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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！
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年末年始休業：12/26-1/3

正・副会長候補者の意向調査実施中

意向調査の回答締切：

2016年１月９日（土）＊消印有効

詳しくは，お手元の郵便物（11月下旬発送）をご確認下さい．

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）

詳しくは，ニュース誌11月号または学会HP参照．

日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます

募集期間：2015年12月21日～2016年２月12日

推薦できる人：日本地質学会会長・副会長，理事，専門部会長

名誉会員候補となる人：75歳以上の日本地質学会会員

そのほか候補となる条件：例えば，，，地質学への顕著な貢献／地

質学会の運営と発展への貢献／教育現場や企業などでの活動

を通じた地質学の普及と振興への貢献など

＊上記「推薦できる人」以外の会員は，候補者を直接推薦するこ

とはできませんが，「推薦できる人」への情報提供をすることが

できます．

名誉会員推薦委員会　山本高司



地質図とともに～付加体地質図とシームレス地質図～

脇田浩二（山口大学大学院理工学研究科）
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山口大学の脇田でございます．この度は，栄誉ある日本地質
学会賞をいただき，誠にありがとうございます．これも，ひと
えに皆様方の御協力とご指導ご鞭撻のお陰と存じております．
本日は，『付加体地質図とシームレス地質図』というタイトル
でお話をさせていただきます．話に先立ちまして，私のような
ものが何故このような大きな賞をいただくことができたのだろ
うか？と深く考えました．そして，あるとき思い至ったのが，

「絶滅危惧種の保護」という言葉でした．地質学会が地質学者
の生物多様性を維持するために，「絶滅危惧種の保護」に乗り
出したに違いない．そう思った次第です．

絶滅危惧種
それでは，その絶滅危惧種とは何か？それが「Mapping

Geologist」です．私の考えでは，野外で地質調査を実施して研
究する人には2種類ありまして，１つが「Mapping Geologist」，
もう一つが「Field Geologist」です．この２つの違いは，前者
が地質図を作成することを目的とし研究を進めるのに対し，後
者は研究を進めるために地質図を作成するのです．つまり，目
的と手法が逆転しているのです．日本地質学会執行理事会には
とてもよい例があるので，分かりやすいと思います．例えば，
会長のIryudonこと井龍康文さんは「Field Geologist」の代表
で，常務理事のSaitosaursこと斎藤眞さんが「Mapping
Geologist」の代表です．どちらも優れた研究者ですが，研究ス
タイルが異なります．私は，「Mapping Geologist」を自認して
いるので，絶滅危惧種の一人として，受賞させていただいたの
かな？と思い，地質学会のご配慮にいたく感謝しております．

付加体地質図～オリストストロームからメラン
ジュへ～

さて，最初のテーマである付加体地質図について，お話した
いと思います．私は自分のキャリアを，美濃帯の地質図幅の作
成から始めました．1977年に当時の通商産業省工業技術院地質
調査所（現：産総研地質調査総合センター）に入所したときは，
美濃帯の地層はまだ秩父古生層と呼ばれていて，地質図は大ま
かな岩相と石灰岩に含まれる紡錘虫化石による年代層序で描か
れていました．私は，地質図を描くに当たって，１つ１つの岩
相の区分を細かくし，構造変形（現在で言うmelangeやbroken

formation）などにも着目
して，地質図作りを進め
ました．また，当時は，
美濃帯では，狩野謙一氏
らによって，オリストス
トロームの研究（例えば
Kano, 1979）が進んでいま
した．私も，オリストス
トロームの概念を導入し
て研究を進めましたが，
どうしても解せないこと
がありました．オリストストロームは堆積層であるので，層序
の概念に従うはずなのに，当時研究が進んでいた放散虫化石の
年代では，層序が成り立たない事例が多数見受けられました．
そんなとき，インドネシアで泥ダイアピルの研究をしていた
A. J. Barber氏と出会い，美濃帯にも泥ダイアピルの痕跡があ
るのではないか？と調べた結果，多くの場所で泥インジェク
ションや水圧破砕の礫などを発見することができました．そし
て，美濃帯のオリストストロームの多くは，泥ダイアピル起源
の「メランジュ」であると博士論文で結論づけました．

付加体地質図～付加体モデルの構築～
美濃帯の研究を進めるとともに，丹波帯，玖珂層群，秩父帯

などの付加体地質図を作成する過程で，放散虫化石という武器
で新たな視点を得ることが出来ました．１つは，海洋プレート
層序の復元です．同じ頃Matsuda and Isozaki（1991）を初め，
多くの研究者が海洋プレート層序の復元をテーマに研究を進め
ていました．メランジュを中心に研究していた私もメランジュ
ブロックから丹念に放散虫化石を抽出し海洋プレートを復元す
るとともに，美濃帯の広域に渡ってチャートのブロックと地質
年代の関係を調べました．その結果，大きなブロックないしス
ラブの大部分は三畳紀のもので，長径10m以下の小さなサイズ
のブロックはジュラ紀のチャートであることが分かりました

（脇田，2000）．これは，海洋プレート層序がメランジュ化する
過程で，選択的にブロック化したことを意味しており，従来オ
リストリスと呼ばれた巨大なスラブの大半は，海洋プレート層
序からメランジュ化する過程で，そぎ残された残骸であること
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メランジュ化は，海洋プレート層序の特定の場所で起こる．ジェラ紀付加体におけるメランジュ中の岩塊の大きさと地質時代

長野大会：受賞記念講演
2015年度日本地質学会賞・小澤儀明賞の記念講演（2015年９月11日於メル
パルク長野）の内容もとにして，各講演者の皆様に原稿をご執筆いただき
ました．



が分かりました．そして，ジュラ紀付加体の様々な地域の地質
図を総合すると，ジュラ紀付加体は，海洋プレート層序が海溝
に到達・付加し，付加体を構成して成長していく過程そのもの
の総合体であることが明らかになりました．このような研究に
よって，付加体の地質図は，海洋プレート層序をベースにして，
どのように破断変形していったかが示された「付加体形成図」
として描かれるようになりました．最近の付加体地質図は，こ
のように付加体の成因を正しく理解した上で描かれています．

閑話休題～清水寺の秘密～
皆さんは，京都東山の清水寺をご存知だと思います．あの荘

厳な佇まいも，実は地質学が関係しているというお話です．み
なさんは地質学者ですので，よもや清水寺の舞台から景色を眺
め，写真を撮って帰るだけのことはないと思います．きっと本
堂の横の層状チャートにお気づきのことと思います．清水寺は
丹波帯のチャートの上に立っています．それでは何故，清水の
舞台は飛び降りたくなるほど高い所にあるのでしょう？その秘
密は，海洋プレート層序です．清水寺の本堂はチャートで出来
ていますが，舞台の方は砥石型珪質粘土岩（前期三畳紀）で出
来ています．そして，たぶんその南側にはP-T境界があって，
そのあたりのデコルマ面で海洋プレート層序が切り離されて付
加したに違いありません．このように国宝清水寺は，海洋プ
レート層序から出来ています．ご本尊はその層序的上位にあり，
我々は三畳紀中期あたりからジュラ紀の方向に向かって，お参
り申し上げている訳です．海洋プレート層序のありがたいお話
でした．合掌．

地質図の問題点～モデルとしての地質図～
長年付加体の地質図を作り続けていて，１つ悩みがありまし

た．苦労して作り続けた地質図は本当にちゃんと利用されてい
るのだろうか？という悩みです．地質図は従来，紙で印刷され
販売されていました．印刷部数も少なく，高価で入手も困難で
す．せっかく作った地質図がちゃんと使われる必要があると考
えた私は，まず地質図の数値化に取り組みました．最初にアジ
ア各国と協力してアジアの地質図を地理情報システムで作るプ
ロジェクトを実施しました．現在アジア各国でデジタル地質図
が作られているのは，このプロジェクトに基礎があります．日
本でも現在の産総研を中心に地質図のデジタル化が進みまし
た．しかし，デジタル化してもCD-ROMなどで販売するだけで
は利用者は増えません．地質図をインターネットで提供するこ
とが次の課題でした．

地質図にはもう一つ課題がありました．それは，隣接する地
質図がしばしば異なる凡例で作成され，地質境界も全く連続し
ないことでした．これは，地質図そのものが本来持っている性
質に起因しています．地質図は，多くの人々が考えているよう

な地下の地盤の分布の事実を示したものではなく，研究を行っ
た得られた最善の地質モデルを提示したモデル図であるからで
す．地形図が地形をモデル化して等高線で表されるように，地
質図も研究した成果によって，地下の地盤の様子をモデルとし
て示したものです．付加体の研究が進み実態がより詳しく明ら
かになったことで，より詳しい付加体地質図が描けるように
なった理由はここにあります．

このように地質図がモデル図であることを理解すれば，隣接
する地質図が全く異なるものになることが理解できます．作成
時期の研究レベルや地質情報量，学説の変動など，様々な要因
で地質図は年々変化していきます．作成時期や作成者が異なる
地質図同士は，隣接していても繋がることはありません．当た
り前のことですが，これはユーザにとってとても不便なことで
す．土木工事にしても，防災計画を練るにしても，バラバラな
地質図では，プロでも利用が困難であり，素人では利用不可能
です．

シームレス地質図の登場
産総研では地質図を便利で使いやすいものにしようと，全国

の20万分の１地質図を使ってシームレス地質図を作ることにし
ました．その責任者を私が担い実行しました（脇田ほか，2008）．
シームレスとは「つなぎ目がない」と言うことで，隣接してい
る地質図同士の凡例や地質界線を統一して，つなぎ目のない地
質図を作ることを目指しました．そのために最初に必要となる
のがデジタル地質図です．ベクタ形式で保存された地質図を地
理情報システムによって編集作業します．次に重要なのが，統
一凡例です．凡例が同一でなければ，地質図を繋ぎ合わせるこ
とができません．そこで当時存在した100万分の１日本地質図
の凡例を元に統一凡例を作成し，すべてのデジタル地質図の凡
例を地理情報システムで変更していきました．その後，地質境
界を地形や大縮尺の地質図や論文などの多くのデータに基づい
て，追加・変更していきます．このような作業を繰り返して，
日本シームレス地質図の第1版を作成し，2003年にインター
ネット上で公開しました．ただし100万分の１地質図の凡例は
194しかなく，地質構造が十分に描けないことが判明したので，
のちに凡例数384の詳細版を作成し更新しました．

シームレス地質図の特徴は，なんといってもインターネット
配信にあります．地質図の普及を目的としていますから，イン
ターネットでいつでもだれでも「無料」で入手できます．地質
図はこれまで数千円で売られていましたから，この「無料」提
供はユーザにとって嬉しい変革でした．また，従来地質図は凡
例で地質図の内容を表示していましたが，シームレス地質図で
は，画面上にカーソルを置くだけでその場所の地質が分かり，
さらに専門用語を知らなくても読めるように工夫しました．現
在は，後進によるさらなる工夫と東日本大震災以降の利用増な
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は脇田までご連絡ください．

注２）例年と異なり，録音から興した文章でないため，講演そ
のものとは若干異なってますので，ご了承ください．

（ニュース誌編集委員会）

どで，多くの方々にご利用いただいています．

アジアの地質図とWeb流通
デジタル地質図の作成をアジア地域で始めた私は，その後も

アジアの地質図・地質構造図・自然災害図・鉱物資源図などを
デジタル化し，Web流通を進めてきました．世界地質図委員会
の下で作成した500万分の１アジア国際地質図は最新の成果で
す（Jishun et al., 2013）．そして2002年から10年間IUGS国際地
質情報管理運営委員会において進めてきた活動が，地質情報の
国際普及とWeb流通における地質情報の国際標準策定です．
我々は，地質情報がインターネット上で正しくかつ容易に流通
できるようなシステム作りを目指してきました．現在
GeoSciMLというマークアップ言語が確立し，地理情報国際標
準として認定されています．そして同じ仲間を中心に
OneGeologyというプロジェクトを推進し，世界の地質図（100
万分の１）をインターネット上で無料提供できるようにしてき
ました．現在世界121各国が参加しています．このように世界
でアジアで，インターネットを通じた地質情報の流通を進めて
きました．

地質図の未来へ向けて
米国地質調査所の第２代所長のジョン ウェズリー パウエル

氏は，今から120年以上前の1888年に「地質図は，専門家のた
めのものではなく，むしろ一般の人々のものである．（中略）
地質学者は，地質調査の結果を，（中略）農家や工芸家を含め
た一般の人々に分かりやすく提供する必要がある．」と述べて
います．地質図を正確に作るとともに，一般の人々の役に立つ
ように，分かりやすく使いやすい提供を心がけたいと思います．
また，地質図のようなモデル図の形だけではなく，露頭情報を
集め提供することも将来の新たな課題だと考えています．これ
は，産総研のような組織だけがやれば良いことではなく，地質
学に関わる地質学会全員が心にとめ，みんなで協力出来るよう
な未来が来るように心から願っています．そのために私も，山
口大学において学生と一緒に一層の努力をして参りたいと思い
ます．本日はどうもありがとうございました．



プログラム（IODP）では，
ファン・デ・フーカ翼部
の海洋性地殻内部の熱水
循環を調べるために，モ
ニタリング装置の設置な
どを行いました．ですか
ら友人からは「辻の専門
は何やねん？」と聞かれ
るときがあります．私は
地震探査などを用いて断
層などの地質現象を正確
に把握し，その時間変化をモニタリングやモデリングで推定す
ること（そのダイナミックな現象を研究すること）に興味を
持っています．ですから，ダイナミックな地質現象であれば，
どんなものでも対象にしてきました．今日は，南海トラフの話
をさせていただきます．

南海トラフで取得された反射断面図（図１）を見ると，深部
にあるモホ面から，浅部のメタンハイドレートまで，様々なサ
イエンスが凝縮しているのが分かります．あまり知られていま
せんが，南海トラフの海洋性地殻には巨大断層が密に発達し，
それがモホ面にまで達しています．また，その海洋性地殻内に
発達する断層がモホに達している部分では，モホ面の反射振幅
が強くなっており，蛇紋岩を示している可能性があると思いま
す．一方で浅い部分に注目してみると，熊野海盆には正断層が
密に発達しているのが分かります．３次元反射法地震探査デー
タを使えば，その断層の３次元形状を自動的に抽出することが
できます．このような地震探査データの解析技術の発展は目覚
しく，今後も，これまで知られていなかった地質構造や物性が
明らかになってくると思います．

