
年頭にあたって（一般社団法人日本地質学会　会長　井龍康文）
日本地質学会第123年学術大会（東京・桜上水）開催通知
会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告

第6回惑星地球フォトコンテスト：ジオパーク賞「太古の跡の砂滑り」

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
Fax 03-5823-1156   E-mail：main@geosociety.jp  ホームページ http://www.geosociety.jp

日本地質学会 News
Vol.19  No.2  Feburary  2016

地質学雑誌　第122巻　第2号（通巻1445号）付録　平成28年2月15日発行（毎月1回15日発行）

News2016_2月号表14.qxd  2016.2.17  5:44 PM  ページ1



2016年２月９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

一般社団法人日本地質学会理事および監事選挙について

２月８日に役員の立候補が締め切られました．選挙管理委員会で

確認した理事および監事の立候補者名簿は次のとおりです．

１．理事選挙
選挙規則に定められた理事の選挙定数50名のうち，全国区代議員

からの39名の理事立候補者（定数43名），各地方支部区から選出する

７名の理事（一つの支部区から１名ずつの定数）のうち，６支部区

（北海道，東北，関東，近畿，四国，西日本）代議員からの６名の理

事立候補者は，それぞれの定数を超えませんでしたので，選挙規則

第６条に則り無投票当選となります．

中部支部区は２名の立候補があり定数を超えましたので，選挙規

則第５条，選挙細則第13条，第17条に則り，中支部区当選代議員

（選挙人）による投票を行います．

中部支部区の代表理事を決める理事選挙の開票は３月８日（火）

15時から学会事務局で行います．開票の立ち会いをご希望のかたは，

３月１日（火）までに選挙管理委員会（main@geosociety.jp）にお

申し出ください．

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

理事候補者名簿（任期２年：2016年総会後～2018年総会）

全国区代議員（定数43名）※定数内につき，無投票当選となります．

立候補者名 所属機関名

１ 天野　一男 日本大学

２ 笠間　友博 神奈川県立生命の星・地球博物館

３ 佐々木　和彦 応用地質㈱

４ 矢島　道子 東京医科歯科大学

５ 渡部　芳夫 産業技術総合研究所

６ 川端　清司 大阪市立自然史博物館

７ 坂口　有人 山口大学

８ 田村　芳彦 海洋研究開発機構

９ 星　　博幸 愛知教育大学

10 岡田　　誠 茨城大学

11 清川　昌一 九州大学

12 斎藤　　眞 産業技術総合研究所

13 西　　弘嗣 東北大学学術資源研究公開センター

14 安藤　寿男 茨城大学

15 田村　嘉之 千葉県環境財団

16 松田　達生 NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会

17 山田　泰広 海洋研究開発機構

18 上砂　正一 環境地質コンサルタント

19 緒方　信一 中央開発㈱

20 狩野　彰宏 九州大学

21 平田　大二 神奈川県立生命の星・地球博物館

22 辻森　　樹 東北大学東北アジア研究センター

23 保柳　康一 信州大学

24 竹下　　徹 北海道大学

25 市川　八州夫 応用地質㈱

26 小宮　　剛 東京大学

27 廣木　義久 大阪教育大学

28 松田　博貴 熊本大学

29 山本　高司 川崎地質㈱

30 川辺　文久 文部科学省

31 杉田　律子 科学警察研究所

32 内藤　一樹 産業技術総合研究所

33 楡井　　久 NPO法人日本地質汚染審査機構

34 福冨　幹男 地技研

35 向山　　栄 国際航業㈱

36 井龍　康文 東北大学

37 亀尾　浩司 千葉大学

38 澤口　　隆 東洋大学

39 中澤　　努 産業技術総合研究所

地方支部区代議員　定数７名（各地方支部区から１名ずつ）

※中部支部区（★）は理事選挙を行います．他の地方支部区は定

数内につき無投票当選となり投票はありません．

※選挙人：中部支部区当選代議員／被選挙人（★）：中部支部区

当選代議員

支部区名 候補者番号 立候補者名 所属機関名

北海道 １ 沢田　　健 北海道大学

東　北 １ 菖蒲　幸男 応用地質㈱

関　東 １ 有馬　　眞 放送大学神奈川学習センター

中部★
１ 大藤　　茂 富山大学

２ 須藤　　斎 名古屋大学

近　畿 １ 三田村　宗樹 大阪市立大学

四　国 １ 奈良　正和 高知大学

西日本 １ 仲谷　英夫 鹿児島大学

２．監事選挙
監事については会員から１名，理事会推薦から１名，計２名の立

候補届出がありましたが，会員からの候補者は定数内のため，監事

の投票は行いません．

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

監事候補者名簿（任期４年：2016年総会後～2020年総会）

立候補者名 所属機関名（会員・非会員の別）

１ 藤本　光一郎 東京学芸大学（会員）

２ 山本　正司 司法書士山本正司事務所（非会員）
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地質リーフレットシリーズ1～3も
好評発売中！

編集　一般社団法人日本地質学会　地質環境の長期安定性研究委員会
発行　一般社団法人日本地質学会

定価600円
（会員頒価500円）

（20部以上の場合割引あり）

日本列島と地質環境の長期安定性

購入希望の方は、学会事務局まで。　e-mail: main@geosociety.jp 　電話 03-5823-1150

2011年1月発行　B2版　両面フルカラー

地質環境の長期的利用の観点から、日本の地質環境を分かりやすくまとめ
たリーフレット。最新のデータに基づき、日本列島の断層運動、火山・マグマ
活動等の特徴、そして将来予測の考え方を示しています。多くの方々に活用
して頂けることを願っています。

好評発売中
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連携体とその前身となった東日本大震災の総

合対応に関する学協会連絡会の共催で，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」が行われました．

ここでは，東日本大震災の総合対応に関する

学協会連絡会参加学会のこれまでの取り組み

と，新たに加わって防災学術連携体を構成す

る学会の災害に関する取り組み等の発表が行

われました．

地質学会の発表では，防災学術連携体の元

になった東日本大震災の総合対応に関する学

協会連絡会には工学系，社会系の学会が多く，

人間の力で，防災・減災及び復興の実現を追

求した分野が中心となっていたことから，こ

れらの分野と異なる帰納法的手法・思考方法

を持ち『多種多様の地質を認識できる』地質

学会が参加して，自然を理解して素直に受け

入れ，自然と共生できる社会に貢献していく

ことが重要との話をしました．自然科学系の

学協会，特に自然を素直に理解する地質学会

と，工学系，社会系の学会は，対象を理解す

る考え方やその表現方法も異なることから，

その溝をどうやって埋めていくかが今後の課

題となると考えられます．地質学会は，地球

科学系の学会で最大規模であることを生か

し，冷静な目で防災学術連携体に関わってい

くことが必要と考えられます．

なお，この防災学術連携体は防災推進国民

会議の構成団体になっており，本年８月末頃

に予定されている「第１回防災国民大会（仮

称）」に参加（出展，講演）することが勧め

られています．今後どう関わっていくか，執

行理事会を中心に検討していく予定です．

防災学術連携体 http://janet-dr.com

平成28年１月９日午前に防災学術連携体の

設立総会が行われ日本地質学会を含め47学会

が参加して発足しました．この連携体は，平

成23年に日本学術会議の土木工学・建築学委

員会が幹事役となって設立された「東日本大

震災の総合対応に関する学協会連絡会」を元

に，自然災害への防災減災・災害復興を対象

により広い分野の学会が参画して発足したも

ので，平成27年７月に日本学術会議幹事会付

置委員会として設置された「防災・減災，災

害復興に関する学術連携委員会」と密接に関

連して活動することになっています．今後，

災害時の緊急対応，防災情報に関するポータ

ルサイトの運営，シンポジウム等を通じた学

協会間の意思疎通，行政機関との意思疎通の

活動を行っていくことになっています．

日本地質学会としては，震災以前において

地質の関わる災害の防災・減災・復興等に関

して地質情報が重要視されているとは言いが

たい状況であったことを念頭に，防災の基盤

情報として地質情報が活用され，防災・減災

に役立てることができるよう，この連携体に

参加することにしました（2015年12月の本学

会理事会で報告：本誌p.19参照），その上で

今回の設立総会には斎藤が出席しました．

会長には学術会議会員で建築系の和田　章

東工大名誉教授が就任し，事務局長は立ち上

げに深く関わった米田雅子慶応大学大学特任

教授と幹事学会である土木学会の塚田幸広専

務理事が就任しました．幹事学会は２年毎に

交代することになっており，土木学会，建築

学会の順に担当することが決まりました．

午後から日本学術会議が主催し，防災学術

REPORT

防災学術連携体設立総会及び日本学術会議学術フォーラム

「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」出席報告

日本地質学会常務理事・地質災害委員会委員長 斎藤　眞（産業技術総合研究所）

学術フォーラム登壇者集合写真
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国立研究開発法人海洋研究開発機構（以下

