら感じました．

巡検のあと，一般の参加者の方も，身の回りのこととあわせ
て地質の質問をしている様子が見られ，小さな博物館が教えて
くれる「Geology is everything」を参加者みんなが感じたよう
でした．文中に挙げたフィールドでの「謎」の答えが気になる
方は，日本中でも珍しい，「地質」としっかり名前のついた博
物館で見つけてみるのをお勧めします．地質学の専門家であっ
ても，インフォーマルサイエンスの力で，身の回りを見る目が
変わること請け合いです．

（安曽潤子 東京都市大学・博物館教育）

※長野大会の地学教育・アウトリーチ巡検の報告は，大会報告
記事（本誌p.18ページ）にも掲載されています．

Geology is everything！－インフォーマルサイエンスと地学教育－
（長野大会の地学教育・アウトリーチ巡検に参加して）

地学教育のページ

地
学
教
育

「インフォーマルサイエンス （Informal science）」という
言葉が気になるようになったのは，５年前，アメリカ・ニュー
ヨーク州中部の博物館「Museum of the earth」に，文部科学
省の在外派遣研修で滞在していた時です．福井市自然史博物館
で古生物担当学芸員をしていた当時，地学教育普及に煮詰まり，
海外にブレイクスルーを期待して小規模ながらも活発な活動し
ていたこの地質学専門博物館を選び渡米しました．ハーバード
大学の古生物学の博士号を持つアウトリーチディレクターから

「授業（フォーマルサイエンス）の時間より，授業外の時間の
方が人生では遥かに長い」と言われ，自分たちの地学教育活動
が社会に必要不可欠だと自信を持って進める姿に目からウロ
コ．言われてみれば当たり前のことなのですが，博物館で働い
ていた自分でさえ，学校教育以外の教育（インフォーマルサイ
エンス）はやはりどこか「補完的なもの」のイメージを持って
いました．そして，「地質」と「気象」・「海」・「人の生
活」・「エネルギー」等々すべての事象を合わせた表をつくり

「Geology is everything（地質学はすべてに通じている）」とい
う概念を，ニューヨーク州だけでなく「全米」に広めるべくイ
ンターネット電話など使って積極的に教員に指導する姿に，強
烈なインパクトを受けたものです．

話はかわって，長野大会の地学教育・アウトリーチ巡検「海
だった長野の生い立ちを学ぶ」にて，「戸隠地質化石博物館」
を約20年ぶりに再訪する機会を得ることができました．当時，
木造校舎を利用した博物館は，「標本」と「地域」と「人」と
が一体となっており，決して良い設備ではないにもかかわらず，

「こんな博物館で働きたい」と学生だった私に思わせるもので
した．

今回，戸隠地質化石博物館の地学教育普及でも実施している
というフィールドコースでは，「山の斜面に現れた８年前まで
は存在しなかったUFO」や「規則正しく一列に穴の開いた笹
の葉の謎」，「何故か山奥にある新しいお墓」まで使って，地質
学のベースとなる「時間軸を入れて考える」を伝えようとする，
20年前と変わらぬ学芸員の姿がありました．そうか，私はずっ

写真１（左）．「笹の葉の謎」と「地質学」

の関係は何でしょう？

写真２（右）．田辺学芸員の熱い説明を聞

く中学生参加者の凛々しい背中（右）．将

来が楽しみ．
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（後）ワークショップ「ジオハザード
に対処できる人材の育成：防災国際
ネットワーク構築に向けた国内連携
のあり方」
主催：日本学術会議・産業技術総合研究所，