南海トラフの反射断面図（図２）には，巨大地震や津波を引
き起こすとされている分岐断層と，その海側にある（トラフ軸
へと続く）プレート境界デコルマをみることができます．この
２つの断層は非常に卓越したものですが，それらの関係性は，
良く分かっていませんでした．しかし，これらの関係は重要で，
もし分岐断層に沿った変位が海側のプレート境界デコルマに伝
われば，巨大地震を引き起こす範囲が広くなり，津波が発生す
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今回は，日本地質学会小澤儀明賞をいただき，また，このよ
うな場で，私の研究を紹介する機会を与えていただき，大変嬉
しく，光栄に思います．今回の受賞講演では「地質学に貢献す
る地震探査」というタイトルで，話をさせて頂きます．

講演を始める前に，これまでお世話になった場所を，簡単に
紹介させていただきます．私は東京大学海洋研究所の徳山英一
先生のもとで博士課程を取得しました．その時に，南海トラフ
で取得された反射断面図にみられる断層構造の美しさに感動
し，研究者を目指そうと思いました．海洋研究所には，アグ
レッシブな先輩方がおり，研究生活を共にすることで，刺激を
受けることができました．その先輩方の何名かは，小澤賞を受
賞されており，私もそれに続くことができたことは大変嬉しい
です．また芦寿一郎先生や木村学先生には，学生の時から
フィールドへ連れて行って頂きましたし，未だにお世話になっ
ております．博士課程を取得した後は，海洋研究開発機構，京
都大学を経て，現在は九州大学で研究・教育を行っております．
今まで研究環境に恵まれ，研究を続けることができました．こ
れまでお世話になった方々は多く，全ての方々の名前を挙げる
ことはできませんが，皆様には大変感謝しております．

九州大学では，カーボンニュートラル・エネルギー国際研究
所に所属しています．カーボン・ニュートラルとは，二酸化炭
素を一定に保つという意味です．私は，この研究所で，二酸化
炭素（CO２）を地中貯留する研究を中心に行っております．こ
のCO２地中貯留プロジェクトは，大気中のCO２を削減するた
めに，火力発電所といったCO２の大規模排出源でCO２を回収
し，地下深部に圧入するというものです．このプロジェクトで
重要なのは，（1）CO２を圧入する地層を正確に調べて地質モデ
ルを構築すること，（2）圧入したCO２をモニタリングして圧入
CO２の分布や状態を調べること，（3）将来のCO２の挙動を予
測するためのモデリング技術を開発することです．つまり地球
科学の知識をフルに使うことが，このCO２地中貯留プロジェク
トの成功につながると考えられます．

一方，私はこれまで地震探査，掘削，野外調査，潜航調査な
どを使って，幾つかのフィールドを研究してきました．例えば，
2011年の東北地方太平洋沖地震の時は，地震前後に「しんかい
6500」などを使って調査を行いました．また統合国際深海掘削

図１．熊野沖で取得された反射断面図

（上図）と，その解釈図（下図；Tsuji et

al., 2013, Tectonophysics）．一枚の反射

断面図にサイエンスが凝縮されている．

地震探査データ解析の高精度化によるプレート境界断層の形態と
応力分布に関する研究

辻　健（九州大学カーボンニュートラル・エネルギー国際研究所）

る領域も広くなることになりま
す．そこで我々は，高解像度の
弾性波速度（P波速度・S波速度）
を推定するため，波形インバー
ジョンという手法を適用しまし
た．少し専門的な話になります
が，一般的に地震探査データか
ら弾性波速度を推定する際には，
波の伝わる時間（走時）を使い

日本地質学小澤儀明賞



122年年会記事：記念講演

日本地質学会News 18（12）6

ます．しかし，我々は走時だけではなく，波形の形状そのもの
を利用することで，解像度良く弾性波速度を推定することに成
功しました．これまでの解析では，地震断層を弾性波速度分布
から議論することが出来ませんでしたが，波形インバージョン
を用いることにより，断層における弾性波速度の変化を知るこ
とができるようになりました．さらに，この高い解像度の弾性
波速度に対して，クラックモデルをベースとした岩石物理モデ
ルを適用することで，プレート境界デコルマや，分岐断層周辺
の間隙水圧分布を推定することができました．この間隙水圧を
推定する部分が，私のデータ解析の中で一番オリジナリティの
ある部分ですが，発表時間の関係で説明を省略させていただき
ます．

間隙水圧は，断層の安定性に関係していると考えられていま
す．つまり間隙水圧の分布から，活動的な断層の分布を推測す
ることができると考えられます．間隙水圧分布をベースにして
解釈した断層分布（図２上）は，既存の解釈（反射断面図だけ
を用いた解釈；図２下）と大きく異なっていることが分かりま
す．分岐断層とプレート境界断層の関係がクリアになり，また，
この新しい解釈（図２上）では，分岐断層と解釈されていた断
層は，プレート境界断層そのもので，それがトラフ軸周辺まで
連続しているという新しい断層システムが明らかになりまし
た．この結果は，地震時にプレート境界断層に沿って，滑りが
南海トラフ軸まで到達する可能性を示唆しています．

最後に，我々が現在，取り組んでいる研究を紹介させて頂き
たいと思います．露頭などで観察される地質と，地震探査の距
離を縮めるために，「デジタル岩石物理」という手法の開発を
行っています（図３）．今回の発表で紹介した間隙水圧分布

（図２上）の推定には，理想化された間隙形状（クラックモデ
ル）を仮定した岩石物理モデルを使っています（図３）．しか
し実際の露頭で見られる岩石は，理想的なクラックでは表現で
きないような間隙や亀裂が存在しています．その実際の露頭情
報を，なんとかして地震探査データの解析・解釈に生かしたい
と考えています．そのために，地質構造をデジタル化し，実際
の岩石の間隙形状をそのまま生かした解析を実施することを試
みています．

近年，可視化技術の急速な発達により，天然岩石内の流体挙
動や弾性応答に関する研究が急速に展開されてきました．例え
ばマイクロフォーカスX－CTという装置を用いれば，実際の
岩石の３次元間隙形状（デジタル岩石）を，1μm程度の解像
度で抽出することができます（図４）．このデジタル岩石に対
して，流体シミュレーションや波動シミュレーションを実施す
れば，実際の間隙形状を考慮した水理特性や弾性特性の推定が
可能となります（図４）．我々は，巨大なデジタル岩石に対し
て格子ボルツマン法（LBM）を適用し，間隙内の流体挙動の
計算を行ってきました．一般的なLBMシミュレーションでは
計算の制限から，小さなスケールで実施されることが多かった
のですが，GPUを用いた並列計算により，高解像度かつ世界最
高グリッド数の岩石モデルに対して，LBMシミュレーション
を行うことに成功しました．この計算モデルの大型化により，
岩石スケールで実施される実験結果と比較し，シミュレーショ
ン結果を検証することが可能となってきています．今後は，ま
すます岩石や地層のデジタル化が進むでしょう．例えば，地層
内の間隙水圧の四次元分布は，連続的なモニタリングやモデリ
ング技術の発展によって，正確にデジタル管理され．さらに将
来的には，地震や火山といったテクトニクス活動も管理できる
ようになる可能性があると思います．このようなジオマネージ
メント化の流れの中で，地層のデジタル岩石は欠かせないツー
ルになると考えられます．

最後にいろいろと夢を話してしまいましたが，この賞に恥じ
ぬよう，これからも研究に邁進致します．今後ともよろしくお
願い致します．

図２．岩石物理モデルを用いて波形インバージョンの結果から推定

した間隙水圧分布（Tsuji et al., 2014, EPSL）と，それに基づく断

層分布（上図）．断層分布が，これまでの反射断面図を用いた解釈

（下図）から変わっている．

図３．これまで間隙水圧の推定などに用いてきた理想化された岩石

モデルと，実際の岩石をデジタル化した「デジタル岩石」モデル．

図４．デジタル岩石に流体挙動シミュレーションや弾性波動シミュ

レーションを適用すれば，水理特性や弾性特性を推定できる．また

鉱物化も再現できる．
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地震火山こどもサマースクールは，1999年

夏から小・中・高校生を対象にはじまった行

事で，現在，日本地震学会，日本火山学会，

日本地質学会が共同で実施する地球科学関連

では最大規模の体験学習講座です．今回，下

記により2016年度に実施する第18回の開催地

を公募いたします．

応募資格：

１．地震火山こどもサマースクールの主旨に

賛同し，現地事務局を設置できる団体．応

募が採択されたのち，三学会（地震・火

山・地質学会）のスタッフと現地事務局で

実行委員会を結成．この実行委員会がサ

マースクールを実施します．

２．現地学校の夏休み期間中に，１泊２日の

日程（土日が望ましい）で，サマースクー

ルを実施できること．

３．こどもとスタッフの宿泊に供することが

できる宿泊施設を確保可能なこと．

募集期間：2016年１月12日～２月12日

申し込み方法：必須事項を専用の用紙に記入

の上，地震学会事務局にメールまたは郵送に

て申し込む．（郵送の場合は消印有効）

選考結果の通知：２月末日までに，メールに

て採用か不採用かを連絡します．

本件に関する連絡先：公益社団法人日本地震

学会事務局（担当：地震学会普及行事委員会）

〒113-0033 東京都文京区本郷６-26-12東京

RSビル８F

E-mail:zisin@tokyo.email.ne.jp

TEL：03-5803-9570 FAX：03-5803-9577

募集に関する詳細，応募用紙は下記を参照し

て下さい

http://www.zisin.jp/modules/pico/index.ph

p?content_id=3273

2017年度地震火山こども
サマースクール開催地候補募集

ご案内

本会以外の学会およ

び研究会・委員会か

らのご案内を掲載し

ます．

教員・職員公募等の求人ニュ

ース原稿につきましては，採

用結果をお知らせいただけま

すようお願い致します．

公募

公募人数：水・物質循環部門・教授１名

研究分野：有機地球化学．有機化合物を指標

とする環境変動解析に関する幅広い見識を有

し，多分野間の共同研究を推進できる方を希

望します．

当研究所は，寒冷圏および低温環境下にお

ける自然現象の基礎と応用の研究を目的とす

る共同利用・共同研究拠点の研究所であり，

その中で当該部門は，寒冷圏を主な対象とす

る，地球上の熱・水・物質の循環と変動に関

する研究を中心課題としています．このよう

な理念を理解し，所内外の研究者との共同研

究を積極的に遂行するとともに，北海道大学

大学院での教育にも十分な能力のある人材を

求めます．なお，教育は北海道大学大学院環

境科学院を担当して頂く予定です．

着任時期：平成28年４月１日以降なるべく早

い時期

任期：なし

応募締切：平成28年１月29日（金）必着

書類提出先：〒060-0819 札幌市北区北19条

西８丁目

北海道大学低温科学研究所長　江淵直人

情報入手，問い合わせ先：

a．研究所の概要，関連する研究分野のス

タッフについては，当研究所のホームページ

（http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/）をご覧

ください．

b．問い合わせ先：北海道大学低温科学研究

所 教授　渡辺　力

TEL：011-706-5488，FAX：011-706-7142

E-mail：t-wata@lowtem.hokudai.ac.jp

提出書類等公募に関する詳しい情報は，下記

を参照して下さい．

http://www.lowtem.hokudai.ac.jp/koubo.ht

ml

募集人員：助教＊１名（＊特定雇用の後，常勤

雇用となります．詳細はホームページを参照

してください．）

所属：学術研究院理学系

専門分野：岩石学，地球化学と地質学分野

担当授業科目：野外実習と顕微鏡観察に関係

信州大学理学部理学科
地球学コース助教公募

北海道大学低温科学研究所
教員の公募

助成の趣旨

近年の自然科学の進歩はめざましく，各学問

分野の研究の深化はもとより分野間の相互作用

によりつぎつぎに新たな研究領域が誕生しつつ

あります．このような状況のもとで自然科学の

すべての分野にかかわる独創的かつ先駆的研究

を支援します．さらに既成の概念にとらわれず，

新しい発想で複数の領域にまたがる研究に対し

ても大きな期待をよせ，助成します．

応募期間：平成28年１月５日（火）～２月2日

（火）（必着）

【申込書提出先】

公益財団法人　三菱財団事務局

〒100-0005 東京都千代田区丸の内２丁目３

番１号　三菱商事ビルディング21階

Tel．03-3214-5754

第47回（平成28年度）
三菱財団自然科学研究助成

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．

する実習・実験（地質調査法実習，地質調査

演習，鉱物岩石学実験など）を主に受け持っ

ていただき，松本キャンパスにおいて共通教

育科目（地学概論や地学実験などの一部）を

担当していただくこともあります．また，大

学院総合工学系研究科（博士課程），大学院

総合理工学研究科（修士課程）及び理学部の

地球学コースの教育と研究指導を担当してい

ただきます．そのほかに，管理運営業務にも

従事していただきます．

応募資格：博士の学位取得の方，若しくは着

任時までに取得見込みの方で，野外調査を基

礎とした地球学分野に関する研究に実績を有

し，外部資金の獲得，社会活動，国際的活動

に対しても意欲的に取り組んでいただける方

を求めます．なお，地質図を公表している方

が望ましい．

応募締切：平成28年２月５日（金）必着

着任予定日：平成28年３月１日以降なるべく

早い時期

応募書類の送付および問い合わせ先

〒390-8621 長野県松本市３-１-１｠信州大学

学術研究院理学系長 尾関寿美男 宛

e-mail：makinox＠shinshu-u.ac.jp

公募の詳細については必ず以下のホーム

ページを参照してください．

http ://www.shinshu-u .ac . jp/faculty/

science/recruit/#069548



等の政府方針や消防防災行政における重要施

策等を踏まえ，下記のとおり研究開発課題を

募集します．

１．募集期間：平成27年12月２日（水）～平

成28年２月５日（金）17時まで

２．対象とする研究開発課題：

テーマ設定型研究開発（消防庁があらかじめ

テーマを設定したもの）

１年間，２年間又は３年間で，対象とする

技術ごとに設定する目標時期までに，

所要の成果を達成出来る期間

テーマ自由型研究開発（研究者が自ら設定し

たテーマによる提案を受け付けるもの）

Fax．03-3215-7168

応募方法の詳細は，HPをご参照下さい．

http://www.mitsubishi-zaidan.jp

「消防防災科学技術研究推進制度」は，消防

防災行政に係る課題解決や重要施策推進のた

めの研究開発を委託する競争的資金制度です．

平成28年度は，「科学技術イノベーション

総合戦略2015」（平成27年６月19日閣議決定）

「消防防災科学技術研究
推進制度」平成28年度
研究開発課題の募集

※平成28年度は，テーマ設定型研究開発を優

先的に採択することとしています．

３．応募方法：

公募要領に従い，府省共通研究開発管理シ

ステム（e-Rad）により応募を行ってください．

http://www.fdma.go.jp/neuter/topics/fieldL

ist4_2/h28koubo.html

＜担当＞

消防庁総務課（消防技術政策担当）中越・和田

Tel：03-5253-7541 Fax：03-5253-7533

Mail：t.wada@soumu.go.jp
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名誉教授となってからも，NSFのグラントを