「JAMSTEC」）は，JAMSTECの船舶等で得

られた研究成果について，研究分野の枠を越

えた情報交換の場を提供することを目的とし

て「ブルーアース2016」シンポジウムを開催

致します．

本シンポジウムでは，「みらい」北極観測

に関するセッションをはじめとして，海洋生

物，海洋底ダイナミクス，基盤技術，気候観

測等，主に各航海の乗船研究者による多分野

にわたる発表が行われます．また，今回は今

年度で退役となる「なつしま」「かいよう」

を取り上げた特別セッションを開催します．

皆様のご参加を心よりお待ちしております．

日時：2016年３月８日（火）～３月９日（水）

10:00～17:45（９:30開場）

場所：東京海洋大学　品川キャンパス

入場料：無料（事前申込不要）

要旨集を会場で配布いたします．

詳しくは，

http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueea

rth/2016/program.html

総合資源エネルギー調査会地層処分技術

WG（以下，「技術WG」という）では，高レ

ベル放射性廃棄物の最終処分に関し「科学的

により適性の高いと考えられる地域（科学的

有望地）」の具体的要件・基準について，総

合資源エネルギー調査会にて，専門家の更な

る検討を進める．」との国の方針のもと，こ

の科学的有望地の要件・基準について，地球

科学的な観点から，技術的（工学的）対応可

能性を含めた議論を進め，昨年12月にこれま

での議論の成果を中間整理として公表しまし

た．

今般，中間整理の学術的知見及び利用する

文献・データの妥当性について，地層処分技

術に関連する学会に所属する者や，関連する

論文・報告書等の公開文献の執筆経験を有す

る者など，本分野についての高い専門性を有

高レベル放射性廃棄物の地層処分
に関する「科学的有望地の要件・
基準に関する地層処分技術WGに
おける中間整理」について，
専門家からの意見募集

『ブルーアース2016』開催

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

専門分野：鉱物資源に関する分析化学または

それに関連する分野

担当授業科目：海底資源に関連する専門科目

の講義，演習及び実験，卒業論文演習Ⅰ・Ⅱ，

卒業論文，共通教育科目等

募集人員：１名

着任時期：平成28年４月１日以降のできる限

り早い時期

常勤（任期なし）

応募資格：（1）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）（2）本学

大学院において，教育，研究指導に係る校務

を担当できる者．（3）鉱物資源に関する分析

化学について幅広い知識を有し，資源研究へ

応用ができる者．（4）多様な研究機関等と教

育・研究・社会貢献において連携することが

できる者．（5）地域貢献や全学的な教育プロ

グラムに積極的に取り組むことができる者．

（6）教育研究とともに，管理運営等の学内業

務に積極的に取り組むことができる者．（7）

科学研究費助成事業を含む外部資金に代表者

として応募することができる者．

募集期間：2016年３月18日（金）17時必着

提出書類：（1）履歴書（様式１）（2）研究

業績書（様式２）学術論文（査読の有無を区

分すること），総説，著書，特許，国際会議

のPROCEEDINGS等（3）主要論文等５報の

高知大学農林海洋科学部
海洋資源科学科海底資源
環境学コース教員

（講師または助教）公募

対象分野：人文学，社会科学及び自然科学の

全分野

受賞条件：国内外の学術誌等に公表された論

文，著書，その他の研究業績により学術上

特に優れた成果を上げたと認められる者の

うち，当該年度の４月１日現在以下の条件

を満たす者です．（1）45歳未満 （2）博士

の学位を取得（博士の学位を取得した者と

同等以上の学術研究能力を有する者を含

む．）（3）外国人の場合は推薦時点におい

て我が国で５年以上研究者として大学等研

究機関に所属しており，今後も継続して我

が国で研究活動を予定していること（なお，

日本国籍を有する者の場合はこの条件を問

いません．）

推薦権者：（1）我が国の大学等研究機関ま

たは学協会の長（2）優れた研究実績を有

する我が国の学術研究者

※学会からの推薦を希望される方は，学会締

切日までに必要書類をそろえて，学会事務

局までお申し出下さい．自薦の受付はあり

ません．

授賞等：授賞数は毎年度25件程度とし，受賞

者には，副賞として研究奨励金110万円を

贈呈します．また，日本学術振興会賞受賞

者の中から特に優れた者６名以内に，日本

学士院学術奨励賞が授与されます．

受付期間：平成28年４月11日（月）～13日

（水）17時（必着）（学会締切：３月31日）

所定の推薦書や募集の詳細は，日本学術振

興会ホームページ（http://www.jsps.go.jp/

jsps-prize/）をご覧下さい．

第13回（平成28年度）
「日本学術振興会賞」
受賞候補者推薦募集

各賞・
研究助成

日本地質学会に寄せられ

た候補者の募集・推薦依

頼等をご案内いたしま

す．

する専門家からの御意見を募集します．

＜募集期間＞

2016年１月20日（水）～４月19日（火）

詳しくは，

http://www.enecho.meti.go.jp/category/ele

ctricity_and_gas/nuclear/rw/gijutsu-

iken.html

別刷（各７部，コピー可）（4）過去の研究実

績及び教育実績（例：学部・大学院における

過去の担当授業科目等）並びに社会貢献に関

する業績一覧表（A４用紙，様式・長さ自由）

（5）今後の研究（特に，鉱物資源化学ついて

記述のこと）・教育・地域貢献及び管理運営

についての計画や抱負（A４用紙各1,500字程

度，様式自由）（6）その他参考となる資料

※提出書類の様式は，本学のホームページか

らダウンロードすること．

詳しくは，https://jrecin.jst.go.jp/seek/Seek

JorDetail?fn=1&id=D116011233&ln_jor=0
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酷な環境を生き延びるための個体相互の様々