東北大学災害科学国際研究所

11月20日（金）13:30～18:00

場所：東京海洋大学大講義室（越中島キャン

パス第４実験棟５階）

参加申込不要

問い合わせ：IUGS分科会委員長（国研）海

洋研究開発機構，北里　洋（kitazatoh@

jamstec.go.jp）

○第26回地質汚染調査浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会　共催

11月21日（土）～23日（月・祭）

場所：関東ベースンセンター

会費：会員 45,000円（学生35,000円）

非会員 55,000円（非会員学生40,000円）

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

★関東支部：地質研究サミット「ジ
オハザードと都市地質学」
11月23日（月・祭）10:00～17:30

場所：日本大学文理学部　図書館３階

CPD単位：取得可能（６単位）

http://kanto.geosociety.jp/

（後）日本地下水学会セミナー「東京
電力福島第－原子力発電所事故によ
る周辺水環境への影響?現状と課題－
11月24日（火）13:00～17:40

場所：日本大学文理学部３号館

http://jagh.jp/

（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/

（共）第25回環境地質学シンポジウム
主催　医療地質-地質汚染-社会地質学会

11月27日（金）～28日（土）10:00～18:00［事

前予約不要］

場所：日本大学文理学部オーバルホール

http://www.jspmug.org/envgeo_sympo/25t

h_sympo/25th_sympo.html

○東京地学協会秋季公開講演会
「地球の大きさと形を測る」―その歴史にお

ける伊能忠敬

11月28日（土）14:00～16:00

場所：弘済会館（千代田区麹町５-１）

http://www.geog.or.jp/

2015.11～

地球科学分野に関する研究会，学会，国

際会議，などの開催日，会合名，開催学会，開

催場所をご案内致します．会員の皆様の情

報をお待ちしています．

★印は学会主催，（共）共催，（後）後援，（協）

協賛．

2015年
月　November

○産業技術連携推進会議 地質地盤情
報分科会平成27年度講演会

「３次元地質地盤モデリングの進展とその利

活用」

11月６日（金）13:30～16:50

参加無料・事前申込不要

場所：北とぴあ第一研修室（JR京浜東北線

王子駅北口より３分）

CPD：３単位

https://www.gsj.jp/information/domestic/s

gr/index.html

★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

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

0043.html

○東京地学協会地学クラブ講演会
「伊能忠敬の世界的偉業」

11月16日（月）15:00～16:00

場所：東京地学協会 地学会館二階 講堂（千

代田区二番町12-２）

講演：西川　治（東京大学名誉教授）

http://www.geog.or.jp/

○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

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

11

月　December
○産総研第14回地圏資源環境研究部
門成果報告会

「強い技術シーズの創出と展開」

12月10日（木）13:30～17:25

場所：秋葉原ダイビル・コンベンションホー

ル

申込締切：11月26日（木）

http://green.aist.go.jp/ja/

○第181回地質汚染イブニングセミナ
ー
12月18日（金）18:30～20:30

場所：北とぴあ902会議室

講師：楡井　久（国際地質科学連合（IUGS）

GEM人工地層と地質汚染研究委員長・NPO

日本地質汚染審査機構理事長）

テーマ：国民生活に関わる人自不整合と人工

地層について

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

○地学クラブ講演会「天然資源と紛
争の政治地理学」
12月18日（金）14:00～17:00

場所：東京地学協会２F講堂

講演：大木優利氏（ジュネーブ高等国際問題

研究所）

参加申込：不要（どなたも無料で参加できます）

http://www/geog.or.jp/lecture/lecturesche

duled/255-club294.html

○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>

2016年
月　January

学術フォーラム「防災学術連携体の
設立と東日本大震災の総合対応の継
承」
１月９日（土）13:00～17:30

場所：日本学術会議講堂

http://janet-dr.com

（後）公開講演会「強靭で安全・安心
な都市を支える地質地盤－あなたの
足元は大丈夫？－」
主催：日本学術会議

１月23日（土）13:30～17:30

場所：日本学術会議講堂

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

1

12

C A L E NDAR
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一般社団法人日本地質学会運営規則により，次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします．2016年４月～2017年３月の会費額は
下記の通りです．

１．自動引落を登録されている方の 引き落とし日は12月24日（木）です．
2016年度分会費の引き落とし日は12月24日です．請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい．これ

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

２．自動引き落としをご利用下さい．
12月24日の引き落としには間に合いませんが，請求書に同封の書式にてぜひ自動引き落としのお申込をお願いいたします（2016年６

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

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

一般社団法人日本地質学会　会計委員会

一般社団法人日本地質学会運営規則
第２章　第７条（会　費）

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

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

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

２　会費の変更は，理事会の議決により，総会の承認を得なければな

らない．
３　会員は，上記に定める会費を当該会計年度の前に一括納入しなけ

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

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

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

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

（3）地質学雑誌への投稿，講演会での講演を制限することがある．
（4）会費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．

2016年度の会費払込について

会員資格 2016年４月～2017年３月分会費

※学部に在籍している学生の方，定収のない大学院生（研究生）の方で，それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会
費を適用します．なお，2015年度までの学部学生割引・院生割引会費についての申請は終了しておりますので，2016年度会費
にのみ適用となります．

正会員 12,000円

〃　（院生割引）※　要申請 8,000円

〃　（学部学生割引）※　要申請 5,000円



最終締切（厳守）

2016年 3 月31日（木）
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ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140－8－28067

40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方
は学会事務局までお問い合わせ下さい．No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

地　質　学　論　集
第 40 号　中央構造線のネオテクトニクス―その意義と問題点―．岡田篤正ほか編，250pp., 1992年12月刊，会員頒価3,200円，

〒350円
第 41 号　中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒300円　※これまで売り

切れとなっていましたが，在庫が確認されましたので，再度販売を開始いたします．（2014.10.1）
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒350円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒350円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 45 号　シーケンス層序学―新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒300円
第 47 号　日高地殻―マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒350円
第 48 号　Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan―　岡田博有