用いて，一人でザーコンの年代学的議論を行

い，論文を最近になるまで発表していた．新

しい手法を最後まで追求し，決してあきらめ

ないという研究者の鏡であったと思う．その

ような，ある意味では地道で，ある意味では

斬新な研究態度は，多くの若手研究者をもひ

きつけ，その研究活動と教育活動により，多

くの賞を受賞している

（http://www.geosociety.org/awards/14spee

ches/riprapp.htm）．

氏 は 2 0 1 5 年 ７ 月 2 1 日 に ， ト ン ガ の

Nuku'alofaでの研究調査中の夜，就寝中に亡

くなられた．２か月前に他界したジャッキー

pixtoさんが最も好きだったというトンガの

Nukulekaに埋葬されたという（http ://

matangitonga.to /2015/08/03/william-r-

dickinson-laid-rest-nukuleka）．南太平洋地域

の考古学（特に海岸砂と海水準変動との関連，

人類の移動）にも造詣が深かった．まさに，

生涯現役を貫いた氏の象徴的な最後であった

と思う．

正会員　小川勇二郎

Billと呼ばれて親しまれていた米国の地質

学者，ツーソンのアリゾナ大学名誉教授，ア

メ リ カ 学 士 院 会 員 の William Richard

Dickinson氏が過日亡くなられた．83歳で

あった．氏は1931年米国テネシー州のナッ

シュビル近郊で生まれ，スタンフォード大学

（学部，修士，博士，准教授，教授）から

1979年にアリゾナ大学に移り，長年北米の古

地理の復元やテクトニクスの議論を最後まで

続けていた．特に，砂岩の供給地と意義を示

すQFLダイアグラムは，ディッキンソン・

ダイアグラムとして知られ，学生時代にそれ

を学んだ日本の研究者も多いことだろう．北

米の安定大陸に島弧や造山帯などが含まれる

地域では有用である．しかし，氏の日本の地

質学とテクトニクス論に与えた影響は，プ

レートテクトニクス論のごく初期に，日本を

いち早く訪れ，斬新な語り口で，若い地球科

学者に大きなショックを与えたことにあると

思う．氏は1976年６月に初来日し，各地の大

学を訪問し，多くの研究者・学生と講演会や

フィールドで交流した．さらに，1978年３月，

学術会議講堂で開かれたGeodynam i c s

Project（GDPと呼ばれたプロジェクト；そ

の後，ILP（国際リソスフィアプロジェクト

に発展））の集会にも来日し，日本の若手に

大きな影響を与え，1978年Journal of the

Physics of the Earth Vol. 26の特集号の巻頭

をかざる，北太平洋地域のプレートテクトニ

クスの著名な論文を寄せた．それは，日本を

中心とするこの地域のプレートテクトニクス

を北米や太平洋全域のテクトニクスとの関連

で論じた世界初の論文であり，その後の日本

のテクトニクス研究に大きな影響を与えた．

会員の声

ウィリアム・R・ディッキンソン氏
を悼む

2013年５月，カリフォルニア州フレズノでの

GSAコルジレラン・セクションで．右は愛

妻ジャッキーさん．筆者撮影．

そのころすでに九州大学では勘米良亀齢氏

によって，プレートテクトニクス的な議論が

四万十帯の地質などに関して行われていた

が，残念ながら氏の新しい概念を吸収する下

地は，日本ではまだ十分ではなかった．しか

し，その訪問の影響をポジティブに受けた

人々の中から，その後多くの重要な研究が，

四万十帯や南海トロフなどを中心として行わ

れ，日本が世界のプレートテクトニクスの代

表的な模式地の一つとして今日に至ったこと

は，よく知られている．氏の当時の発想は，

アメリカ西海岸（カリフォルニア州）の白亜

紀のセッティングに注目し，東から，シエラ

ネバダ，グレイトバリー，フランシスカンを，

それぞれ島弧の火成帯（カコウ岩帯），前弧

盆，海溝斜面から海溝にかけての付加体

（subduction complexと呼んでいた）に対応

すると考え，プレートテクトニクスの実態と

地質作用が過去にさかのぼることができると

いうことを試みたことである．また，世界の

沈み込み境界における堆積盆地のセッティン

グのタイプ分けを行い，シェル石油の

Donald Seely氏とともに，そのテクトニクス

上の意義を論じたことである．すべて1970年

代のことである．プレートテクトニクス論議

の初期にその実態と大局的観点を素早く認

め，勇気をもって議論したことは，現在でも

高く評価されている．

筆者が1976年に，氏とともにフィールドを

一緒した時の印象は，今でも強烈である．特

に，大井川上流域のタービダイトの露頭によ

じ登り，その詳細な堆積構造を食い入るよう

に見ていた．露頭はこうして観察するものだ，

と強い印象を受けた．そばには，愛妻ジャッ

キーさんの暖かく見守る姿があった．

氏はアリゾナ大学に移ってからも，北米大

陸のコルジレラやコロラドプラトーなどの広

大な地域を，共同研究者とともに，ある場合

には一人で研究を続け，毎年のようにアメリ

カ地質学会に顔を見せていた（写真）．氏は
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（矢野孝雄）

（2003）』，天野一男・秋山雅彦『フィールド

ジオロジー入門（2004）』，などが知られてい

る．

このたび新しく上梓された本書には，著者

の想いが次のようにこめられている．「ここ

で述べる地質調査の方法とは，とくに地層を

調査する時の歩きかたや露頭のみかたなどの

具体的で基本的な方法になります．ですから，

この本にしたがって地質調査の基本を習得し

て，ぜひ自分の地質調査の方法を磨いていっ

てください」，と．そして，以下の目次にし

たがって，調査法がわかりやすく解説されて

いく．

はじめに

１．地質調査の方法

1-1．地質調査の準備

1-2．地質調査の基本

２．堆積岩のみかた

2-1．堆積岩の分類

2-2．礫岩層

2-3．砂岩層

2-4．石灰岩

３．火山岩と地質構造のみかた

3-1．火山岩のみかた

3-2．地質構造のみかた

４．地層のみかた

4-1．堆積相と堆積システム

4-2．地層の形成

５．地質図学と地質図の作成

5-1．地質図学

5-2．地質図の作成

６．参考資料

6-1．露頭でよくでる英単語

6-2．地質時代

6-3．ウルフネット

本書の特徴は，つぎのようにまとめられる．

①　当該出版社から刊行されて好評を博して

いる「minimumシリーズ」の第４弾である．

このシリーズは，最小限の文章でコンパクト

に記述し，イラストをふんだんに用いた平易

な解説書である．本書も親しみやすい入門書

で，長い学術的文章を読むのは苦手だという

向きにも“打ってつけ”である．

②　わが国で刊行された地質調査の解説書の

なかでも，とくに初学者の目線で書かれた入

門書である（図１-a）．調査に役立つ情報が

本書全体に機能的に配置されている．たとえ

ば，おもて+うら表紙の袖には，代表的堆積

相を示す17枚の鮮明な露頭写真が組み込ま

れ，簡明な解説が付されている．「6-1．露頭

でよくでる英単語」も出色で，中年の評者に

は昔が思い出されて，ほほえましくもある．

本書は，初学者にとって“かゆいところに手

がとどく”実用性に貫かれているといえよう．

③　地質調査のコツ（たとえば，図１-b）は，

野外調査のさまざまな場面で，逐次，先達者

から伝えられたり，自ら学びとることが多い．

ところが，本書にはそれらがまとめて書かれ

ていて，初学者は調査の前/後に系統的に学

ぶことができ，調査中に必要項目をすぐにひ

地質調査は地質学の入り口であり，究極の

課題でもある．地質関係の学科を卒業すると，

だれしも地質調査の基礎を習得することがで

きる．しかし，実際のフィールドの地質を十

分に解明できるようになるには，①長年の経

験の蓄積，②幅広い地質学の素養，③深い洞

察力が必要である．こうした研鑽をつむと，

地質構造をとらえる立体“勘”が養なわれ，

さまざまな地質現象が生起する長大な時間・

空間も体得されていく．

こうしてみると，地質調査は地質屋の生み

の親，そして，育ての親ともいえる．さまざ

まな観測・分析器機や解析方法が開発された

今日にあっても，地質調査は地質研究ならび

に地質学の社会貢献において中軸的役割をは

たしている．

地質調査の解説書として，戦後に稲井　豊

『地質調査（1948）』，湊　正雄・小池　清

『地質調査法（1954）』，三梨　昂・山内靖喜

［編著］『地質調査法（1987）』，狩野謙一『野

外地質調査の基礎（1992）』，坂　幸恭『地質

調査と地質図（1993）』，日本地質学会地質基

準委員会［編著］『地質学調査の基本（2003）』，

全国地質調査業協会連合会［編］『地質調査

要領―効率的な地質調査を実施するために

もとくこともできる．（欲をいえば，巻末に

事項索引がほしいところである．）

④　本書の力点は「地層を調査する時の歩き

かたや露頭のみかた」におかれている．「４．

地層のみかた」は，堆積相解析・シーケンス

層序を学ぶ際の導入としても優れている．

以上の特徴をもつ本書の刊行の背景には，

著者がつみかさねてきた次の２つの蓄積が

あったものと思われる．

第１は，多くの初学者と寝食をともにして

団体研究を続けるなかで磨きあげられた卓抜

した地質調査のセンスと，“育ての親”とし

て伝授してきた地質調査法のエッセンス．

第２は，本書の前身となった自費出版書

『地質調査入門』―1991年以降，４版を重ね

た―の改訂のたびに行われた内容の改善と充

実．

読後には，本書で解説された地質調査法と

その実践がどのような研究成果として実を結

ぶのか，さらなる興味が湧いてきた．著者の

長年にわたる調査研究の成果はすでに多数の

論文・著書・普及書に公表されている．それ

らを集大成した幾冊かの成書が上梓される日

が待望される．

地質学をこころざず若い方々，地質調査法

の実習・指導を担当されている方々，そして，

日々地質調査にたずさわっておられる多くの

みなさまに，一読をお薦めしたい．

紹　介

地質調査入門

柴　正博　　著

東海大学出版部，2015年９月30日，B６変

形判（18.4×11.8×0.7 cm），上製112頁，

定価1,200円+税，ISBN 978-4-486-02077-6

豊富なイラスト　（a）地質調査のかっこう，

（b）沢すじを入れる．（本書より）



Oroclines: Implications for Gondwana and

Pangea（S.T. Johnston）」を含む講演６題が

あった．

ランチとポスターセッションのあと，午後

は２時から第２分科会「ゴンドワナ縁辺のテ

クトニクスと地球物理」で，２題の基調講演

「Tectonic architecture and multiple orogeny

of the Qinling Orogenic Belt, Central China

（Y. Dong」と「Seismic tomography and

mantle dynamics（D. Zhao）」を含む講演８

題があった．分科会の後にはIAGR年会と晩

さん会があり，Gondwana Research最優秀論

文賞「Detrital zircon U-Pb age and Hf

isotope constraints on the generation and

reworking of Precambrian continental crust

in the Cathaysia Block, South China: A

synthesis. Gondwana Research, 25, April

2014, 1202-1215, Xian-Hua Li, Zheng-Xiang Li,

Wu-Xian Li」が発表され，著者を代表してX-

H Li氏がIAGR会長のG.Zhao氏から表彰され

た．晩さん会は次々と飛び出す各国参加者の

美しい（？）歌声にやんやの喝采で大いに盛

り上がった．

23日は９時からIGCP592関連の第３分科

会「中央―東アジアにおける大陸形成」があ

り，２題の基調講演「Recognizing OIB and

MORB in accretionary complexes: A new

approach based on ocean plate stratigraphy,

petrology and geochemisty（I. Safonova and

S. Maruyama）」と「Accretionary and

collisional tectonics of SW Iran（W. Xiao et

al）」を含む11題の講演がランチ・ポスター

表題の会が10月21日から23日の３日間，筑

波大学で開かれた．21日は夕方から参加登録

とアイスブレーカーパーティー，22，23日は

学術シンポジウムの他IAGR年会，役員会や

Gondwana Research誌編集委員会などが行わ

れ，24，25日はシンポジウム野外巡検が房総

半島で行われた．以下に学術シンポジウムを

中心に報告する．

大会会場は筑波大学会館で，講演会場は３

階の国際会議場，ポスター会場は２階のホー

ルで，いずれも広々としたよい会場であった．

大会の参加者は16か国から95人で，国別参加

者の内訳は多い順に次の通りであった．日本

31，中国30，韓国６，アルジェリア６，香港

４，インド３，ロシア３，台湾２，トルコ２，

米国２，オーストラリア，バングラデッシュ，

カナダ，ナイジェリア，スリランカ，タイ各

１であった．中国の参加者と講演数が多いの

は，最近のGondwana Research誌の傾向を反

映しているかのようであった．学術シンポジ

ウムの発表は講演31題，そのうち中国人の発

表が最多で13題，ポスター発表は56題で，日

本人の発表が20題で最も多かった．

22日は筑波大学地質科学教室主任の久田

健一郎氏の開会宣言そのほかがあり，引き続

いて，第１分科会「ゴンドワナの集合と超大

陸テクトニクス」があった．ここでは３題の

基調講演「The ultra-hot Gondwana crust

（M. Santosh）」，「Biological, geophysical and

tectonic transitions during the assembly of

Gondwana（J.S. Meert et al）」と「Variscan

セッヨンブレークを挟んで行われた．

15時のティーブレークの後，第4分科会

「火成作用と鉱化作用」があり，基調講演１

題「The“Jiaodon type”gold deposits:

Metallogenic response to craton destruction

（S-R Li et al）」を含む６題の講演があった．

ポスターセッションでは，日本の南極研究

者らによる詳しい岩石学的研究，中国人によ

る中国北部のテクトニクス研究，アルジェリ

アグループによるアルジェリア基盤地質の地

球物理学的研究などが目を引いた．

最終日の閉会式では，学生のポスター

賞 の 発 表 が あ り ， 最 優 秀 賞 は T. Li他

「 Paleoproterozoic（ ca2.1-2.0 Ga） arc

magmatism in the Fuping Complex:

Implications for the tectonic evolution of the

Trans-North China Orogen」第２位は飯沼ら

「Ultrahigh-density carbonic fluid inclusions

from the Palghat-Cauvery Suture Zone,

Southern India」，第３位はZ. Boukhafa

「Underlying structure of Gour Oumelalen

（Egere-Alleksod terrane, Central Hoggar,

South of Algeria）: Preliminary results of the

processing of first magnetotelluric data

acquired in the area」が獲得し，賞状と祝福

を受けた．

以下に筆者らの個人的感想等を収録する．

＜吉田＞今回は講演全体を通じて地殻テクト

ニクス研究で地震波トモグラフィーが普通に

活用されるようになっていることに感銘を受

けた．また，J.G.Meertらの基調講演では地質

データから先カンブリア代末期～カンブリア

紀の地磁気変動の激変が示され，そのことが

もたらしたオゾン層破壊と紫外線増加が生物

界の大変化に強く影響したことが指摘され

た．これらのように，ゴンドワナ研究は従来

の地質学から多方面の地球物理学を積極的に

取り込むことが当たり前になっていることが

実感された．そのほかの発表では，外田らが

詳しい岩石学的解析を踏まえた年代学研究か

ら，セロンダーネ山地では700－550Maの３

回の重複変成作用が区別されることを示し，

そのゴンドワナ広域テクトニクスにおける意

義を論じた．彼らの研究は，かつて私が

リュッツオホルム湾地域で指摘した３回の重

複変成・変形作用史と整合的であり，興味深

かった．
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国際ゴンドワナ研究連合（IAGR）2015年大会及び
ゴンドワナからアジア第12回国際シンポジウム参加報告

吉田　勝（ゴンドワナ地質環境研究所）・宮本知治（九州大学地球惑星科学教室）・

深見　潤（山口大学大学院理工学研究科地球科学専攻）

IAGR会長のG. Zhao氏（右）から祝福と 賞

状を受けるX-H Li（左）



き取れなかったのは残念だった（私だけだっ

たのだろうか？）．

東北大・趙大鵬教授の最新のトモグラ

フィーの結果は，これまでの研究成果を受け

た詳細なものであり，その翌日のI.Safonova

博士が提示された東アジア地下の地震波から

想定した広域的な地殻構造も興味深かった．

GondwanaとPangeaとの関係を彼独自の視点

で語ってくれたStephen T. Johnston教授（現

在，アルバータ大学）が語ってくれた「９月

に大学を移ってまだ梱包も十分に解かないま

ま来たんだ」との言葉は，研究室移転直後に

参加した私（宮本）のみならず，夏には耐震

工事が終わったご自分のオフィスで未開梱の

荷物に埋もれながらこの会の準備に専念され

てきた筑波大学・角替敏昭教授も共感される

だろう．

余談ながら，筑波大学大学会館の国際会議

場が口頭発表の会場であったが，その座席が

一つ一つ立派なソファで座り心地が良かっ

た．しかしそのため，昼食後は睡魔との戦い

で多少辛い思いもした．

＜宮本＞参加者100名ほど．アジア・アフリ

カからの出席者が多いのは会の主旨に因るも

のでもあるが，欧米からの出席者も多岐に渡

り，それぞれの専門で質疑応答が白熱するこ

ともしばしばであった．それでも皆が和気

藹々だったのは，二日目夜の懇親会にて各国

の代表者が母国馴染みの歌をそれぞれの美声

で披露したことでも明らかである．ただし，

Exciting Speakerの流暢な英語はなかなか聞

＜深見＞国内で開催される国際学会（IAGR）

があるのだが参加してみないかという話を担

当教授からいただき，本学会へエントリーし

た．国際学会への参加は初めてであった．多

くの国々の先生方の発表と活発な議論が目の

前で繰り広げられたのだが，英語を聞き取ろ

うとすることで精一杯だった．その中でも印

象に残っている発表はXiao- Fang Heさんの

発表である．この方は修士課程を１年で修了

し，現在は博士課程１年目．ほとんど同年代

であるにもかかわらず，堂々と堪能な英語で

発表するその姿は，自分にとって大きな刺激

であった．また，海外の学生だけでなく，国

内の学生の方々と話す機会も自分にとっては

大切な経験となったと感じる．

最後に，角替先生をはじめ，本学会でお世

話になった皆様に感謝の意を表します．さら

に本学会を円滑に運営してくださった筑波大

学の学生の方々にも感謝しています．

（写真はすべて大会組織委員会に提供して頂

いた）

日本地質学会News 18（12） 11

学協会・研究会報告

学生ポスター賞受賞者たち，右からL. Tang，

飯沼美奈子， Z. Boukhalfaら

Arthur Holmes Meeting 2015参加報告

石澤尭史＊１・渡部真史＊２・後藤和久＊３・池原　研＊４・Simon Wallis＊５・井龍康文＊１

＊１ 東北大学大学院理学研究科地学専攻
＊２ 東北大学大学院工学研究科土木工学専攻
＊３ 東北大学災害科学国際研究所
＊４ 産業技術総合研究所地質情報研究部門
＊５ 名古屋大学大学院環境学研究科地球環境科学専攻

写真２　会場の様子．

2015年９月25日に英国・ロンドンにおい

て，ロンドン地質学会と日本地質学会の共催

企画であるArthur Holmes Meeting 2015が

開催された．両学会の共催企画は2014年に鹿

児島で開催された日本地質学会の学術大会で

も行なわれており，今回はそれに続く２回目

の企画であった．なお，ロンドンでの会議に

先立って，９月22～24日にシェトランド諸島

の津波堆積物を対象とする巡検も実施され

た．同巡検については，地質学雑誌の口絵で

紹介する予定であるので，本稿ではロンドン

で開催された，本会議の概要についてのみ報

告する．

本会議は“Tsunami Hazards and Risks:

Using the Geological Record”と題するもの

で，地質記録を用いた津波のリスク評価に焦

点が置かれた．理学のみならず工学などの分

野から総勢94名が参加し，15件の口頭発表と

22件のポスター発表が行われた．会場は，ロ

ンドン市の中心街であるピカデリーに位置す

るロンドン地質学会（写真１）である．ロン

ドン地質学会は1807年に発足し，「地質学原

理」の著者として有名なチャールズ・ライエ

ルなども歴代会長として名を連ねる伝統のあ

る学会である．館内には図書館や会議室が併

設されており，その長い歴史の中で集められ

てきた貴重な資料が豊富に納められていた．

２階の会議室には，有名なピルトダウン人の

頭骸骨を前にしたチャールズ・ドーソンら７

名の科学者を描いた絵画が展示されていた．

地球科学史上，最大のスキャンダルともいえ

るピルトダウン人捏造事件を恥辱として葬り

去ることなく，警鐘として長く記憶に配慮が

なされている点に，ロンドン地質学会の懐の

深さが感じられた．

会議は，ロンドン地質学会会長のDavid

Manning博士と日本地質学会会長の井龍によ

る開会の挨拶から始まった（写真２）．会議

は全３部から構成されていた．第１部は，

Tsunami in Europe and the Atlantic

Marginsをテーマとして４件の口頭発表が行

われ，大西洋沿岸域の地質記録から読み取ら

れる古津波情報を活用した数値シミュレー

ション結果などが発表された．研究対象は津写真１　会場となったロンドン地質学会．



最後に，シンポジウムを主催したロンドン

地質学会および日本地質学会，スポンサーと

して会議を支援していただいたグレートブリ

テン・ササカワ財団ならびにThe Lighthill

Risk Networkに謝意を表する．

波によって形成された砂層から津波石と呼ば

れる巨礫など様々であり，さらには火山噴火

に起因する津波の発表もあった．第２部では

Tsunami Impactsをテーマとして６件の口頭

発表が行われた．津波のシミュレーションか

らその津波による沿岸域への影響を推定した

発表や海底における津波の影響の報告のみな

らず，津波堆積物研究が国や自治体の政策に

与える影響などに言及する発表も行なわれ

た．第2部の途中には昼食とポスター発表の

ために休憩が設けられた（写真３）．限られ

た時間ではあったが，ポスターの前で食事を

片手に積極的に議論が行われた．第３部では

Risk Modellingをテーマとして５件の口頭発

表が行われた．津波のシミュレーションやそ

れを用いたリスク評価に関係する発表が主で

あり，主に地球物理学的視点からの研究成果

が報告された．

学会後には，在英日本大使館でレセプショ

ンが行われた．大使からは，日英の交流の歴

史が紹介され，地質学においても積極的な交

流が行なわれることを期待するという内容の

挨拶をいただき，その後，なごやかな雰囲気

で参加者との交流を深めることができた．

本学会には英国や日本で活躍する研究者

が，分野の枠を超えて，多く参加し，活発な

議論が行われ，非常に刺激的かつ充実した会

議であった．今後も，日本地質学会とロンド

ン地質学会の学術交流を維持・発展させ，地

質学上の諸問題について，同様の会議が企画

されることを希望かつ期待したい．
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写真３　ポスターセッションの様子．

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

月　February
★西日本支部平成27年度総会・第
167回例会
２月20日（土）９:00～

場所：熊本大学黒髪南キャンパス 理学部２

号館

2

1

2015.12～

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　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

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）

12

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

25.html

月　May
★一般社団法人日本地質学会第8回
（2016年度）代議員総会
５月21日（土）

会場　北とぴあ 第２研修室（東京都北区王

子）

○日本地球惑星連合
５月22日（日）～26日（木）

会場：幕張メッセ　国際会議場

投稿開始：１月７日（木）

早期締切：２月３日（水）24:00

最終締切：２月18日（木）12:00

http://www.jpgu.org/meeting_2016/index.htm

月　June
（共）Goldschmidt2016
６月26日（日）～７月１日（金）

会場：パシフィコ横浜

要旨受付：１月１日～２月26日

http://goldschmidt.info/2016/index

月　August
○第35回万国地質学会議
８月27日（土）～９月４日（日）

会場：南アフリカ共和国ケープタウン，国際

コンベンションセンター

http://www.35igc.org/

月　September
★日本地質学会第123年学術大会（東
京・桜上水大会）
９月10日（土）～12日（月）

会場：日本大学桜上水キャンパス（東京都世

田谷区）

9

8

6

5
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日本地質学会主催，産総研地質調査総合センター共催の上記
研修が，11月９日（月）～11月13日（金）において，４泊５日
で実施された．本研修は，誰でも参加できる若手技術者向けの
地質調査研修を毎年実施してほしいという要請が，民間地質関
連会社から産総研地質調査総合センター（旧工業技術院地質調
査所）に出されたことをきっかけに2007年度より始まり，毎年
１～２回実施され，今回で９年目（11回目）にあたる．2011年
度までは，産総研地質調査総合センターの外部研修プログラム
として，地学情報サービス（株）（当時）の管理運営の下で実
施されたが，2012年度からは現在の形で実施されている．講師
は，産総研の徳橋秀一（地圏資源環境研究部門の客員研究員）
と宇都宮正志（地質情報研究部門の研究員）が務めた．今回の
研修参加者は，都内の石油開発会社２社からの参加者６名（全
員男性）であった．

今回の研修では，春季地質調査研修の場合と同じく，沢沿い
の研修は，猪の川の東側に位置する七里

しちり

川（小櫃川本流の上流
部）沿いで実施された．研修各日の実施内容は次の通りである．

１日目：11月９日（月） 曇りときどき弱い雨
講師は，朝７時半に，JR常磐線荒川沖駅近くのレンタカー屋

で車（トヨタハイエース10人乗り）を借出し，近くで調査用の
道具や研修用資料を積み込んだ後，圏央道・東関東自動車道・
館山自動車道を経て，集合地点のJR内房線君津駅に向かった．
例年11時集合にしていたが，圏央道から東関東自動車道がつな
がり移動時間の短縮が見込めたことから，集合時間を30分早め
たが，予定通りほぼ10時半に到着し，そこで参加者全員と合流
した．集合後，近くで昼食を取ったのち，初日午後の研修地で
ある小糸川上流の清和県民の森に移動した．途中その近くにあ
る宿で荷下ろしと着替えをした後，清澄向斜南翼部に位置し，
清澄層最下部の厚いタービダイト砂岩優勢互層が分布する清和
県民の森の渕ヶ沢林道沿いで，タービダイト砂岩層や主な凝灰
岩鍵層の特徴を観察するともに，クリノメーターを使った層理
面や断層面の走向・傾斜の測定練習を交替で行った（写真１）．
また，クリノメーターを使ったルート図の作成法を練習した．
夜は，テキストを使いながら関連事項の学習を行った．

２日目：11月10日（火） 弱い雨のち曇り
まず，前日ルートマップづくりの練習を行った渕が沢林道沿

いに行き，そこで清澄層最下部分布域のルートマップ作成を
行った．一時的に弱い雨が降ったので，車に積んできたビニー
ル製の傘をさしながらの作業となったが，特に影響はなかった．
このあと，雨もほぼ上がったなか，小糸川流域から東の小櫃川
流域に移り，清澄背斜南翼に位置する小櫃川支流笹川上流片倉
ダム周辺の田代林道において，渕が沢林道で見た凝灰岩鍵層の
一部と再会しながら，天津層と清澄層境界付近の地層を観察し
た．この後，昼食をとった後，清澄背斜北翼に位置し，片倉ダ
ムから三石山に伸びるV字状の片倉－三石林道（三石山林道）
沿いに分布する天津層上部から清澄層の地層を観察した．特に
片倉ダムのダムサイトが，主に泥岩層から成る天津層とタービ
ダイト砂岩優勢互層から成る清澄層との境界部に建設されてい
ること，天津層の粗粒堆積物（砂質泥岩～泥質砂岩）にみられ
る生痕化石，清澄層中の代表的な凝灰岩鍵層であるKy21（Hk）
タフやKy26（ニセモンロー）タフなどに注目しながら観察を
行った．この後，安野層分布域を車で通過しながら，林道の峠
部にある三石山観音寺（三石観音）の周辺（三石山頂部含む）
に分布する上総層群最下部の黒滝層の粗粒堆積物（基底礫岩）
を観察した．この後，天津層上部から清澄層が分布する片倉－
三石林道のV字ルートでルートマップを作成し（写真２），清
澄層第一級の凝灰岩鍵層Hk（Ky21）タフが，V字の東西両側
に出てくることや片倉ダムサイトが天津層と清澄層の境界部に
あることなどをルートマップ上に表現した．夜は，渕が沢林道
と片倉－三石林道２つのルートマップの清書作業を行い，結果
を比較した（写真３，４，５）．