な関係が垣間見え，興味深いものである．第

２章「土が育む動物たち：微生物から恐竜ま

で」では，「いのちのみなもと」と呼ばれて

いる土に関して，その実態を説明し，土中の

栄養分獲得に対する微生物や細菌の活躍を紹

介している．第３章「人と土の１万年」では，

土壌の酸性化への回避手段として人間が選ん

だ，「灌漑農業」，「焼畑農業」，「水田農業」

を軸に話を進めている．第4章「土の今とこ

れから：マーケットに揺れる土」では，日常

私たちが食する「ポテトチップス」，「植物油

脂」，「お茶」，「牛乳」などを例に，その生産

に関わる土への負荷を解き明かしている．そ

して，土をめぐる生き物の競争と絶滅および

その繰り返しの歴史から学ぶことで，足元か

ら私たちの暮らしを見つめなおそうと呼びか

けている．

本書は，いわゆる土壌学の教科書ではなく，

土を通して直近５億年間の地球環境の歴史を

記した教養本といえる．著者は，現場で得た

事実を大切にし，そのいくらかを例にして説

明を加えながら，興味深く論を進めている．

また，土の酸性化とその環境下での生命の営

みは注目に値するものであり，私たちの暮ら

しに新たな視点を与えてくれる．地球の貴重

な財産「土」を通して，自然の偉大さや面白

さを教えてくれる「よき一冊」といえる．

（香村一夫）

地球は「水」ばかりでなく「土」で特徴づ

けられる惑星である．この両者により，他の

惑星にはみられない様々な環境を創出してき

た．本書は，この「土」が地球上に生まれた

直近５億年間の土と生き物たちの関わり合い

に主題をおいて，土の直面した環境史，しい

ては地球環境の歴史を記している．著者は，

土壌学や生態学を専門とし，スコップ片手に

世界の土を掘りながら研究を進めることを重

要と考える，現場に根を下ろした研究者であ

る．

本書の内容へと踏み込んでいこう．「プロ

ローグ：足元に広がる世界」には，「故きを

温ねて新しきを知る」，換言すると「危機に

瀕している土の歴史と現況から未来への教訓

を知る」といった，本書の目的がまず記され

ている．また，最も重要と考えている「土の

酸性化」のメカニズムについて触れ，以後の

章における読者の理解を促している．本文は

４章から構成されている．第１章「土の来た

道：逆境を乗り越えた植物たち」では，カナ

ダ北部の町イエローナイフで観察した「土が

生まれる直前の姿」を記し，それから５億年

間にわたる世界各地で観察した土の形成史と

植物との関わりを詳述している．そこには苛

ながら目を通していくうちに，この分野の最

先端のトピックスまでがいつのまにか身につ

いている感じにさせてくれる．

一般のひとたちに宇宙惑星科学の最近の進

歩などを知ってもらいたいということから執

筆され，著者自身がそのイラスト・ロゴなど

も手がけた本書は，その外見だけからは当学

会員などが手にとるには些か物足りないので

はという印象を受けるかもしれない．しかし

この分野における研究の歴史から最近の進歩

までを幅広く紹介し，著者自身の長年にわた

る隕石を主体にした研究などの話をもとに研

究の進め方・考え方なども述べられていて，

内容は濃くまた興味深い．その見かけからは，

なぜ本書が大学出版会で出版されているのか

些か不思議に思われる感じを受けるかもしれ

ないが，その内容を知れば納得できるだろう．

またそのためには，担当編集者の少なからぬ

貢献があったことがうかがわれる．

そもそも本書のイラストなどを著者自身で

描くようになったのは，著者が現在は阪大の

名誉教授でありながら，若いときの美術への

あこがれからあえて定年１年前に退職して東

京芸大美術学部の入試を受けて現在はその学

部生であるということを知ったひとから勧め

られたからだとのこと．描かれたイラストは，

いわゆる“ゆるかわ（いい）系”．著者を彷

彿させる人物が，宇宙や惑星系に関してのさ

まざまな疑問に対して神妙に相対しているさ

まざまなポーズが，頻繁に登場する．著者自

身は，隕石中のダイアモンドの起源や希ガス

を濃集している謎の成分“Q”，テクタイト

などの研究において国際的にも高い評価を受

けてきた研究者．

本書は大きく４章に分かれる．

「隕石がやってくる宇宙とは？」では，宇

宙について現在考えられているその構造や広

がりと始まり，太陽もその一員である恒星の

誕生から転生などについての過程などについ

て，丁寧に説明されている．そこでは著者が

もともと東大物理学科の出身で大学院は地球

物理学科を専攻としていることから，物理学

的観点に立っての説明が詳しい．ただおそら

く一般のひとには容易には理解しにくい“虚

数時間”なる用語が説明もなしにでてきたり

するのは，著者のお里のせいでもあろうか．

「隕石の故郷である太陽系」では，隕石が

やってくると思われている小惑星帯を含む太

陽系自体について，その全体像や誕生につい

て現在考えられているモデルなどについて詳

しい紹介がある．また月がどのようにできた

のかという現在の考え方についても，その根

拠などをあげて説明されている．また現在多

くのひとの関心をひいている太陽系探査の状

況を紹介し，太陽系内移住についても項目立

てをして説明する気配りがされている．さら

にこの章では，著者の隕石研究に対する主要

な研究手法である同位体科学について，その

原理などを解説している．

「第３章　隕石・彗星のふしぎ」では，地

球外物質として物質科学的に取り扱うことが

紹　介

大地の五億年
－せめぎあう土と生き物たち－

藤井一至

（株）山と渓谷社，2015年12月，229ペー

ジ，ISBN978-4-635-51022-6，定価900円＋

税 隕石でわかる　宇宙惑星科学

松田准一

大阪大学出版会，2015年12月７日，238ペ

ージ，ISBN 978-4-87259-433-1，定価1,600

円＋税

とにかく楽しい本．軽妙なイラストを眺め



本書は，2011年３月11日に起きた東北沖地

震と，関連する災害（東日本大震災）と，そ

こからの復興に関しての自然科学・工学から

のみならず，社会・人間科学分野の多くの専

門家によって書かれた，文科省の特別経費研

究プロジェクトの成果物である．と同時に，

序にあるように，大学の学部１，２年学生の

講義のために書かれた総合的教科書でもあ

る．内容は，多くの図・グラフ・写真などを

使用し，専門的な事象を比較的平易に説明し

ているほか，随所により深く知りたい方々や

専門家をも満足させるようなコラムも設けら

れており，コンパクトながら高度な書物と

なっている．

巨大地震発生後，すでに５年が経過し，地

震のメカニズムと震災（ほとんど津波による

被害）の実態に関しては，多くの科学論文や

それに基づく報告書，普及書などが出版され

ているが，本書の特徴は，それらとはやや異

なり，自然災害そのものと復興に際しての社

会や人間活動へも及ぶ複合災害の諸現象とそ

の実態や考え等に関しても，豊富な生データ

とともに紹介しており，多くの視点から書か

れた社会に広く役立つ書物である．

構成は，全10章からなっており，第１章は

巨大地震・津波の発生メカニズム，第２章は

地震被害，第３章は津波の実態と対策，第４

章は液状化と斜面崩壊，第５章は建物被害の

特徴，第６章は建築物崩壊のメカニズム，第

７章は社会インフラの被害と対策，第８章は

原発事故による放射性物質の挙動，第９章は

物質的な被害が発生した後の人間行動や社会

的影響，第10章は大震災後の社会的な影響の

できる隕石や，最近ではそのダストなどを採

取することに成功した彗星などについて，さ

まざまな観点から紹介している．本章は本書

全体の半分近くのページ数を占め，著者自身

の研究内容をもとにしたテーマの項目もいく

つか立てられていて，濃い内容となっている．

隕石と流れ星の関係や発見の歴史，隕石の分

類や特徴，隕石の由来，隕石衝突と生物絶滅

の関係など一般的な話題のほか，著者自身が

研究を行ってきた隕石中のダイアモンドの起

源を追求するための室内実験，希ガスを濃集

していると考えられている謎の物質“Q”の

解明のため悪戦苦闘する様子，テクタイトな

どの研究など，著者の研究の現場に立ち合っ

た気分にさせられるのではなかろうか．

「第４章　ロケットと宇宙探査」では，現

在マスコミに頻繁に登場する宇宙探査の話題

に関して，ロケットの飛行法や人工衛星，宇

宙ステーションでの生活などを紹介する．ま

た人類が初めて小惑星帯からその試料を採取

してきたとして騒がれた「はやぶさ」のもつ

科学的な意義や，現在進行中の「はやぶさ２」

のねらいを解説し，宇宙人の存在についても

ふれて，ひとびとが関心を寄せる対象にも広

く配慮しているように思われる．

これらの項目のほか，コラム欄ではトピッ

クス的ないくつかの話題を紹介し，さらには

隕石カフェと題して本文の内容からはやや離

れた４つの話題をあげているが，これらが楽

しい．評者とも長年のお付き合いがあり，著

者がシカゴ大でポストドク研究員としてお世

話になったアンダース教授の人柄について