ほか編，188pp.，1997年６月刊，会員頒価 2,100円，〒350円
第 49 号　21世紀を担う地質学．新妻信明ほか編，232pp.，1998年３月刊，会員頒価 2,500円，〒350円
第 50 号　構造地質　特別号―21世紀の構造地質学にむけて―．狩野謙一ほか編， 263pp.，1998年７月刊，会員頒価2,500円，

〒350円
第 51 号　地震と地盤災害―1995年兵庫県南部地震の教訓―．岡田博有ほか編， 162pp.，1998年３月刊，会員頒価3,000円，

〒350円
第 52 号　オフィオライトと付加体テクトニクス．宮下純夫ほか編，316pp.，カラー 10pp.，1999年９月刊，会員頒価3,000円，

〒350円
第 53 号　本州弧下部地殻と珪長質マグマの生成・活動システム．加々美寛雄ほか編，401pp.，1999年11月刊，会員頒価3,900

円，〒360円
第 54 号　タフォノミーと堆積過程―化石層からの情報解読―小笠原憲四郎ほか編，197pp.，1999年12月刊，会員頒価2,900

円，〒350円
第 55 号　ジュラ紀付加体の起源と形成過程．木村克己ほか編，（売り切れました）
第 56 号　古領家帯と黒瀬川帯の構成要素と改変過程．高木秀雄ほか編，253pp., 2000年３月刊，会員頒価2,900円，〒350円
第 57 号　砕屑岩組成と堆積・造構環境．公文富士夫ほか編，240pp., 2000年９月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 58 号　地震イベント堆積物―深海底から陸上までのコネクション―藤原　治ほか編，169pp., 2004年12月刊，会員頒価

2,900円，〒350円
第 59 号　沖積層研究の新展開　井内美郎ほか編，212pp.，2006年５月刊，会員頒価2,400円，〒350円

リーフレットシリーズ
大地の動きを知ろう―地震・活断層・地震災害―　1995年４月発行　会員頒価200円（非会員300円）
大地のいたみを感じよう―地質汚染Geo－Pollutions 1997年２月発行　会員頒価200円（非会員300円）
大地をめぐる水―水環境と地質環境―　2001年５月発行　会員頒価300円（非会員400円）
日本列島と地質環境の長期安定性　2011年発行　会員頒価500円（非会員600円）

地質リーフレットたんけんシリーズ（同一リーフレットを20部以上購入の場合割引あり）
１．箱根火山たんけんマップ―今、生きている火山　2007年５月発行　会員頒価300円
２．屋久島地質たんけんマップ―洋上アルプスは不思議な地質がいっぱい―　2009年３月発行　会員頒価300円
３．城ヶ島たんけんマップ―深海から生まれた城ヶ島―　2010年９月発行　会員頒価300円
４．富士山青木ヶ原溶岩のたんけん―樹海にかくされた溶岩の不思議―　2014年３月発行　会員頒価300円

地質リーフレットシリーズ
１．箱根火山　2007年７月発行　会員価格1,000円（同一リーフレットを20部以上購入の場合割引あり）

下敷き : 「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」（英語版）１枚200円（非会員300円）

電子書籍シリーズ
地学を楽しく！：ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック　　2013年12月発行　［Kindle版/PDF版］ 定価1,380円

講演要旨集ほか
第118年見学旅行案内書（2011年水戸） 会員頒価2,800円，〒500円
第117年学術大会講演要旨（2010年富山） 会員頒価4,000円，〒500円
第117年見学旅行案内書（2010年富山） 会員頒価2,800円，〒500円
第116年見学旅行案内書（2009年岡山） 会員頒価2,800円，〒500円
第115年見学旅行案内書（2008年秋田） 会員頒価2,500円，〒500円
※このほか，大会講演要旨は，2002年新潟，2003年静岡，2004年千葉，2006年高知，2007年札幌，見学旅行案内書は，

2004年千葉，2005年京都に残部があります．

フィールドノート：学会オリジナル．12×19cm．ハードカバー．レインガード使用　会員頒価１冊500円．

出　版　物　在　庫　案　内



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後期号）発行！

こんな作品を大募集
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日本地質学会第121年学術大会（鹿児島
大会） プログラム　2014年9月13日（土）

日本地質学会第122年学術大会（長野大会）
プログラム

会期　2015年9月11日（金）～13日（日）

狡一般社団法人日本地質学会　〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F 電話03-5823-1150
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