３日目：11月11日（水） 晴れ（小春日和）
この日は，小櫃川流域で一番東側に位置する七里川に沿って

南北に伸びる県道81号線（清澄養老ライン）を南下しながら，
札郷トンネルを越えたところに車を止め，ここから清澄背斜北
翼に位置する七里川に降り，上流に向かって南下しながら清澄
層中部から天津層上部へと移動して，岩相と主要な凝灰岩鍵層
を観察した．特に清澄層基底部の厚層理礫質砂岩～小礫岩と天
津層の泥岩層との明瞭な境界，その直下の泥岩層部において，

2015年度秋季地質調査研修実施報告

左から，写真４：渕が沢林道沿いのルート

マップ比較図（２日目夜）．１マス（５mm）

10複歩．写真５：片倉－三石林道沿いのルー

トマップ比較図（２日目夜）．１マス（５

mm）20複歩．

左から，写真１：凝灰岩鍵層Ky８（滝つぼ）タフ直下での層理面の走向・傾斜測定の練習（初日午後，渕が沢林道沿い）．写真２：片倉－

三石林道沿いでのルートマップ作成の様子（２日目午後）．地層は，Ky21（Hk）タフ下位の清澄層タービダイト砂岩優勢互層．写真３：

ルートマップの清書作業（２日目夜）．
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向斜南翼の渕が沢林道では，清澄層最下部の厚いタービダイト
砂岩優勢互層によって隔てられていた凝灰岩鍵層がここでは上
下に超接近し，その間にタービダイト砂岩は全く挟まれていな
いという事実を観察・確認した（一部層準の地層の背斜軸への
収れん現象）．その後さらに南下して，天津層第一級の凝灰岩
鍵層Am78（Ok）タフを確認し，そこから再びもどりながら，
天津層上部から清澄層中部にかけてのルートマップを作成し
た．昼食後の午後は，引き続き七里川沿いを下流に向かって歩
き（写真６），前日の片倉－三石林道沿いで観察した清澄層中
のKy21（Hk）タフやKy26（ニセモンロー）タフの分布を確認
しながら，清澄層を覆う安野層基底の凝灰岩鍵層An1（サカサ）
タフが分布するところまでのルートマップを作成した．夜は，
ルートマップの清書作業を行うとともに，関連資料（図面類）
を使っての補足説明を行った．

４日目：11月12日（木） 晴れのち曇り（準小春日和）
４日目は，前日の清澄養老ラインの札郷トンネルよりは北側

に車を置き，そこから七里川に降り，上流に向かって，黒滝不
整合付近の安野層最上部の地層から順に安野層の岩相や主な凝
灰岩鍵層を観察しながら，前日のルートマップ作成終了地点で
ある安野層基底の凝灰岩鍵層An1（サカサ）タフのところまで
歩いた．そしてそこから再び下流に向かって歩きながら，安野
層分布域のルートマップを作成した．最後に，黒滝不整合付近
の地層をやや詳しく観察した．この後，川沿いで昼食をとった
後，近くで安野層上部のタービダイト砂岩の表面をたわしでこ
すり布バケツを使って水をかけるなどして，タービダイト砂岩
断面の堆積構造を観察した．その後，東隣りの養老川沿いに車
で移動し，養老渓谷中瀬遊歩道沿いを歩きながら，上総層群中
部の代表的なタービダイト互層である大田代層上部と梅ヶ瀬層
最下部を観察し，安房層群の清澄層や安野層のタービダイトと
の特徴の違いについて検討した．夜は，ルートマップの清書作
業を行い，２日間のルートマップの結果を比較するともに（写
真７），天津層上部，清澄層，安野層から黒滝不整合に至る七
里川沿いのルートマップデータを5,000分の1地形図上に表現
し，全体の配置関係を確認した（写真８）．

５日目：11月13日（金） 曇り
５日目は，まず，安房層群堆積時に外縁隆起帯をなしていた

と考えられる嶺岡構造帯のなかの代表的な岩石ブロック（層状
石灰質チャート，枕状溶岩）を嶺岡山地周辺で観察した．

その後，東海岸を北上し，勝浦海中公園東隣りの勝浦市吉尾
漁港東方のボラの鼻で，安野層全体を浸食し，半島中央部の片
倉－三石林道や七里川でみた清澄層上部のKy26（ニセモン
ロー）タフの直上までを浸食する黒滝不整合を観察した（凝灰
岩鍵層を通しての不整合下での浸食現象の確認）（写真９）．ま
た，不整合直下の清澄層上部のKy26タフやタービダイト砂岩
の特徴などを観察した．次に西隣の勝浦海中公園において，清
澄層第一級の凝灰岩鍵層であるKy21（Hk）タフの特徴を観察
するとともに，房総中央部ではタービダイト砂岩優勢互層で
あったHkタフの下位の地層が，混濁流の下流側にあたるこの
地域では泥岩優勢互層に変化していること，その結果，各種の
凝灰岩鍵層が上下に密集して分布していることを確認した（同
時異相関係）．その後，恒例の地質調査研修修了証書の授与式
と記念撮影を海中公園の海中展望塔をバックに行った（写真
10）．そして，そこのレストランで昼食をとった後に東海岸を
北上し，勝浦市部原

へばら

海岸北方の崖で，上総層群最下部の勝浦層
中のスランプ堆積物を観察した．その後，内陸部を北上し，途
中睦沢町の瑞沢川西門橋下の川面でみられる上総層群中の天然
ガスの活発な自然湧出現象を観察した．そして，近くのコンビ
ニの駐車場で着替えなどを行ったのち，再度北上し，JR外房線
の茂原駅で午後４時頃に解散した．講師陣は，この後一路車で
北上し，途中調査道具などを下ろしガソリンを満タンにした上
で，例年のことながらぎりぎりの夕方7時前にレンタカー屋に
車を返却し，研修を無事に終了した．

本研修実施にあたっては，地質学会担当理事の杉田律子氏，
産総研地質調査総合センターの関係者，地質学会事務局にお世
話になった．また，東大千葉演習林の関係者にも間接的にお世
話になった．ここにお礼を申し上げる．なお，地質学会HP上
には，より多くの写真を使った実施報告を掲載しているので，
是非こちらもご覧いただきたい．

（徳橋秀一・宇都宮正志）

左から，写真６：七里川沿いの清澄層分布域でのルートマップ作成風景（３日目）．写真

７：七里川天津層上部～安野層分布域のルートマップ比較（４日目夜）．左頁下端が右頁の

上端につながる．１マス（５mm）20複歩．写真８：七里川のルートマップデータを5000分

の１地形図上に表現した１例．磁北方向（N６°W）の補助線がうすく描写済み（４日目夜）．

左から，写真９：勝浦市吉尾漁港東方のボラ

の鼻における黒滝不整合（５日目）．写真

10：地質調査研修修了証書受領記念写真（後

方にみえるのは，勝浦海中公園の海中展望

塔）．研修参加者には，この他に，CPD（技

術者継続教育単位）40単位が与えられる．
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REPORT

柴田伊廣（文化庁）

地震火山こどもサマースクールは，子供達が研究の最前線に
いる専門家とのコミュニケーションの中で，地震や火山や地質
などの自然現象の仕組みの本質を学ぶ事を目的として，日本地
質学会も支援して毎年実施されている行事です．子供達の発見
や気づきを大事にすること，子供達の学年を超えた学び合える
環境を設定すること，学校や家庭でも行える実験によって自然
現象の理解を促すこと，科学と参加者の普段の暮らしの関係に
ついて考えるためのプログラムを用意することなどを大事して
いる事が特徴です．第16回目を迎える今年は，「まくれあがっ
た大地と中央構造線のナゾ」をテーマとして南アルプスジオ
パーク（中央構造線エリア）を有する長野県伊那市で開催され
ました．

南アルプスでサマースクールの準備は，開催から約１年前の
2014年の秋頃から始まりました．実行委員長の高木秀雄氏（早
稲田大・地質学会）と河本和朗氏（中央構造線博物館・地質学
会）を中心として，メールや打ち合わせを重ねながらプログラ
ムの構成について議論してきました．その中で最も困難であっ
たのは，南アルプスの地質について語る上で最も重要で特徴的
な「まくれ上がり」をどうやって子供たちに伝えればいいのか
ということでした．未だ諸説ある地質現象についてどこまで伝
えていいのか，また現地での観察とマクロスケールの現象をど
のようにリンクさせて伝えるのかなど，悩みは尽きませんでし
た．

【1日目】
８月８日（土曜日）の朝，26名の参加者（小学生９名，中学

生10名，高校生７名）が伊那市創造館に集まり，高木実行委員
長の開会の挨拶でサマースクールはスタートしました．そして，
子供達に２日間で解き明かす謎が発表されました．謎とは，
① 南アルプスの大地はどこから来たの？
② 中央構造線のここがすごい！地形にのこされた長～い溝の
ヒミツを探れ！

③ 南アルプスはなぜ高い？
④ 南アルプスでどう遊ぶ？
の４つです．子供達は，小学校５年生から高校３年生までの４
～５名と，地元のガイドさんや教員など大人２名で構成される
チームに分かれて，野外観察や実験を通じてヒントを得ながら
謎解きを行います．大人たちは，答えが分かっていても子供達
同士の学び合いや研究者とのやりとりを促す役に徹します．そ
れは，参加者が自ら学び考えることを尊重するためです．私は，
子供達の疑問をくみ取りながら研究者のサポートをしつつ，プ
ログラムを進行する役割を任されました．

バスで最初に向かったのは，南アルプスジオラインです．南
アルプスへの登山者が利用する林道バスに仙流荘で乗り換え
て，幕岩という石灰岩の露頭や地層の上位逆転，そして仏像構
造線を次々に見ながら移動します．ここでは，観察だけでなく
石にサンポールをかけて仏像構造線を挟んだ両側の岩石の違い
について調べました．また，級化実験器具を使って地層のでき
方を調べた後で，実際の露頭と実験結果とを見比べて見かけ上
の違いを観察しました．しかしながら，ここでは子供達に地層

が逆転している理由については教えません．当然，子供達の頭
の中は？だらけになります．

次に向かったのは，再び林道バスを乗り換えて三峰川です．
ここでは，中央構造線で堺される内帯（領家帯など）と外帯

（三波川帯や秩父帯など）から供給される多様な石を採取する
ことができます．その後，高遠青少年自然の家に移動して石の
鑑定会です．専門家が鑑定をする前に子供達はチーム毎に目と
手の感覚を総動員して，石の色や形などの観察に基づいて分類
を行いました．そして，分類した岩石の成因や起源についてレ
クチャーを受けました．ほとんどの子供達は岩石の種類に関す
る知識はありませんが，白い筋（鉱物脈）や破砕部の有無，鉱
物の大小などによって分類するチームもありました．観察に基
づいて分類することは，小学生であっても可能であることを大
人達が気づいた瞬間でした．

そして，いよいよ子供達の？が解消される「まくれ上がり」
を再現する実験です．これは，林信太郎氏（秋田大・火山学会）
と内記昭彦氏（白鵬中学教員）らが今回のサマースクールに合
わせて考案されたものです．実験は，小麦粉とココアを使って
伊豆や丹沢の衝突によって中央構造線が屈曲することを再現す
るもの，生八つ橋を用いて地層がまくれあがることを再現する
ものを行いました．実験をしながら，子供達の表情がみるみる
うちに変わり「まくれあがったのは，プレートの押す力だった
んだ～！」と目を輝かせた瞬間は忘れられません．

夕食後に行われた初日最後のプログラムは，高木委員長によ
る「中央構造線はどこまで延びているのか？」と前田裕太氏

（名古屋大・火山学会）による「火山の揺れを測る」をテーマ
としたレクチャーでした．子供達は，野外観察や実験を体験し
ながら「まくれあがり」について理解してきたようで，レク
チャーの後のチーム毎のミーティングでは，翌日の発表会に向
けて活発な話し合いが行われていました．

【2日目】
８月９日（日曜日）の最初の行き先は，中央構造線のずれを

眺められる杖突峠です．ここでは，事前に準備したシートを
使って諏訪湖の成り立ちと中央構造線について考えました．
シートは，諏訪盆地の衛星写真に糸魚川静岡構造線（赤い線）
と中央構造線（黄色い線）の入った台紙用意し，はさみで赤い
線に沿って切り込みを入れたものです．子供達は，赤い線に
沿ってシートをズラしながら諏訪湖がどうやってできたか，そ
して将来はどうなるかをチーム毎に考えました．多くのチーム
が，糸魚川静岡構造線の左横連れに伴って形成され，今後も湖

第16回地震火山
こどもサマースクールの報告

写真１：林道から望む甲斐駒ケ岳

写真２：秩父帯と四万十帯の境界断層付近
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は拡大すると答えたのに対し，断層が逆方向に動いて湖は閉じ
てしまうのではと予想したチームがありました．これを受けて，
河本氏は，断層が常に同じ方向に動くわけでないことを紹介し
つつ「断層は溝になり道になり，そこを人が行き来する．そし
て暮らしが始まり，文化が生まれる．ここの断層が切られてい
るところに有名な神社がある．神社の裏は，神様の場所．人間
が入ってはいけない．自然への感謝や恐れが生まれ，楽しみ

（お祭り）に変わる．」と子供達に自然と人間との関わりについ
て伝えました．

その後向かったのは，長谷公民館です．ここでは，４つのス
ポット①中央構造線溝口露頭：高木委員長，河本氏②地震観測
点：松原　誠（防災科研・地震学会）③戸台の化石資料室：北
村健治（戸台の化石保存会）を巡ります．子供達は，これまで
航空写真等で見てきた中央構造線そのものを触れ，変形したア
ンモナイトを見て，大地の変動の大きさを実感しました．さら
に，地震観測点ではサマースクールの直前に発生した地震波形

や他の地震の波形を見て，地震の調べ方について理解を深めま
した．

そして，最後のプログラムはバスの中です．長谷公民館から
伊那市創造館までの移動の間，穴澤辰幸氏らジオガイドより，
伊那谷での人の暮らしや歴史について紹介いただきました．人
が住めるようになったのもジオの恵みで有ること，中央構造線
に沿って街道（秋葉街道）が発達したこと，道によって人や物
の行き来が始まったことなど，先人の知恵が現代にも繋がって
いることを子供達に伝えました．

これらのプログラムを経た後は，毎年恒例の発表会です．子
供達は約2時間という短い時間で，与えられた謎についてまと
めて発表するのです．サポートするのは，これまで地学教育に
長年携わってきた中学や高校の教員や学会から派遣された研究
者の皆さんです．