は，“アンダース教授の思い出”として，乾

杯途中でもあらかじめ決めた時間が過ぎると

乾杯もせずに退出してしまう程時間を大切に

していたということなどが紹介されている．

そのほか，“数式に美しさを感じるか？”，

“宇宙トンボ”，“芸術と科学者”など，それ

ぞれに著者自身の関心のありかたが見てとれ

る．

本書は，語りかけるような文章で宇宙惑星

科学の研究史から最近の話題まで，裏話的な

話題も含めて幅広く紹介しているが，取り上

げられている内容は科学的にも重要なテーマ

が多く，それらに対する推論の根拠もきちん

と示されているのでこの分野における思考方

法が分かり，一般のひとだけでなく研究者に

とっても得られる点が大きい．そのため，評

者は本書が当学会員にも十分有益であるもの

として自信をもってお薦めしたい．

ただ評者の関係する分野において，地球の

年代を論じるときに用いているジルコンに対

してU-Pb法によって得た年代を絶対年代と

記しているが，ほかの例では隕石の照射年代，

落下年代，あるいは地質年代などとの記述が

されていてそれらとは表記の整合性がとれな

いので，この場合にはジルコンの形成年代と

でも記すべきであることを付記しておく．

（兼岡一郎）

精査と復興を円滑に行うために必要な合意形

成について，それぞれ取り扱っている．（こ

れらには地質学分野の読者にも身近に感じら

れる内容が多く含まれ，また社会に生きるす

べての人々が関心を持つべき内容でもある）．

これら広範囲におよぶ災害関連の諸現象や考

え方を一つの書物にまとめるには，編集上の

苦労があったことと想像される．なお，八木

氏は，著名な若手の理論地震学者であり，大

澤氏は社会工学の研究者である．総計20名に

及ぶ各章の著者は，主として筑波大学大学院

の生命環境系と情報システム系に属する研究

者である．

今や市民（読者）には，現在および将来の

自らの生命や財産などを守ることが重要だと

の意識が広がっている．そのためには，自然

界と人間活動のすべての現象の原理や事実

と，その信ぴょう性を確実なものとすること

が求められている．それには，極めて高い意

識をもって，現在最高レベルの学問からの知

識を日常的に絶えず整理し，取り込むことが

重要だというのが，一読した後の筆者の感想

である．本書は，その実現に近づいたものと

思う．

本書は，上に述べた章立てにもあるように，

自然科学・工学研究者が地球の諸現象と社会

生きる人間とその諸活動とどう関係するかと

いう観点から見た取り組み方と，それとは逆

の，人間活動を主眼とする社会科学・人文科

学分野の研究者が自然とどう付き合うか（理

解，改善，征服，妥協，服従などの言葉が思

い浮かぶが）の両方に関して，読者に問いか

けている．今日，人間活動（主として技術と

経済の発展に伴う）の高度化と複雑化によっ

て，我々人間を取りまく状況は，極めて多面

的で，かつ完全な理解が難しい状況になって

いる．21世紀に入って，それはまた人間の精

神的な活動にも影響を与え（国際政治につい

てもしかり），相互の全体的な理解がないと

その困難を乗り越えることはできないところ

まで来ている．そのための試みとして，気候

変動枠組条約締約国会議（COP）や，社会

科学者が提案し国際的な議論を呼び起こして

いる気候変動政府間パネル（IPCC）などが

ある．2015年３月仙台において開かれた国連

防災会議（UN WCDRR）や同時に開かれた

関連するさまざまな集会も，類似の方向を目

指している．国際科学会議（ICSU）の中で

の一大テーマであるFuture Earthも，人類

生き残りをかけての国際的な科学運動の一つ

に含まれる．我々の地質学あるいは地球惑星

科学分野でも，さまざまな取り組みが行われ

ているのは衆知の通りである．

自然災害は，気候変動によるものと（特に

異常気象（干ばつや洪水など）と海水準変動）

とその他の固体地球科学的要因（地震，火山，

津波，斜面崩壊など）によるものとに分けら

れようが，多くは相互に深い関係がある）），

それらは人間にマイナスの効果を与えるもの

（災害，ディザスター）の地球の３次元，い

や４次元的現象としてとらえるべきものであ
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巨大地震による複合災害：
発生メカニズム・被害・
都市や地域の復興

八木勇治・大澤義明　編著

筑波大学出版会，2015年11月，210ページ，

ISBN978-4-904074-38-1，2,900円+税



こが多くの利便性を提供するからである．そ

こにいったん災害が起きると，その被害は極

めて複合化しかつ巨大化し，復興には時間と

巨額の資金が必要である．さらに，近代科学

が150年程度の歴史しか持たない状況から，

各方面での研究者の努力はあるものの，ハ

ザードに関しての十分精度や確度のよいデー

タは依然として完全とは言えない．我々は，

高いリスクのあるハザードに満ちた地域に，

あえて住んでいるのである．我々の周辺の事

象の将来予測は手探りであるといえる．実際，

自然災害が起きることを予測した準備

（preparedness）によりも，起きた場合のた

めの救援，避難，その後の復興などへの経済

的支出がずっと多額を占めるとも聞く．これ

らの自然科学的，社会科学的，人間科学的諸

問題を乗り越えるには，本書にあるように，

すべての分野を通した一貫した意識のもと

る（その多くが，地質的現象を含むものであ

ることを留意すべきである）．しかし，一般

に，そのメカニズムやプロセスは複合的で，

ますます複雑化している．近年の自然災害の

巨大化は，上に述べたようなハザード（災害

要因）やリスク（危険度）に対応した現象と，

それに人類の増加とその活動の高度化・集中

化が関係している．一方，災害のリスクの高

い箇所に人口や活動が集中するということは，

人間の居住や活動要素による複合化した相乗

効果（synergy）として理解されるだろう．

自然災害の多くは，アジア・環太平洋諸国

などで特に顕著である．実際，多くの人々が

活動する大都市が，大河川のデルタ地帯や活

断層の上などに集中する．日本の大都市を見

れば明らかである．人間の多くが，自然災害

のリスクの大きいところにあえて住んでいる

のではないか？との危惧すら感じられる．そ

に，基本的なすべての事項を整理して，どこ

がポイントかを抑えて，より詳しい検討を続

け，全体の理解や行動を皆で考えて，時期を

失せずに行動を起こす以外，ないものと思わ

れる．（我々，４Dでの考察を得意とする地

球惑星科学分野の出番である，と思うのは，

筆者の手前味噌であろうか？）

本書は，これから社会活動の中枢を担うべ

き大学生や講義を担当する教官ばかりでな

く，立法・行政に携わる方々（decis ion

maker）や産業活動，教育に携わる方々，さ

らに一般市民の方々（これらすべてを含めて

stakeholderと呼ぶようである）にも，大い

に役立つ画期的な書物と考え，多くの方々に

推薦したい．そして，世界の人々が，自然災

害に関してどのように向き合うかを，日常的

に話題にできるようにしたいものと考える．

（小川勇二郎）
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昨年の11月末を〆切としていた地質学会125周年記念地質学雑誌特集号には多くの申し込みを頂きました．特集号として
は10件，個別総説論文としては２件の申し込みがありました．これらの内容について企画委員会で検討を重ねてきました
が，現時点での状況について会員の皆様へお知らせします．10件の特集号の申し込みのうち，下記の９件の特集号が企画
委員会として採択されています．１件については保留となっており，再提案を受けて再度検討することとなっています．

１．深海掘削計画（IODP）と深部掘削船「ちきゅう」10年の成果　14編　２分冊
２．水蒸気噴火の地質学的研究の進展　５編
３．グリーンタフ・ルネサンス　５編
４．オマーンオフィオライト　　８編
５．日本の火成岩研究の進展と展望　９編
６．日本の変成岩研究の進展と展望　10編
７．「泥火山」の新しい研究展開に向けて　12編　２分冊
８．日本の構造地質研究の進展と展望　16編　３分冊
９．日本の応用地質学の進展と展望　６編
（ナンバリングは整理の都合上の番号で，掲載順を意味していません）

これらのうち，５，６，８の中には日本列島の形成に深く関連した論文が数編あります．また，個別総説論文の１編も
同様のカテゴリーに入るので，それらをまとめて独自の特集号とするべく現在調整中です．したがって，現在のところ，
10タイトルの特集号で号数にすると13号分の特集号企画の準備が進行中です．2017年１月号への掲載を目指して，順次，
具体的な作業が進行している最中です．

また，上記のタイトルを概観すると，まだ欠けている分野やテーマもあります．古環境解析や津波堆積物研究の進展を
はじめとした堆積学関係などの分野についても，特集号企画の準備をすすめています．

日本地質学会125周年記念地質学雑誌特集号の状況について

125周年記念特集号企画委員会

創立125周年
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シンポジウム（10月26・27日）

シンポジウムはチュラロンコン大学のキャ

ンパスで催された．全体の流れとしては，

Thasinee Charoentitiratの挨拶から始まり，

一日目に12件の口頭発表と16件のポスター発

表，二日目に15件の口頭発表が行われ，最後

は金小赤氏の結びの言葉で幕を閉じた．口頭

発表は一人20分間ほどで，テチス域のテクト

ニクス，古生物学，岩石学，層序学など様々

な発表が行われた．ポスター発表は１日目の

口頭発表の後，一時間半程度行われた．すべ

ての発表で，さまざまな意見が飛び交い活発

な討論が行われた．発表間の休憩にはタイの

お菓子などがテーブルに並び，活発かつリ

ラックスした雰囲気で会が進行された．

ビジネスミーティングでは，今後の活動方

針と来年度の開催国について話し合われた．

その結果，次回の国際シンポジウムは来年の

10月下旬ごろにミャンマーで開催されること

となった．

ポストシンポジウム巡検（10月28日～11月

１日）

10月28日～11月１日の５日間，日・泰の研

究者らの案内でタイ北部インタノン帯，スコ

タイ帯の巡検が行われ，約50名が参加しバス

で移動した．タイ北部は地質学的に，西から

シブマス地塊，インタノン帯，スコタイ帯，

インドチャイナ地塊に区分される．このうち

インタノン帯は，三畳紀における両地塊の衝

突により閉塞したパレオテチスと解釈されて

おり，石炭系～ペルム系の海山型炭酸塩岩体

やデボン系～三畳系のチャートによって特徴

づけられる．また，スコタイ帯はパレオテチ

スの沈み込みに伴い発達した島弧とされてお

り，沈み込みに関係した火山岩類やⅠタイプ

花崗岩の貫入などが見られる．タイはちょう

ど雨季が終わった頃で，巡検中雨に降られる

ことはなかった．また，植生に覆われた露頭

もしばしばあったが，チュラロンコン大学の

学生たちが鉈を振るってくれたおかげで観察

することができた．

１日目は早朝から飛行機でタイ北部のラン

パーン（Lampang）へ移動し，中新統の石

炭鉱山（Mae Moh Mine）（写真１）と珪藻

土の露頭を訪れた．このMae Moh Mineでは，

タイの電力の10%を賄っている石炭層を見学

した．大規模な露天掘りで採掘されており，

その広大さに参加者から驚きの声があがっ

た．次に，スコタイ帯の三畳系ランパーン層

群を代表するタービダイト層を観察した．そ

の後，新生代中新世とされる珪藻土の露頭を

観察した．

２日目は，ペルム系のNgao層群Kiu Lom

層の石灰質火山砕屑岩類，ランパーン層群の

中部三畳系の石灰岩から礫岩にいたる露頭，

三畳系タービダイト，上部三畳系石灰，そし

てバイモーダルな火山岩の分布で特徴付けら

れるChang Khong － Lampang － Tak火山

帯の流紋岩などを観察した．三畳系ランパー

ン層群のタービダイトの露頭では，未成熟な

火山弧を後背地とする証拠として，安山岩や

玄武岩の岩片が含まれると説明を受けた．上

部三畳系石灰岩の露頭では，礁相やラグーン

相など復元された堆積環境が説明された後，

参加者全員で貝化石やアンモナイト化石を炎

天下で探した．

３日目はランパーンから北西のチェンマイ

（Chiang Mai）に向けて出発し，インタノン

帯に分布するペルム系の塩基性火成岩類，玄

武岩から珪質頁岩にいたる海洋プレート層

序，Sタイプ花崗岩，大陸性砂岩などの露頭

を見学した．ペルム系の塩基性火成岩類は石

灰岩を伴うことやその化学組成から海洋島玄

武岩であるという説明があった．また，Sタ

イプ花崗岩の露頭は，今回の巡検で唯一の川

沿いの露頭で，長辺が３～５cmほどの長石

の巨晶を含む様子がよく観察できた．

４日目はチェンマイから国道を北上し，イ

ンタノン帯を特徴づけるファンチャートの模

式地，付加体メランジ，海山型石灰岩体（ド

イ・チェンダオ石灰岩）などを見学した．

ファンチャート模式地の黒色頁岩の層理面に

は，斜めから光をあてると輝くノコギリ状の

学協会・研究会報告

第4回IGCP589“Development of the Asian Tethyan
Realm: Genesis, Process and Outcomes”国際シン
ポジウム報告

渡邉亮太（山口大学院理工学研究科地球科学専攻）

坂田純浩（山口大学理学部地球圏システム科学科）

山本力哉（筑波大学生命環境科学研究科地球科学専攻）

写真１　Mae Moh Mineでの集合写真

2015年10月26日～11月１日にかけて，第４

回IGCP 589が，タイ・バンコクのチュラロ

ンコン大学で開催された．IGCP 589は，金

小赤（中国地質科学院地質研究所），上野勝

美（福岡大），Yumul Jr.（Monte Oro

Resources & Energy社），Pol Chaodumrong

（タイ地質鉱産局地質調査部門）をプロジェ

クトリーダとし，第一回目の中国・西安大会

からフィリピン，イランと続き，今回で第４

回目の開催となる．本プログラムは，アジア

におけるテチス域関連研究のさらなる発展と

その議論を目的としており，今回はThasinee

Charoentitirat（チュラロンコン大学）の準

備のもと，２日間のシンポジウムと５日間の

巡検が行われた．アジアをはじめ，ヨーロッ

パ，オセアニアからも参加者があり，研究者

や石油会社関係者など70名を超える人が，こ

のプログラムに参加した．日本からは，久田

健一郎（筑波大学），脇田浩二（山口大），上

野勝美（福岡大），鎌田祥仁（筑波大），原

英俊（産総研），栗原敏之（新潟大），黒田潤

一郎（JAMSTEC），森　宏（産総研），と私

たち３人の計11人が参加した．



（Ban Pong 盆地）を埋積した堆積物や，最

近のジルコンU-Pb年代によって先カンブリ

ア系から三畳系と再解釈されたOb Khan変

成岩（mylonite）を観察した．この変成岩は，

３日目に観察した大陸衝突後のStiching

plutonにより形成されたと説明を受けた．そ

してチェンマイ空港で解散となった．

最後に

今回の会議や巡検の準備をして下さった

Charoentitirat先生をはじめ，チュラロンコ

ン大学の学生には，多岐にわたってお世話に

なった．会議も巡検もすべてにおいて滞りな

筆石化石を見ることができ，年代決定に有効

であるという説明を受けて驚いた．海山型石

灰岩体はペルム紀前期（Sakmarian）と石炭

紀後期（Moscovian）の年代のものを観察し

た．含まれるフズリナによる年代論や温暖な

テーチスタイプの群集であることなどが紹介

された．Sakmarianの石灰岩には大きな球状

のフズリナ化石が多数見られ，一方で，

Moscovianの石灰岩にはウーイド（魚卵石）

が多く含まれていた．

最終日の５日目は最初に，黄金色に輝く仏

塔が壮観なDoi Suthep寺院を観光した後，中

新世にタイ北部で形成されたリフト盆地

く行うことができた．先生方や運営に携わっ

た方々に感謝申し上げます．私たちはこのプ

ログラムに参加して，語学力や知識の研鑽が

必要なことも痛感した．また，巡検中は先生

方に細かく説明してもらいながら，実際に見

て体感することが一番大切だということも感

じた．英会話，タイの文化，テチス域の地質

など，私たちにとってはすべての出来事が新

鮮で，様々な面で多くの収穫があったと感じ

ている．このプログラムに参加・運営してく

ださった方々に，重ねて御礼申し上げます．
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学協会・研究会報告

ドローンで撮った，世界最古の岩石が存在するアカスタ片麻岩体

写真・文：小宮　剛（東京大学大学院総合文化研究科）
（場所）カナダ北西部アカスタ川流域

（写真上・本文中）世界最古の岩石が存在するアカ
スタ片麻岩体地域のドローン写真．手前側の半島
状の右側湖岸に，苦鉄質～中世岩質片麻岩が存在す
る．日本の多くの博物館で展示されている岩石はこ
こから採取された．前方の中央の半島の先端に，ア
カスタ片麻岩体の40億年前の年代を持つトーナル岩
質片麻岩の模式的露頭が存在．

（写真下）アカスタ片麻岩体の露頭写真．白色と灰
色の片麻岩からなる．特に写真右上の露頭は，最
近発見された40.2億年前のトーナル岩質片麻岩

（灰色のバンド）模式露頭．希土類元素パターンか
らその原岩候補にアイスランダイト質深成岩が挙
げられた．

表 紙 紹 介

定価400円（会員頒価300円）

アカスタ片麻岩体の苦鉄質~中性質岩
（日本の多くの博物館で展示してある岩石の産地）

最近提唱された地球最古の岩石
(Idiwhaa トーナル岩質片麻岩)の産地



※（ ）内は回答実数
１．あなたの当てはまるものを選んでください．

一般　91.5%（54）
院生 6.8%（４）
学生 1.7%（１）

２．あなたは学術大会の講演に対して「ハイライト」が選定さ
れていることを知っていますか？

はい　　79.3%（46）
いいえ　20.7%（12）

３．あなたは口頭発表を聞く，あるいはポスター発表を見るた
めに「ハイライト」活用していますか？

はい 44.8％（26）
いいえ 37.9％（22）
ハイライトを知らなかった 17.2％（10）

４．口頭発表を聞く，あるいはポスター発表を見るために「ハ
イライト」は役立っていますか？発表を聞く，聞かないに関わ
らず，「ハイライト」は最新の研究成果情報を得るために役
立っていますか？

はい 50％（29）
いいえ 29.3％（17）
ハイライトを知らなかった 20.7％（12）

５．「ハイライト」として選定して欲しい講演内容はどのよう
なものですか（複数回答可）

新しい発見 61.1％（33）
新しいアイデア 59.3（32）
分野の動向がわかるレビュー 64.8％（35）
若い世代の研究 22.2％（12）
その他 9.3％（５）
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学術大会に関わるアンケート（結果）

学術大会時の講演ハイライト，シンポジウム，巡検案内書に関するアンケートの結果をご報告します （回答受付期間：2015年12
月中旬～１月末）．アンケートにご協力頂きました方には，大変感謝しております．アンケートでは多くの御意見を頂き，今後こ
れを元に，できる限り多くの方に有益な方策を検討して参りたいと思っています．