子供達の発表の一部を紹介すると，①南アルプスの大地はど
こから来たの？に対して，寸劇で伊豆弧の衝突やまくれ上がり
について紹介をしたチーム，②中央構造線のここがすごい！に
対して「昔は真っすぐだったが，伊豆弧の衝突によって曲がっ
ている．何億年後には，端がくっつくのではないか？」と答え
たチーム，③南アルプスはなぜ高い？に対して「伊豆弧が衝突
する力によって高くなり，断層も形成された．１年間に４mm
高くなると，18万5750年後には富士山を追い抜く．」と答えた
チーム，④南アルプスでどう遊ぶ？に対して「最もおススメな
のは水切り．川で黒色片岩が砕けて，平らな石になりやすい．」
と言うものから「全長3000mのウォータースライダーを設置す
ると面白い．」というものまで様々なアイデアが提案されまし
た．そして，最後に高木委員長の挨拶で，第16回地震火山こど
もサマースクールは閉会しました．以上，報告でした．

さて，来年の地震火山こどもサマースクールは，和歌山県串
本町で開催されます．橋杭岩や一枚岩に代表される岩脈や，東
南海地震に伴う津波などがテーマになるのでしょうか．現在，
鋭意準備中ですのでご期待ください．

写真３：小麦粉とココアを用いた伊豆弧の衝突を再現する実験

写真４：チームミーティングの様子 写真５：諏訪湖のでき方について解説する

河本氏

写真６：中央構造線の露頭について解説する

高木委員長

2017年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集

募集期間：2016年１月12日～２月12日

詳しくは，本誌p. ７もしくは，

http://www.zisin.jp/modules/pico/index.php?content_id=3273

REPORT
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Island Arcが新しく変わります

■ 2016年発行のVol. 25よりIsland Arcは隔月出版と
なります．これにより速やかに受理済み論文が掲載される
ようになります．従来，受理された論文は３ヶ月間隔で発
行される年４回の号で掲載されていましたが，今後は２ヶ
月おきの年６回の発行となり，受理から掲載までの時間の
短縮が見込まれます．また，特集号企画においても，Part
１，Part２のような分割形態が容易になり，予定した論文
が全て揃っていない段階でスピーディーに発行する等，よ
り柔軟な運用に効果が期待されます．

■ 日本語抄録の掲載：Wiley社のIsland Arcのホームページ
に，論文の日本語抄録が掲載されます．これまでIsland
Arcに掲載された論文の日本語抄録は，ニュース誌や地質
学会のホームページで紹介してきましたが，Island Arcの
ホームページから論文のAbstractをクリックすると，英語
要旨とともに日本語抄録が表示されます．日本人の著者の
方には，AcceptまたはMinor revisionになった段階で事務
局から日本語抄録（概ね400字以内）の作成を依頼し，ワー
ドファイルとして日本語抄録をアップロードいただきます．

既に始まっている便利機能などとして，
■ 論文の図がパワーポイントのファイルとしてダウン
ロードできます：Island Arcのホームページから
Enhanced Article（HTML）を開いてください．論文中の
Figure numberの脇に書かれたDownload Powerpoint slide
をクリックすると，Figure caption，引用情報とともに，図
がパワーポイントに貼り付けられ，ファイルとしてダウン
ロードできます．View Full Article（HTML）を開いても
同様です．図をクリックして展開すると，図の左下に
Download figure to PowerPointのボタンスイッチが表示さ
れますので，それをクリックしてください．

■ Graphical viewの採用：Vol. 24（2015年）から既に始
まっていますが，Island Arcのホームページの左欄にある
Current Issueをクリックすると，新たに掲載された論文が
視覚に訴えるアトラクティブな図とともに紹介されます．

また，投稿を予定される皆様に，
■ Associate editor（編集委員）のリストに専門分野
を追加：Island Arcのホームページの左欄にあるEditorial
Boardをクリックし，現れたページのEditorial Boardの行頭
にあるFor fields of specialty of each editor, please click
hereをクリックすると，各編集委員の専門分野をご覧いた
だけます．皆様が投稿される際に，担当の編集委員を指名

する参考にしてください．
■ Early Viewと掲載のお知らせ：論文は，校正が終了次

第，オンライン掲載されます．この時点では正式な巻号が
ついていませんが，doiは付されていますので，引用は可能
ですし，Citationにもカウントされます．また，掲載される
と著者にお知らせメールが行きます．

Island Arcでは投稿者や読者の皆様の利便性を向上するとと
もに，日本地質学会を代表する，さらに魅力的な国際誌を目指
して，これからも様々な改革を行ってまいります．
Island Arc最新刊（Volume 24, Issue ４）は下記から
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2015.24.issue-
4/issuetoc

Vol. 24  Issue 4（December）

［Research Articles］
1．Fission track and U-Pb zircon ages of psammitic rocks
from the Harushinai unit, Kamuikotan metamorphic
rocks, central Hokkaido, Japan: constraints on
metamorphic histories

Ayumi S. Okamoto, Toru Takeshita, Hideki Iwano, Tohru
Danhara, Takafumi Hirata, Hirotsugu Nishido and Shuhei
Sakata

北海道中央部神居古潭変成岩中の春志内ユニット砂質岩のジル
コンU-Pb年代とフィッション・トラック年代：変成史の制約
岡本あゆみ・竹下　徹・岩野英樹・檀原　徹・平田岳史・西戸
裕嗣・坂田周平

北海道中央部に分布する神居古潭変成岩類の変成史を制約す
るため，春志内ユニットの変成砂質岩２試料中のジルコン結晶
に対してフィッション・トラック（FT）およびU-Pb年代測定を
行った．最も若いU-Pb年代集団の加重平均年代は100.8±1.1 Ma
および99.3±1.0 Ma（2σ）を示した．これらのジルコンは火成
起源のoscillatory zoningを示しているため砕屑性ジルコンと推
測され，上記の加重平均年代は堆積年代の上限を示す．一方で，
FT pooled ageは最も若いU-Pb年代集団の加重平均年代とほぼ
同じ約90 Maを示した．この事実はFTのリセットが供給源地
において起こり，神居古潭変成岩を形成する過程では起こらな
かったことを意味する．これらの新しいデータと以前に報告さ
れた白雲母K-Ar年代より，春志内ユニットは約100 Ma以降に
堆積し，最大深度を経験した後，上昇時（約58 Ma）に局所的
な熱イベントの影響を受けたことが推測される．

Key Words : deformation microstructures, fission track ages,
Kamuikotan metamorphic rocks, U-Pb ages, zircon.

２．Permian back-arc extension in central Inner Mongolia,
NE China: Elemental and Sr-Nd-Pb-Hf-O isotopic
constraints from the Linxi high-MgO diabase dikes

Jingyan Li, Feng Guo, Chaowen Li, Liang Zhao, and Miwei Huang

中国北東部，中央内モンゴルのペルム紀背弧拡大：Linxi（臨沂）
高MgOダイアベース岩脈の元素及びSr-Nd-Pb-Hf-O同位体か
らの制約

中国北東部，中央内モンゴル臨沂地区の前期ペルム紀
（272±２Ma）のダイアベース岩脈は高いMgO（10.4－12.3 wt%），

Vol.24, Issue 4

Island Arcは，年４回発行されます．最新号の

Vol. 24 Issue４が2015年12月に発行されました．日

本語要旨をニュース誌と学会ホームページ（http://

www.geosociety.jp）にも掲載しています．全文は

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

/10.1111/（ISSN）1440-1738）で無料閲覧できますの

で，是非ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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Cr（301－448 ppm），Ni（167－233 ppm）含有量を有し，LIL
元素及び軽希土類元素に富み，HFS元素（Nb, Taなど）に乏し
く，枯渇したマントル様のSr［87Sr/86Sr（i）= 0.70315-0.70362］，
Nd［eNd（t）= +6.8－+7.4］，Pb［206Pb/204Pb］同位体比とジル
コンHf［eHf（t）= +14.7－+19.1］同位体比を有するが，通常の
マントルよりもやや高いジルコンd18O（5.2-6.0 ‰，平均5.7 ‰）
を示す．これらの地球化学的データは臨沂ダイアベースがリサ
イクルした地殻成分によるメタソマティズムを受けた枯渇マン
トルに由来することを示す．元素及び同位体組成のモデリング
の結果，初生マグマは沈み込んだ古アジア海スラブから放出さ
れたおよそ１%の堆積物流体を含む枯渇マントルの５～10%の
融解で生じたことが示唆される．中央内モンゴル全域にE-
MORBからN-MORB的なREEパターンを示す同時代のマフィッ
ク岩が広く分布することを考え，前期ペルム紀のマフィック火
成活動は古アジア海の北方への沈み込みに対応する背弧拡大と
岩石成因論的に関係していると提唱する．ペルム紀マフィック
火成活動と本地域から新たに得られた変成・堆積年代は，古生
代末までに古アジア海が閉塞したことを示す．

Key Words : back-arc extension, central Inner Mongolia, Early
Permian, highly depleted mantle, sediment-fluid metasomatism,
Sr-Nd-Hf-Pb-O isotopes.

３．Recognition of shear heating on a long-lived major fault
using Raman carbonaceous material thermometry:
implications for strength and displacement history of the
MTL, SW Japan

Hiroshi Mori, Simon Wallis, Koichiro Fujimoto and Norio
Shigematsu

炭質物ラマン温度計を用いた長期間活動を続ける断層の剪断熱
評価：西南日本・中央構造線の強度と変位履歴の推定
森　宏・ウォリス サイモン・藤本光一郎・重松紀生

断層運動により長期間にわたって発生する剪断熱の規模は，
議論の分かれる問題であるとともに，地殻内部の断層強度を論
じる上でも重要である．炭質物結晶化のカイネティクスに関す
る実験結果と熱モデリング結果との比較は，炭質物ラマン温度
計が，深部から上昇してきた断層帯周辺に露出する岩石を用い
た，地質学的時間スケールにおける剪断熱研究に良く適合する
ことを示す．西南日本に分布する中央構造線（MTL）は，総延
長800 km以上の日本陸上最大の断層である．炭質物ラマン温度
計をMTLに近接する泥質岩に適用した結果は，MTLの断層面
に対して垂直方向に約150 mの範囲において約60 ℃のピーク温
度の上昇を示す．この熱異常と断層との空間的関係は，熱異常
が剪断熱に起因することを示す．熱モデリング結果は，記録さ
れた熱異常と急激な温度勾配が，数千年の時間スケールでの非
常に速い変位速度と整合的であることを示す．しかしながら，
この変位速度は，一般的な観測値の範囲からは外れている．こ
のことは一つの解釈として，横ずれ断層運動時に形成された初
生的な幅の広い熱異常が，正断層運動の影響により短縮したこ
とが考えられる．変位速度，初生的な熱異常の幅，熱の継続時
間およびピーク温度に対する制約結果は，摩擦係数μが0.4以上
であることを示す．

Key Words : Keywords: carbonaceous-material, coefficient of
friction, core analysis, Median Tectonic Line, Raman spectral
analysis, Sanbagawa （Sambagawa） belt, shear heating,
thermal anomaly, thermal modeling. 

ミクロネシア連邦ポンペイ島の玄武岩柱状節理

写真・文　北村有迅（鹿児島大学）

ポンペイ島は西太平洋の赤道の北約800キロメートルに位置するカロリン諸
島最大の島であり，ミクロネシア連邦の首都パリキールがおかれている．カ
ロリン諸島はミクロネシア連邦とパラオ共和国から構成され，西太平洋赤道
北方に東西約3,000キロメートルにわたって分布する．この諸島はカロリン海
嶺と呼ばれる太平洋プレート上の高まりに位置する．カロリン海嶺の成因に
ついてはホットスポット起源や沈み込みに伴う海洋地殻の亀裂形成など諸説
あるがいずれも決め手を欠いている．

ポンペイ島での地質学的研究の先駆けはドイツおよび日本統治時代に遡る．
表紙写真は，鹿児島大学国際島嶼教育研究センターが2014年８月に実施した
学術総合調査で撮影されたものである．島北東部の採石場では柱状節理の発
達した玄武岩がよく観察できる．この節理を石材として利用した例が島内の
遺跡や測量標柱にみられる．

島南東部のナン・マドール遺跡（写真右上）は10－17世紀の遺跡とされ，
柱状節理の石材を組み上げた100以上の建築物からなる．建築年代や地理的条
件を考えると未詳の部分が多い巨石文明として知られている．また，島北部
の堡礁内の小島には，日本統治時代の遺物が数多く残されており，測量標柱

（写真右下）の側面には「水路部」「経緯度測點」「大正五（？）年」と刻まれ
ている．

参考文献：北村有迅，2015，ミクロネシア連邦ポンペイ島における火山岩の
産状と古地磁気学的性質．南太平洋海域調査研究報告，56，61-64

表紙紹介
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☆西日本支部
お知らせ

西日本支部平成27年度総会・第167回例会

日時：平成28年２月20日（土）９:00～　例会終了後　懇親会
（幹事会は19日 17:00～）
特別講演　佐野弘好 支部長（九州大学・教授）
例会プログラムの詳細は講演確定後にお知らせします．

場所：熊本大学　黒髪南キャンパス　理学部２号館
・キャンパスまでの交通案内

http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou
http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/access

・キャンパスマップ　理学部2号館は地図の7
http://www.kumamoto-u.ac.jp/campusjouhou/map_
kurokami_2

・例会参加費：一般 1,000円/人，学生 500円/人
・懇親会参加費（予定）：一般 4,500円/人，学生 2,500円/人

講演申込：
・発表は口頭およびポスター形式を予定しております．
・口頭発表は15分，ポスターサイズは横幅90cm以下，縦

180cm以下．
・優秀な発表を行った学生のための「優秀発表賞」を設けてい

ます．
・講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式と

し，PDFファイル（フォント埋め込み）とWord形式ファイ
ルの両方を支部事務局までe-mailにてお送り下さい．

・申込の際には下記の情報をあわせてお知らせ下さい。
１）連絡先（発表者氏名・所属・e-mail・電話）

☆関東支部
報告

ミニ・ショートコース
『地すべり試験ラボ見学』報告

2015年10月31日（土），福島市の国土防災技術（株）試験研
究所において，ミニ・ショートコース『地すべり試験ラボ見学』
を行いました．参加者はスタッフ・講師を加えて14名（一般応
募者は10名，うち学会員は８名，非会員は２名）でした．

この学習会では，長谷川陽一先生（国土防災技術（株））に
講師をお願いして，「すべり面試料採取から試験実施までの流
れ」というタイトルの講義を受けました．この講義では，たく

支部コーナー

２）発表様式（口頭・ポスター・どちらでも可，のいずれか）
３）学生か否か
４）懇親会の参加・不参加

講演申込締切：２月４日（木）17時

CPD単位証明書の発行：
西日本支部では，地質技術者への継続教育の一環として，大

会参加者・発表者へCPD単位を発行します．大会参加と口頭／
ポスター発表の「受講証明書」は，当日15時以降に会場受付に
てお渡しします．
・ポスター発表：２単位
・口頭発表：0.4×分（15分の場合：６単位）
・参加：１×滞在時間

お願い！総会にご出席いただけない方は下記様式の委任状を支
部事務局へお送り下さい．
=============== 委任状　　===============
日本地質学会西日本支部平成27年度総会・第167回例会におけ
る議決権を，

様に委任いたします．
平成　　年　　月　　日
御氏名：
=========================================

問い合わせ，および講演要旨原稿送付先
西日本支部事務局：〒739-8526 東広島市鏡山１-３-１　広島
大学大学院理学研究科　地球惑星システム学教室　早坂康隆

（tel：082-424-7462，e-mail：hayasaka@hiroshima-u.ac.jp）

写真（左） 試験研究所の前で記

念撮影．

写真（右） 試料処理の実演を行

う長谷川講師と，真剣に見入る参

加者．

さんの現場写真や資料をもとに，試験用試料の採取や処理の方
法，試験結果の見方などを解説していただきました．次に，ラ
ボに移動して試料処理の実習や，一面剪断試験機（すべり面剪
断試験機）やリング剪断試験機の解説を受けました．その後，
試験後の試料の観察や試料の保存方法などを学習しました．ま
た，話題提供として世話人の亀高（（株）ダイヤコンサルタン
ト）が「断層ガウジの剪断試験のはなし」を紹介しました．地
すべり粘土と断層ガウジ，どちらの試験を実施する場合にも，
１）試料採取の困難さや，２）試験位置と地すべり面ないし断
層面をいかに一致させるか，が大きな課題であるということで
意見が一致しました．

講義だけでなく，実際の試料や試験機を見ながらの学習会
だったので，非常にわかりやすくて良かったと思います．最後
に，ミニ・ショートコースの実施に際してご協力いただいた国
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土防災技術（株）の皆様にも感謝いたします．
（亀高正男 関東支部幹事，（株）ダイヤコンサルタント）

【参加者の感想】
私は現在，地下浅部および深部の断層を評価するために剪断

実験を実施し，様々な環境下の断層破砕帯を再現しようとして
います．そこで，剪断実験のノウハウを学ぼうと思い，今回の
ミニ・ショートコースに参加いたしました．初めての福島県と
いうこともあり，緊張のためかスーツで参加してしまいました．
室内での見学でしたが，試料のサンプリングや前処理の方法を
パワーポイントで説明していただくだけでなく，実際に目の前
で披露していただき大変勉強になりました．リング剪断および
一面剪断試験機に加え，剪断試験の際に使用する治具について
も詳細に説明していただき，今後の剪断試験機の取り扱いや開
発に良いヒントを得たと思っています．また，剪断した試料の
保存は，どのような方法・装置で厳密に実施しているのかと
思っていたのですが，市販のFoodSaverで実施しているとは思
いもせず，大変興味深かったです．ミニ・ショートコース終盤
には，実際に条線を観察する機会があり，自分の条線観察能力
をさらに向上することが出来ました．短い時間でしたが，非常
に内容の濃い時間であり，今回学んだノウハウを今後の調査・
研究に反映させていきたいと思います．ありがとうございまし
た．

（相山光太郎 一般財団法人電力中央研究所）

去る2015年11月23日（月・祝）日本大学文理学部オーバル
ホールに於いて，日本地質学会関東支部地質研究サミットシ
リーズ第4回「ジオハザードと都市地質学」が開催され，会
員・非会員合わせ83名の参加があった．

本講演会では地質学，地震学，火山学，地形学，地盤工学，
気象学，社会科学など多岐にわたる分野からジオハザードに関
する最新のデータや知見が紹介された．山本副会長の挨拶の後，
多くの人々の生活の場所となっている関東地域の地形と成り立
ち，地震，火山噴火の発生過程とそれが首都圏に与えるインパ
クトや影響，地盤沈下と地下水環境，浅部地盤モデルと液状化，
集中豪雨と気象災害など，都市部で想定される自然災害につい
ての講演があった．また，日本大学文理学部の地元世田谷区の
災害対策課長による講演では，食料や水などの備蓄，避難所な
ど災害リスク管理についての考え方が紹介され，いざという時
の行動について考えさせられる内容であった．最後に，社会学

支部コーナー

☆関東支部
報告

第 4 回地質研究サミット
「ジオハザードと都市地質学」開催報告

的な視点から若者の災害リスクについての意識調査の紹介が
あった．これらの講演を通して，自然災害に関する基本的な発
生過程，災害要因，相互依存関係，社会に与えるインパクトや
影響など，自然災害リスク管理に対する理解を深めることがで
きた．

（幹事：金丸龍夫，支部長：有馬　眞）

各講演の題目および演者は以下である（敬称略）．
関東地方の沖積平野の成り立ち（遠藤邦彦：日本大学名誉教授）
赤色立体地図で見る関東地方の地形‐地形は土砂災害の決算報

告‐（千葉達朗：アジア航測（株））
首都直下地震の姿，被害想定と防災・減災対策（平田　直：東

京大学地震研究所）
富士火山・箱根火山の噴火による首都への影響（高橋正樹：日

本大学）
首都圏の地盤沈下と地下水環境の変遷（顴永朋祥：東京大学）
東京湾岸域の三次元浅部地盤モデルと液状化危険度評価（木村

克己：防災科学技術研究所）
都市域における堆積時環境が与える地震応答への影響について

（竹村貴人：日本大学）
都市域における気象災害の発生機構と対策（三上岳彦：首都大

学東京名誉教授）
自治体による防災対策‐世田谷区の取り組み（有馬秀人：世田

谷区危機管理室災害対策課）
社会調査にみる都市部の若者の災害対策と意識（中森広道：日

本大学）

【参加者の感想】
今回の講演会では，地球科学の多岐にわたる研究の成果に加

え，災害対策についての認識，避難所や備蓄といった行政の取
り組みに関する講演もあり，自然災害について考えなおす良い
機会になった．ハザードマップなどが普及しつつある中で，何
度か大きな地震災害や気象災害が生じているにもかかわらず，
災害対策についての意識が向上しない原因として，個人の当事
者意識が低いことが考えられる．学校教育や巡検などを通じて
その意識を高めていくことも，地球科学に携わる私達の役割で
あるかもしれない．

（山田彩織 原子力発電環境整備機構）

写真（左） 会場のようす

写真（右） 懇親会

関東支部功労賞推薦募集

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

公募期間：2015年12月10日～2016年１月10日

詳しくは，http://kanto.geosociety.jp/
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院生コーナー

写真１　要害の滝前での集合写真

2015年７月18日～20日にかけて，今回で３回目となる「合同
学生巡検」を栃木県北部の那須～宇都宮地域で開催した．合同
学生巡検は専門分野の枠を超え，他大学または同大学の近隣分
野の学生と交流することを目的に，2014年から始まった新しい
活動である．参加学生の研究分野は，岩石学，火山学，第四紀
学，地質学，古生物学など多岐にわたり，各回のホスト大学の
研究分野に合わせてテーマを決定する．

過去の活動を振り返ると，第１回目は茨城大学がホストとな
り，火山地形をテーマに巡検をおこない，東北地方の吾妻火山
や磐梯火山などをまわった．第２回目は山形大学がホストとな
り，火山地質・火山の噴火プロセスなどをテーマに栗駒山や鬼
首地域をまわった．今回は首都大学東京がホストとなり，段丘
地形やテフラをテーマに那須～宇都宮地域をまわった．今回参
加した学生の所属大学は，秋田大学・茨城大学・首都大学東
京・信州大学・兵庫県立大学・山形大学の６大学で，参加人数
は24名である．

７月18日
１日目は各々夕食を済ませ，宿泊場所である宇都宮市内の青

年会館に集まり，顔合わせおよび翌日からのタイムテーブルの
確認をおこなった．個人としては以前から付き合いのある方も
いたが，初対面の方がほとんどであり，各々互いの研究につい
て深く語り合った．

７月19日
２日目の朝は初夏のすっきりとした陽気からはじまった．こ

の日の行程は栃木県北部那須岳南東麓から南下し，矢板市周辺
をまわり，最後に塩原盆地に至る．図１のstop.番号に従うと，
stop.１～５を順番に回るコースである．目的は主に中期更新世
のテフラや岩屑なだれ堆積物などの観察である．移動は参加者
同士が車内で議論・交流できるよう，各大学から集まった車に
ランダムに乗り込む形式だ．

stop.１および２では那須地域の火山灰土を観察した．那須地
域には，那須火山や日光火山群をはじめ，多数のローカルテフ
ラがあり，その間に数枚の広域テフラが報告されている．那須
火山群の茶臼火山活動以前のテフラを伴う活動については，二
つの活動期に分かれており，それぞれの活動期の活動度は岩石
換算体積（DRE）をテフラ噴出率に換算し評価されている．実
際に観察した露頭は，那須地域において広く観察される燧ケ岳
起源のテフラより上位のテフラが観察でき，日光火山群起源の
明瞭なテフラ層の直下に御嶽第一テフラ（On-Pm1）がパッチ
状に確認できる．stop.１では，火山灰土中のテフラの基本的な
観察の方法を伝えることを目的とした．また，特に比較的厚い
ローカルテフラの間に堆積するパッチ状テフラの探し方や，広
域テフラの意義について理解を深めた．そのうえで，参加者の
方々には実際に火山灰土を観察して頂き，各々気づいたことに
ついて議論をして頂いた．議論の内容は火山灰土の堆積過程に
関するものや，風化の進行に関するものまで幅広くおこなわれ，
特に火山灰土中にみられる構造については，本当にこの堆積物

は風成堆積物であるのか，堆積物の名称は火山灰土という名称
でよいのかなどの質問を受けた．解説をする立場として，それ
らの質問にうまく答えることができず，自分が火山灰土につい
ての知識が足りないことを思い知ると同時に，研究分野の違い
による着眼点の違いを感じる場面でもあった．

stop.２および３では，那須地域の岩屑なだれ堆積物とその上
位に堆積する火山灰土を観察した．那須地域には那須火山起源
のいくつかの岩屑なだれ堆積物が報告され，新しい堆積物につ
いては地形判読から，古い堆積物については余笹川などの河食
崖沿いに報告されてきた．実際に岩屑なだれ堆積物を観察した
露頭は２地点あり，stop.２では火山灰土に覆われている露頭，
stop.３では河川礫を挟んで２枚の岩屑なだれ堆積物を観察でき
る露頭である．それぞれの露頭で注目すべきポイントは，stop.
２では岩屑なだれ堆積物上位の火山灰土中にテフラが存在し，
岩屑なだれ堆積物の年代について議論ができる点，stop.３では
岩屑なだれ堆積物の層序について議論ができる点である．どち
らの露頭でも岩屑なだれ堆積物特有のメガブロックは含まない
が，ジグソークラックの発達するブロックや流下時に取り込ん
だと思われる非火山性のブロックなど，岩屑なだれ堆積物の内
部構造を観察することができた．現地では岩屑なだれ堆積物に
包有されるブロックの起源や，岩屑なだれ流下後の堆積環境に
ついて議論がおこなわれた．また，特に岩屑なだれ堆積物から
河川堆積物に移行するまでの層相については，どこまでが岩屑
なだれ堆積物の本体で，それに由来するラハール堆積物は上位
にどこまで続くのかという点で，参加者の間で活発な議論が交
わされた．

この日の昼食は矢板市役所の裏にある「道の駅やいた」で
とった．この道の駅のかき揚げ丼とから揚げ定食はもっとも安
価な値段であるが，それとは裏腹に非常に量が多く，特にかき
揚げ丼はどんぶりとは別に取り皿がつけられているほどであ
る．こちらが注意をする前に注文してしまった方々は，いささ
か苦戦を強いられていた．

昼食を済ませると，次の目的地であるstop.４を目指す．stop.

４では，塩原カルデラを起源とする塩原大田原火砕流堆積物が
観察できる．露頭のある矢板丘陵北部の台地は塩原大田原火砕
流堆積物で構成され，その層序と年代については多くの議論が
されてきた．実際に観察した露頭では，火砕流堆積物が複数の
ユニットに分かれて堆積していることが観察でき，その噴出過
程について議論した．

次は最後の目的地であるstop.５へ移動し，塩原盆地内に堆積
する塩原湖成層を観察した．塩原湖成層は塩原大田原火砕流堆

山田眞嵩
首都大学東京大学院

地理環境科学域博士前期課程1年

合同学生巡検の紹介
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積物の噴出に伴うカルデラ形成後に出現したカルデラ湖の堆積
物であるとされ，多くの植物・昆虫化石の研究がされてきた．
また，塩原湖成層にはリズミカルな白色ラミナと黒色ラミナの
互層が観察され，年縞堆積物である可能性が指摘されている．
実際に観察した露頭では，正常時に堆積した白色・黒色ラミナ
互層や，ときおり認められる洪水由来の堆積物を観察すること
ができた．また，ラミナを切る小規模な断層やスランプなども
観察でき，それらの形成要因や塩原湖成層の堆積過程について
参加者の間で活発な議論が交わされた．

７月20日
３日目も快晴である．いささか昨夜の疲れを抱えながらも，

宿で朝食をとり，３日目最初の目的地であるstop.６へ向かう．
stop.６では，宇都宮地域に分布する鬼怒川沿いの河成段丘面の
最上位面である上欠面の断面を観察した．宇都宮地域の段丘の
多くは段丘面を覆うテフラによって離水時期が求められ，大き
く６面に区分されている．また，この地域の段丘の特徴として，
段丘構成層の頂面の高度と現河床高度の高度差が少ないことが
挙げられ，新旧の段丘の高度差は段丘構成層を覆う火山灰土の
厚さに起因する部分が大きいとされている．また，宇都宮地域
の段丘面を覆う火山灰土中には赤城火山や榛名火山，日光火山
群などから噴出した多数のテフラがあり，その間に数枚の広域
テフラが報告されている．実際に観察した露頭では，露頭の下
部に真岡テフラが観察でき，その層相から一輪廻の噴火におけ
る噴出様式の移り変わりや，火山灰土の風化について議論がな
された．

最後にstop.７にて上欠面の段丘構成層を観察した．上欠面の
段丘構成層の上部には大町APmテフラ群に対比されるテフラ

と，その上位に塩原大田原火砕流堆積物があることから，上欠
面は海洋酸素同位体ステージ（MIS）11からMIS10への移行期
に離水したとされている．また，段丘構成層上部の砂層部には
水流の影響を示唆する構造が認められ，各テフラ堆積時の堆積
環境についても議論がなされた．