（行事委員長　竹内　誠）



６．「ハイライト」は今後も継続してほしいですか？
ぜひ継続　　　28.6％（16）
あってもいい　44.6％（25）
なくてもいい 3.6％（２）
なくすべき　　16.1％（９）
その他

７．今年は「巡検案内書」は地質学雑誌に掲載されました（冊
子白黒印刷，PDFカラー公開）．この新しい試みについてお聞
きします．

このまま継続 68.4％（39）
一部見直して継続 10.5％（６）
やめるべき 21％（12）

８．シンポジウムについて，今後取り上げて欲しいテーマがあ
れば教えて下さい．
・人があまり集まらない，コンビナーなど一部の人（理事？）

だけ満足する国際シンポジウムよりも，若手や地道に調査し
ている多くの地域地質研究者などが活発に討論に参加できる
テーマを期待します．

・セッションが多くあるので単に講演を聞くだけのシンポジウ
ムはいらないのではないか．かつてしばしば開催されていた
討論会の復活を．

・地質学と社会とのかかわりについて紹介するものを希望しま
す．

・核廃棄物の地層処分問題の動向
・火山と深成岩体
・原発立地問題
・古典的で重要なテーマが現在どのように片がついているかを

知りたい．
・「博物館と地質学」のようなセッションがほしいです．
・ボーリングコア試料の見方，堆積シークエンス，不整合面の

判断の仕方など，ボーリングコア試料を実際に見て教えてほ
しい．テフラ，化石，有機物などを見て，上総層群，下総層
群，（埋没）新期段丘堆積層，埋没黒ボク土，沖積層など，

実際のボーリングコア試料を観察して判定の仕方などの実習
（巡検）を企画してほしい．企画があればスタッフとして参
加したい．

・専門分化が激しい今日，分野横断的に，博士課程修了直後な
ど，バリバリと活躍している若手研究者を集めて，それぞれ
の話をじっくりきくことができるようなシンポジウムを企画
してはどうか．発表者は公募で集め，人数が多ければ選考と
し，このシンポで発表できること自体が名誉となるようなも
のを目指す．さらに，発表者が若手研究者の表彰の選考対象
になるようにできるとなおよい．

９．そのほかご意見があればご記入ください．
（巡検案内書に関する意見）
・地質学雑誌に巡検案内書が載るのは嬉しい蟋
・通常，掲載される論文が案内書を掲載するために２，３ヶ月

後ろ倒しになるのはいかがなものか．
・７の設問に関して；２バージョン用意するのは著者側が大変

だと思うのですが，冊子カラーは料金的に難しいのでしょう
か？

・７に関して，写真の質（分解能）の悪いものが見受けられる
ので，是非とも向上させていただきたく思います．

・巡検案内書はカラーの方が良い．
・元々カラー印刷の原稿を白黒にすることで，非常に見づらく

なった．はっきり言えば，使えない原稿であると思う．白黒
版専用の原稿を作成することも筆者にとっては苦痛であろう
し，原稿のページ数が制限されるのも通常号としての体裁の
ためであるならば意味のない制限であると思う．そこまでし
て冊子体の地質学雑誌を存続させたいのか？とも思う．周辺
学会では冊子体をやめて電子化している流れがあるが，その
流れに逆らってまでも冊子体を継続したいという意見が見え
るとは思えない．読まれない冊子体での印刷を誰かのメンツ
のために継続して廃棄物を増やすより，電子版のみ，とか冊
子体でもオールカラーとか，思い切ったことをすべきと思う．

・巡検案内書を地質学雑誌に載せるのであれば，地質学雑誌の
規約を改定すべき．

・巡見案内書の地雑掲載はとても良かった．今後も継続して欲
しい．大会の巡見と関係ないものでも全国の巡検案内書が掲
載されると有用である．

・巡検案内書は野外での体験活動を行う学芸員にとっては無く
てはならないものです．また，ジオパークで見学コースを作
る上でも不可欠なものです．ぜひとも継続して下さい．

・掲載原稿が足りないからといって，土壇場で巡検案内書を地
質学雑誌に転載する（少なくとも私にはそのように見えた）
行為は本当にやめてほしい．カラーで公開されるつもりで執
筆していた著者にも失礼だ．二度とやらないで欲しい．そん
な事をするくらいなら，臨時休刊するか，隔月刊に移行すれ
ば良い．あるいは，7月号と8月号を巡検案内書掲載号に定め
て，白黒での公開を前提に執筆してもらうべきだ．

・学術大会の巡検案内はボランティアであり，地質学雑誌に投
稿を強制するのは大きな問題がある．そもそも，未公表部分
を国内誌に載せたくないであろうから，案内書の内容も充実
しない．すぐにやめるべきである．

（ハイライトに関する意見）
・ハイライトの選定数に限りがあるので，選定されたものとそ

うでないものの差はほとんどなく，世話人間で意見が割れる
ことがある．招待講演があるので，それをハイライトとすれ
ば良い．逆に招待講演をハイライトに含めないとおかしいし，
招待講演者に失礼でないかと思われる．世話人にとって，プ
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レス発表の選定もあり，これに加えハイライトの選定とその
理由まで［用意］させるのは負担である．ハイライトの選定
はやめて頂きたい．

・ハイライトを選ぶ担当者に問題がないわけではないと思えま
した（資質・能力）．ふさわしい発表を選んでいるとは思えな
い．担当者には選考の上で客観性が求められるとも言えます．

・ハイライトは絶対になくすべきだと思います．私もそうでし
たが，極端に表現するとハイライトでない講演は新規性や重
要性に欠けるものであることを意味することになります．聴
衆はハイライトを見なくとも，従来から講演要旨を見てそれ
ぞれが聴きたい講演に行くと思います．したがって，ハイラ
イトの存在は疑問です．参考になればと思います．

・一人一人興味は異なるのだから，ハイライトとしてお仕着せ
されるのは煩わしい．

・ハイライトに関して，学生の立場から意見を述べます．ハイ
ライトに選ばれなかったこともありますが，不公平だと感じ
ます．そして，どうしてそれがハイライトに選ばれたのか，
わからない発表もありました．おそらく，ハイライトの中に
は指導教官の思惑によって選ばれたものもあるかと思いま
す．その生徒を育てるという面では重要であると思いますが，
おそらくその研究室は学振やその他の制度でもこのような戦
術を行っていると思います．つまり，日の目を見るのは優秀
な指導教官のいる研究室であって，優秀な学生を見ていない
構図が浮かびあがります．これから頑張ろうとして学生に
とっては，越えられない壁を感じるので，ハイライトは無く
ても良いと思います．

・セッションによってはハイライトに記述されていない招待講
演があった（ハイライトを書かなかったセッションかもしれ
ないが）．学会開催時にはもっぱらハイライトが参照される
ので，せっかくの招待講演なのに，その存在が薄れてしまっ
た印象を受けた．招待講演は原則としてハイライトにも取り
上げるようにした方がよいと考える．

・ハイライトの設定は，セッションの世話人が事前に独自に企
画・依頼したものに限るべきである．そういったものの場合
は，それぞれの分野への理解促進や分野の発展や普及，若い
人への引き継ぎ・伝承や後継者の育成に役立ち，学会発表の
活性化に役立つものである．現在の“招待講演”の設定はこ
ういった意味で大変役立っていると思うが，ただ，通常“招
待講演”というと外部の学会に所属している人に対して謝礼
を払って行うものであるが，実態はそうでない場合が多いよ
うに思われ，現在の使用法はあまりに拡大解釈しすぎではな
いか．より適切な表現や，あるいは，内容に沿ったいろんな
種類の表現に変えたほうがよく，そういった企画ならば大歓
迎である．

・一般申込み発表に対してハイライトを設けるのは，学会エ
リートともいえる一部の恵まれたセッション世話人に対して
上から目線の考え方を意識的・無意識的に強いるものであ
り，また多くの発表者を侮辱するものであるので，即刻止め
るべきである．

・一般発表のどれがハイライトに相当するかは世話人によって
変わるものであり，そのような客観性のないものを設定すべ
きではない．聴く人の便宜のためにということであくまで何
かを設定したいのであれば，ハイライトのみならず，あまり

聞くことを推奨しないロウライト（ダークライト）も設定す
るとよいのではないか．それは発表者の直接的な侮辱になる
というのでできないというのであれば，ハイライトの設定は，
全発表者に対する間接的な侮辱であることを理解すべきであ
る．

・セッションの世話人はあくまで世話人であって，発表者はそ
の世話人をみて申し込んでいるのではなく，関係する分野を
選定して申し込んでいるのである．世話人に必要以上の権限
や無理な負担を強いることはやめるべきである．

・不必要で過度なお世話（親切）は，かえって物事を悪くする
ものである．NHKののど自慢で，参加者が歌う前から合格
者（カネ３つ）やチャンピオンを決めていたら，歌う方も聞
く方も白けてしまって，のど自慢の面白味は消え失せ，その
人気は地に落ちてしまうであろう．

・今回のアンケートは，ハイライト設定に対するアンケートを
なぜやるのか，その経緯や資料ついては全くふれず，最初か
ら，ハイライトを継続実施したいための賛成者を募るといっ
た傾向の強い設問方式である．特に一般発表者に対するハイ
ライト設定に関する問題について会員の考え方を真摯に聞い
て根本に立ち返って考えるという科学者，研究者の本来の考
え方，取り組み方とは全く相反するものである．こうしたや
り方は，とりあえずアンケート実施者に都合の良い結果を得
るには好都合かもしれない．しかし，先々を考えた場合に，
本当に困る立場に追い込まれるのは，アンケートの実施者本
人であることを理解すべきである．物事の実施にあたっては，
もっと根本に立ち返り，また，繊細な感覚でもって考え行動
すべきである．そして間違っていたと思われる場合は，メン
ツにとらわれず根本から早急に改めることが本当の勇気であ
り，そこから次への新しい進歩が生まれるのである．

（その他の意見）
・ 「地質学雑誌の原稿の減少」は，日本地質学会定款第３条
（目的）での「地質学に関する研究成果の公表（普及ならび
に情報の提供）」ができなくなった証左であり，学会を解散
すべきである．さもなくば，「地質学雑誌」を廃刊にする．

・地質学雑誌は完全電子化し，紙媒体は廃止する．印刷及び配
送コストの分，会費を下げる．

・むかしむかし，ある学会誌の編集長をやっていました．ある
大学の若い人から論文が投稿されました．いつもどおり複数
の査読意見を求め，まとめて，大修正で返しました．査読者
も私も若かった事もあり，返した意見は厳しいものでした．
あとでわかったことですが，その論文が掲載されたら，かれ
は学位がとれたそうです．（そうすると私達の分野に，一人
の若い研究者を加える事ができたのです）大修正のやり取り
は２回を越え，時間がかかりました．地質分野の研究者は
減っています．もし，その分野に（たとえ企業でも）人を増
やしたかったら，編集者は，（また査読者は）頭ごなしに抽
象的な意見で “指導する”のではなく，こうあってほしい
内容を，出来るだけ“具体的に”先生が自分の学生にするよ
うに，たくさん加筆する事で，地質学雑誌への掲載論文は増
え，地質学者が（とくに地方大学から）増えるのではないで
しょうか？
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2015年12月19日（土）に，高知大学学生会館２Fで，第15回
日本地質学会四国支部総会・講演会を開催しました．また，翌
20日（日）に地質巡検を高知県室戸市で行いました．

講演会（11:00-16:00）
口頭11件，ポスター16件の研究発表がありました．どちらも

活発な議論が行われました．特に，学生による力強い発表が多
かったのが印象的で，優秀講演賞に選ばれた発表はもちろんの
こと，それ以外にも興味深いあるいは今後の展開が期待される
発表がたくさん見られました．

総会（16:15-17:15）
愛媛大学の榊原正幸支部長の議長のもと開催しました．2015

年支部長会議の報告，2014-2015年度の活動報告，支部会計
2014年度決算の承認，2017年度の日本地質学会第124回学術大
会（愛媛大会）に関する打合わせ，などを行いました．

また，18時から同じ学生会館の１階で懇親会を開催しました．
支部メンバーや学生同士の有益な交流ができたと思います．

地質巡検（20日）
高知県室戸市の黒耳海岸で，始新統－漸新統室戸層（四万十

付加体の一部とされる）を見学しました．見学した地域は道路
沿いの海岸に好露頭が点在しており，簡単に行き着くことがで
きます．

今回の巡検の参加者は全部で９名でした．まず前半に，反射
タービダイト層と生痕化石群集を見学しました（参考文献：
Nara et al., 2014, 地質学雑誌，120，Ⅲ-Ⅳ）．そして後半では，
海底地すべりによる移動体と思われる巨大な変形体とそれに注
入する砕屑岩脈群を観察しました．

当日は天候にも恵まれ，有意義な観察・議論が行われました．
巡検の開催にあたり，高知大学の近藤康生先生をはじめ，多く
の方にお世話になりました．厚くお礼申し上げます．

（案内者：高知大学　藤内智士，奈良正和）

［巡検に参加した学生の感想］
今までの室戸巡検では天候に恵まれない日が多かったのです

が，今回の巡検ではめずらしく天候に恵まれ，立派な海成段丘

と美しい縞模様の砂岩泥岩互層をじっくり見ることができまし
た．砂岩泥岩互層の堆積構造をじっくり観察すると古流向を読
み取ることができ，堆積学は古環境の復元に重要な学問である
と改めて感じることができました．

生痕化石からは生物の行動や体の仕組みも読み取ることがで
きて，とてもおもしろかったです．この生痕化石についてはま
だわかっていないこともたくさんあり，先生方のユニークな意
見を聞くことができました．また，風化によって生痕化石が観
察しづらくなっていることを知り，風化から貴重な資料を守る
ことも大切だと感じました．

同じ巡検地でも，何度も訪れたり，異なる分野の先生のお話
を聞いたりすることで，新しい発見ができておもしろかったで
す．実際に野外で調査することは大変ではあるけれど，新たな
発見が多いので，これからはもっと積極的に野外での調査に取
り組みたいと思います．

（高知大学３年，矢野和佳）

今回の巡検地は以前講義で行ったことがありましたが，その
時は天候に恵まれず十分に露頭を観察することができなかった
ため，リベンジも兼ねてこの巡検に参加しました．

今回は天候に恵まれ，荒々しくダイナミックな地球の活動を
実感することができる地質構造をじっくりと観察することがで
きました．砂岩泥岩互層の美しい整然層，それが力を受けて複
雑に変形した地層，不思議な形をした生痕化石など，今回見る
ことができたものは印象に残るものばかりです．これらの露頭
から地質の成り立ちを想像することは難しかったですが，先生
方の解説で複雑な四万十帯を少しは理解することができまし
た．

今回の巡検に参加して，好きな岩石や専門の分野以外にも興
味を持ち，広く知識を身につけることは重要だと実感しました．
これからは様々な分野に関心を持ち，巡検や学習を通して幅広
い知識と野外調査の技能を身につけようと思います．

（高知大学３年，坂倉みかり）

フィールドで新しいことを学びたい，付加体をもっと知りた
い，という思いから今回の巡検へ参加しました．

今回は，砂岩泥岩互層，海底地すべり体，メランジュを案内
していただき，各地で新しく学ぶことがたくさんありました．
その中でも特に印象深かったのが，整然層である砂岩泥岩互層
を観察しているときに教えていただいたことです．ここで初め
て，実際のカレントリップルから古流向を判断しました．カレ
ントリップルは，これまで教科書で勉強し写真で見たことがあ
るだけでした．実際にフィールドで見ると，その様子は層に
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支部コーナー

写真１　地質巡検の様子．道の駅キラメッセ室戸の傍の海岸にて． 写真２　地質巡検での集合写真．
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よって異なり，机上で勉強したときの何倍も印象に残りました．
一日巡検に参加させていただき，フィールドに出る大切さと

楽しさを改めて感じることができました．これからも可能な限
りたくさんのフィールドに行き，たくさんのことを吸収したい
です．

（高知大学４年，桑名沙也加）

様々な分野に触れてみたい，卒論のフィールドとの比較をし
てみたいという思いから今回の巡検に参加しました．

今回の巡検では，堆積学・古生物学・構造地質学・テクトニ
クスの幅広い分野について観察，議論することができて，たい
へん有意義でした．巡検は，毎回新しい発見があり自分の大き
な糧になるものです．今回の巡検は様々な分野との合同巡検と
いうこともあり，あらゆる視点から議論し，今までとは異なる
視点で観察することができました．合同巡検に参加する機会は
これまで少なかったが，普段関わることの少ない分野について
学ぶことができて視野が広がり，実り多き巡検でした．また，
自分の卒論のフィールドとの比較ができたことも大きかったで
す．

今回の巡検に参加して，様々な分野に触れることの楽しさ，
フィールドで実物を見ることの重要さを改めて感じました．今
後は，巡検で学んだことを存分に活かすとともに，これからも
たくさんの知識を得たいと思います．