最後は宇都宮の道の駅ろまんちっく村にて昼食を食べ解散し
た．

まとめ
天気にも恵まれ３日間の行程を無事終了することができた．

連日夜の勉強会では活発な議論が交わされた．また，勉強会後
の懇談会では各地の特産品がずらりと並び，大変豪勢な懇談会
となった．

今回はホストとして，他大から来た学生を案内する立場とし
て参加したが，案内をすることで改めて気づかされる点が多く
あった．堆積物を普段とは異なる視点で観察し，議論すること
で視野を広げることができ，大変有意義な時間であった．また，
学会以外の場では出会えなかったであろう同世代の学生と知り
合えたことは，お互いに大変よい刺激になったと同時に，今後
の自分の研究へのモチベーションを高めることができた．来年
の合同学生巡検は秋田大学がホストとなり開催される予定であ
る．このように大学や専門分野を超えて学生同士が交流する活
動は非常に貴重な機会であり，これからも続けていきたい．

院生コーナー

図１　学生合同巡検2015ルートマップ（STRM v4.1 90mDEMを使用）

常時投稿をお待ちしています．院生コーナーの編集は現在以下の
４名で行っています．原稿は5000字以内，図・写真３点以内を目
安に，e- mailでいただければ幸いです．
13nd403y@vc.ibaraki.ac.jp 菅谷真奈美（茨城大）
kouzu_0419@geol.tsukuba.ac.jp 高津翔平（筑波大）
14nm310h@vc.ibarkai.ac.jp 羽田裕貴（茨城大）
k0231215@kadai.jp 山下大輔（熊本大）

写真２　巡検中の風景
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追悼　名誉会員籾倉克幹さん

日本地質学会名誉会員　籾倉 克幹さんは2015年５月17日の
朝，広島市安佐南区八木の阿武山において崖より滑落され倒れ
られている姿を地元の住人によって発見されましたが，時すで
に遅く，不慮の死を遂げられておりました．2014年８月に発生
した豪雨災害の調査研究に出かけられた途上の事です．現場は
15メートルほどの落差のある凹地で，この崖の上にはご本人の
調査カバンなどが残されていたとのことです．
籾倉さんが現地調査中の事故で80年の生涯を終えられたとい

う悲報には誰しも耳目を疑ったことと思います．事故現場は籾
倉さんの故郷であり，故郷の甚大な災害について，原因を究め
る思いで調査に入られたものと考えております．籾倉さんはこ
の他にも，2008年の地震に伴って発生した宮城県栗原郡の荒砥
沢ダム背後の大規模地すべりの経時変化の追跡をはじめとして
多くの課題をお持ちであったと聞いておりますので，ご無念の
ほどは想像に余りあります．
心からお悔やみ申し上げます．
籾倉さんは1957年，広島大学理学部地学科を卒業され，1958

年に農林省（現農林水産省）に入省され，金沢農地事務局（現
北陸農政局）を振り出しに岡山農地事務局（現中国四国農政局），
名古屋農地事務局（現東海農政局）において地質地下水の調査
に従事されました．これらの職場にあっては土地改良事業，開
拓事業を推進する中，農業用ダム，防災ダム，取水堰，用水路，
トンネル，開拓適地の調査，用水源確保のための地下水調査，
農業用ため池の温水効果の調査，老朽ため池の漏水経路調査，
等々，多岐にわたる調査に携わられました．特に岡山農地事務
局と名古屋農地事務局においては干ばつ緊急対策のための電気
探査の実施と井戸掘りの指針作りを主導され，地下水を水源と
する10ha以上の開田事業を創出されました．
1968年から勤務された農林水産本省では，全国規模の長期農

業政策立案や大蔵折衝といった多忙な業務の中，韓国の朴正煕
大統領から要請のあった干ばつ対策調査団の中心的メンバーと
して，前羅・慶尚４道の水文地質踏査の実施，井戸掘削と揚水
試験の指導に当たられ，旧河道の資源評価の重要性を報告され
たのも特筆すべきことでした．
その後1969年から，籾倉さんは九州農政局及び関東農政局地

質官として活躍されました．九州農政局時代には，阿蘇火山の
地質構造（特に火砕流）と地下水賦存形態の解明に精力的に取

り組まれ，熊本市の上水道水源として活用されている地下水が
阿蘇カルデラ内の水田により涵養されていることを明らかにす
る等の熊本市域の地下水の利用・保全に資する多くの貴重な情
報を提供されました．
また，籾倉さんは阿蘇地域だけでなく九州農政局管内の各地

で詳細な地質調査を行われましたが，その一つである沖永良部
島では，籾倉さんの行われた調査結果が地下ダムを水源とする
かんがい排水事業として結実し，現在，地下ダムの建設が着々
と進行しています．
1980年に籾倉さんは国土庁土地局国土調査課（現国土交通省

国土政策局国土情報課）に出向され，土地分類調査に携われ，
同庁発行の各種地図に地質専門家ならではの工夫を盛り込まれ
ました．
1986年には農林水産省に戻って，構造改善局資源課（現農村

振興局農村環境課）の地質官に就任され，全国の地質関係職員
の指導に当たられました．全国各地のダム，南西諸島の地下ダ
ム等に関する実務上の技術的指導等はもとより，休日前夜に新
人職員をご自宅に泊めたあと，房総半島等の地質巡検に連れだ
し，地質職としての心構えを，身をもって説く機会をつくるな
ど，独特の方法で後進の育成に心を砕かれておられました．こ
の後，1989年には構造改善局資源課の農村環境保全室長に就任
され，1991年に農林水産省を退官されました．同年，基礎地盤
コンサルタンツ株式会社に入社され，それまでの経歴において
身に付けられた幅広い知見を活かし，同社の業務遂行および社
員の方々の指導に尽力なさいました．そして2007年には，長年
の功績により，瑞宝小綬章が授与されています．
以上が籾倉さんの略歴，その間の功績の一端でありますが，

籾倉さんは公務あるいは社業に忙殺されるなか学会活動にも積
極的に取り組まれ，学生時代に入会した日本地質学会のほか，
農業土木学会（現農業農村工学会），土質工学会（現地盤工学
会）において活躍されるとともに，応用地質学会や日本地下水
学会の創立にも参画されました．
この間の研究は幅広い分野にわたっており全てを述べること

はできませんが，阪神淡路大震災，東日本大震災に際して現地
調査をもとに，地質的観点からの提言を行う他，三宅島の噴火
に際しては，縄文期以降の火山活動と土地利用の変遷を追跡，
論述されています．
籾倉さんとの議論の中で忘れ得ぬ思い出があります．それは，
籾倉さんから大規模地震の際には，地下水の変動が多くみられ
るが，地震波が地層を揺さぶることによって，地下水帯水層の
再編が行われ，以降の涵養量の変化がみられる場合があるとい
うお話を伺ったことです．地下水帯水層を静的なものでなく，
様々な営力により変化する可能性を持つものと捉える，このよ
うな柔軟な発想は筆者らには驚き以外のなにものでもありませ
んでした．このような柔軟な発想を持たれる一方，地質調査に
おいては，遠く離れては全体を見，近く寄っては細分漏らさず
に観察を怠らず，その露頭の背後に至るまで推理を重ねるとい
うのが信念でありました．ご葬儀の際に籾倉さんの残された野
帳を拝見し，いかに精細な観察眼を持っておられたか，頭の下
がる思いがいたしました．
籾倉さんは，生涯にわたり地質学の社会的貢献の理論と実践

を貫徹された方でした．
如何に惜みても，籾倉さんは戻ってきません．残された私た

ちが出来ることは何か，氏の衣鉢を継ぐ者よ，出でよと祈らず
にはいられません．

合掌
（工藤　浩・宮島吉雄・長田実也）

（注）本稿は，故人の農林水産省在籍時の業績，活動などもよ
くご存知である工藤氏（非会員），長田氏（非会員）にご執筆
にご協力をいただきました．ここに記して，御礼申し上げます．
（ニュース誌編集委員会）

追　悼
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小畠郁生　名誉会員を偲ぶ

日本地質学会名誉会員の小畠郁生先生（国立科学博物館名誉
館員）は，平成27年９月19日に心臓疾患のため逝去されました．
享年85歳でした．
小畠先生は，昭和4年（1929年）11月15日，福岡県北九州市

小倉でお生まれになり，福岡県立旧制嘉穂中学（現嘉穂高校），
旧制福岡高校理科甲類を経て，昭和24年に旧制の九州大学理学
部地質学科に進学されました．しかし，翌25年春から病気で２
年間休学し，昭和27年４月に旧制大学の２年に復学し，昭和29
年に同学科を卒業されました．旧制で入学した先生は旧制で卒
業されることになりましたが，旧制理学部でたった一人の学生
として過ごされました．昭和28年４月から松本達郎教授のご指
導によりアンモナイトReesidites minimusの個体発生の研究を
卒論として行いました．昭和29年4月に九州大学大学院修士課
程に，昭和31年4月に博士課程に進学しました．そして，２ヶ
月後の６月に地質学科層序学講座の助手として採用されまし
た．先生が学部と大学院で研究したアンモナイトを例とした古
生物学における成長解析の手段として開発した手法は，アンモ
ナイトの渦線を数式で表し，微分方程式を用いて成長を解析し
た斬新的な切り口で，アンモナイトの生物学的古生物学の研究
分野に扉を新たに開けたことで世界的に知られています．
昭和32年～33年に，松本達郎教授が米国スタンフォード大学

でカリフォルニア州の上部白亜系の研究中，バキュリテス科ア
ンモナイトが対比・地質時代判定に極めて有効であることを究
明されたことを受け，先生は日本産バキュリテス科を調べ，７
新種を含む25種を識別，記載しました．そして，11の化石帯を
設立し，日本の上部白亜系の化石層序の精度を上げ，さらに各
種の地理分布・系統や生活様式・堆積相との関係を論じ，昭和
37年に理学博士の学位を取得されました．
昭和37年に，文部省が国立科学博物館に自然史研究センター

としての機能を持たせることに伴い，先生は国立科学博物館に
招かれ，以来，1994年に地学研究部長として退官されるまでの
32年間，研究と社会教育に携わってこられました．
先生は，科博が社会教育機関と研究センターであることの二

面性を持つことから，これを反映するように2つの方針を立て
ました．第一の社会教育では，恐竜などをテーマに大規模な普
及活動です．最初の仕事は，昭和38年～40年に，米国在住の小
川勇吉氏の出資によりユタ州の恐竜アロサウルスの骨格標本が
科博に寄贈され，日本で最初の恐竜骨格の組み立て作業や科博

で開催されたシンポジウムに携わったことでした．そして，昭
和43年に，福島県いわき市から鈴木直さん（当時高校生）が発
見した首長竜の標本を先生等が発掘し，復元し，科博と朝日新
聞社の共催で「地球展」という特別展覧会で一般公開しました．
この展覧会では，化石の産状を示す展示方法が採用され，母岩
につつまれた骨格の標本は，多くの人に，化石の在り方という
ものを強く印象づけました．特に，日本では，大型のハ虫類化
石の発見がなかったので，大きな話題を呼びました．これを機
に，一般人の恐竜熱が高まり，先生に，恐竜の一般向けの本の
執筆が依頼され，教科書も含めて200編ほどの著書が出版され
ました．「恐竜の小畠先生」として，先生は知られ，子ども達
のヒーローとなりました．その後も，先生は中国の恐竜，イグ
アノドン，マイアサウラなどの特別展覧会を成功させ，科博の
社会教育機関としての位置を確固たるものとしました．
第二の研究面では，従来のアンモナイトの系統分類と進化に

加えて，日本の下部白亜系の国際対比に力を注がれました．当
時は，下部白亜系の時代論がほとんど手付かずの状態で放置さ
れていました．まず，下部白亜系宮古層群の研究に取り組みま
した．これは，先生らが科博の研究プロジェクトとして「日本
列島の自然史科学的研究」を予算化，推進し，その第１回目に
陸中地方を選定したことによります．また，銚子，紀伊，山中
などの下部白亜系は，東京周辺の大学生の卒論などを指導しな
がら学生と一緒に研究を進めました．日本の下部白亜系のアン
モナイトの研究に際し，当時，日本の大学図書館や研究室には
諸外国の文献が無く，先生はポケットマネーを投じて，欧州の
古本屋から文献を購入され，揃えたことも特筆すべきことです．
こうした経緯を経て，アンモナイトをはじめ160編を越える数
の論文が出版されました．
先生は，日本地質学会で評議員・執行委員・編集委員，日本

古生物学会で評議員・常務委員，日本学術会議で各種委員，文
部省学術審議会専門委員など数多くの委員会の委員を務められ
ました．
先生は，穏やかで優しいお人柄で，化石を愛好する老若男女

を問わず丁寧に接することで知られていました．化石に関して
科博の先生の研究室を訪れた人，手紙や電話での問い合わせに
真摯に応対した先生から，私どもは古生物学の学問の裾野を広
げた実践事例を学ばせて頂きました．また，地質学や古生物学
の研究を目指す学生，研究している学生や院生からの相談にも
時間をかけて，研究の展望を解き，研究の楽しさを教え，彼ら
を励ましました．「一流の研究者」が「教育者としても一流」
であることを先生は示されました．私，松川も，院生時代に初
めて先生の研究室を訪ねたとき，先生の素晴らしさを直感的に
感じたことを今でも鮮明に覚えております．
先生は，科博退官後，大阪学院大学にお勤めになり，その後，
東京学芸大学の松川研究室にほぼ毎週１日通われ，アンモナイ
トなどこれまでやり残した研究をされ，論文として発表してお
られました．誰もが迎える定年後，長寿時代の中で古生物学や
自然史科学のような経験学問は，長く第一線で，第一級の研究
を継続できることを，先生は自ら示されました．ここ１，２年，
先生は体調を崩され，ご自宅で研究を進めておりました．この
８月下旬には，先生の集大成としての宮古層群のアンモナイト
の記載と動物群に関する私との共同論文の原稿に関して議論を
終え，原稿完成の直前の急逝でした．まさに，死の直前まで研
究をされていました．私は，ご家族からの突然の訃報に驚愕し，
先生の死をいまだ受け入れられない状況です．私が先生とお会
いしてから今日までの40年間の様々なことが蘇り，大きな時の
流れを感じています．長年にわたるご指導に深く感謝申し上げ，
これからゆっくりとお休み下さるよう，心からご冥福をお祈り
申し上げます．

（松川正樹）



申込・問い合わせ：一般社団法人  日本地質学会
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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！
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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）～15日（月・祝）

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）

こんな作品を大募集
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