（高知大学４年，西野佑哉）

巡検は行くたび行くたびに，新しい発見があります．室戸は，
授業や調査，巡検で何度も行く通い慣れた土地です．しかし，
そんな場所でも以前は見つけることができなかったものや気に
も止めていなかったものがたくさんあります．今回の発見は，
砂岩層の中の堆積構造でした．同層にみられる異なる古流向を
示す構造とそこから考察される堆積環境．今までみていなかっ
ただけに説明を受けて，驚きの連続でした．そして，面白いこ
とにひとたびそのことを意識すると次々に同様の構造を発見す
ることができるのです．嬉しくなって休憩時間にも後輩と古流
向の当て合いをしてしまうほどでした．その他の発見も多く，
専門の異なる方々の議論を聞くことができ，野外の素晴らしさ
を改めて感じることのできる良い巡検でした．次なる発見のた
めにもさらに学ぶこと，何度も足を運ぶことの大切さを感じま
した．今回案内をしていただき，発見をくださった高知大学の
奈良正和准教授，藤内智士助教に感謝いたします．

（高知大学修士１年，田渕　優）

Ｃ．2016年度　事業計画案
Ｄ．2016年度　予算案
Ｅ．その他

４．議長解任
懇親会：17:30～

※2016年度北海道支部例会（個人講演会）は，2016年５月に行
う予定です．詳細な案内は後程，掲示いたします．

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

支部コーナー

☆北海道支部
お知らせ

北海道支部平成27年度（2015年度）総会

日時：2016年２月27日（土）14:30～16:30
場所：北海道大学理学部６号館２階６-204室

総会：14:30～16:30
１．支部長挨拶
２．議長選出
３．議　事

Ａ．2015年度 事業報告
Ｂ．2015年度　会計報告

☆関東支部
お知らせ

「矢川地すべり巡検」のお知らせ

日本地質学会関東支部では昨年『地すべり試験ラボ見学』を
実施ました．今回は地すべり現場を見学するため，長野と群馬
の県境付近の「矢川地すべり」の巡検を計画しました．矢川地
すべりは，現在も動いているいわゆるキャップロック型の大規
模地すべりで，地すべりの末端ではめったに見ることができな
い地すべり面を見学することができます．

主催：日本地質学会関東支部，共催：国土防災技術株式会社
後援：関東地質調査業協会・ジオパーク下仁田協議会
開催日時：2016年４月23日（土）
巡検場所：群馬県甘楽郡下仁田町大字西野牧字徳若山国有林内

（矢川地すべり地域）
集合：８:00 JR大宮駅西口
解散：18:00頃JR大宮駅西口
その他：昼食持参，貸し切りバス，CPD４単位
募集人数：25人
参加費：6,000～7,000円程度（人数により変動あり）
案内者：山崎　勉・山崎孝成（国土防災技術株式会社）
参加申込締切：３月23日（水）
申し込み先：

関東支部幹事：方違重治（s.houchigai@tea.ocn.ne.jp）
携帯番号：080-8476-2986

お申し込みは，住所，生年月日，緊急時の連絡のための携帯番
号または固定電話，メールアドレス，会員・非会員を記入の上，
メールの件名は「矢川巡検」として下さい．
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院生コーナー

写真１　奥津戸流紋岩の流理構造．噴出源付近だと考えられており，

流理構造がかなり乱れている．

2015年11月７日と８日の２日間にかけて，島根県隠岐の島で
開かれた巡検に参加しました．この巡検は，中国四国地方の大
学の地球科学系学科に在籍する学生同士の交流と，多種多様な
岩石・地層を見る経験を積むことを目的として開かれたものに
なります．

高知大学，島根大学，鳥取大学，山口大学から教員４名，大
学院生８名，学部生25名の参加がありました．また，隠岐の地
質に興味のある早稲田大学の大学院生３名の参加もあり，合計
で40名が参加する巡検でした．

巡検では以下の場所を巡りました．
＜11月７日＞奥津戸の流紋岩→隠岐自然館→亀の原池（地す
べり地形）→壇鏡の滝→油井の池（地すべり地形）
＜11月８日＞玉若酢命神社→御客神社→銚子ダム→三水崖→
久保呂のゼノリス→西郷港

当初，私はこの巡検のことを知らなかったのですが，９月中
旬，地質学会でたまたま知り合った高知大学の同期の学生から
中四国の大学で集まって巡検を企画していることを聞きまし
た．その学生は地すべりを専門に研究していたため，私は自分
がこれからドクターで地すべりを研究していく上で何か参考に
なるかもしれないと思い，参加することにしました．今回の巡
検は地すべりに関するものだけではなく，ジオパークを見て回
る内容も入っており，色々な知見を得るのに非常にうれしい巡
検スケジュールでした．またその時の私の隠岐についての知識
は非常に浅く，火山島であるという認識しかない私にとっては
非常にありがたい巡検でした．

巡検に来て驚いたのは巡検参加者の人数の多さです．全員で
40人が参加しており，学生が主体で専門も皆バラバラで，話を
していて非常に新鮮で巡検自体もおもしろく感じました．ひと
つの露頭を見て，人によって注目している場所も異なり「この
露頭で，そこに注目するのか！」と何度も思いました．

巡検１日目
さっそく見たのが奥津戸地域の流紋岩です．約550万年前に

噴出した流紋岩溶岩の噴出源での様子が見られ，組成変化した
マグマが混ざり合い流下していく過程でできる流理構造が発達
しています．この流理構造をよく観察することでマグマがどの
ように動いたのか解析することができるそうです．細かい構造
の見方まで理解することはできませんでしたが，マグマの噴出
源と考えられている場所では明らかに流理構造が乱れているこ
とがわかり，様々な応力を受けてできたものだと理解できまし
た（写真１）．ここで早速注目している視点の異なる学生に会
うことになります．この流紋岩露頭は海岸沿いで見られるもの
なのですが，その学生がそこで見ていたものはタフォニと呼ば
れる塩類風化に特徴的な岩盤表面にできる穴です．案内しても
らっている内容とは全く関係ないところですが，何気なく今ま
で海岸で見てきたものが塩類風化によるものだと，その学生と
話して初めて知ることができ勉強になりました．

その後，隠岐の港のすぐ近くにある隠岐自然館に行き，隠岐
全体の地質や，その他にも自然，文化，歴史などについて見て
回り，昼食をとった後，いよいよ私の巡検の目的である地すべ
りのある場所へと向かいました．案内してもらった亀の原池地
すべりは上位層に硬岩層，下位層に軟らかい地層が分布する
キャップロック構造をしていると考えられており，地すべりの
運動様式の一つであるスプレッドであると説明していただきま
した．すべり面が非常に低角度であるにも関わらず移動距離が
長いことで知られ，亀の原池地すべりで想定されているすべり
面の傾斜は５°だそうです．地すべり移動体の内部には比高10
～80 mの小丘が多数分布しており，スプレッドの特徴を示し
ているとのことです．滑落崖には多重山稜も見られ，教科書な
どでモデル図でしかイメージできなかったものが，実際に現地
で見ることができ，非常に私にとって有意義な内容となりまし
た．天気が良ければ山に入って露頭観察などをする予定だった
ようですが，あいにくの天気で実現しなかったことが残念でし
た．従来の地質図には地すべり移動体として認識はされている
ようですが，スプレッドのように大きな岩体が移動してきたよ
うには描かれておらず，地質図を描き直す必要があると案内し
てくださった学生は語っており，是非頑張って地質図を描いて
ほしいと思いました．地すべり移動体の一部は粗面岩で構成さ
れており，その露頭観察をした際には一生懸命ザクロ石を探し
ている学生もおり，注目する視点の違いをここでも感じました．
亀の原池地すべりを後にして，次に向かった場所は壇鏡の滝と
いう場所です（写真２）．この滝は粗面岩の岩壁を流れ落ちる
滝で落差が約50 mあります．滝は２本ありそのうちの一つは
滝の裏側から眺めることができ，神秘的な景色を見ることがで
きます．滝の裏側に立つことができる理由に岸壁がオーバーハ
ングしていることが考えられます．岩壁の大部分は粗面岩の溶
岩から構成されていますが，その下位には降下火砕堆積物が分
布しており，溶岩に比べて軟らかく，風化・浸食を受けやすい
ためその部分が深くえぐられオーバーハングしたとのことで
す．隠岐の島ではこの滝の水は「勝利の水」や「長寿の水」と
も呼ばれ，親しまれていると聞き，地質が作り出した神秘的な景
観などから人々がありがたみを感じてこのような名前を付けたの
ではないかなと，勝手な妄想をふくらませながら地質と人間の歴
史というのは密接に関係があるのだなと感動していました．

この日の最後は油井の池という場所に行きました．この池は
巨大地すべりの影響でできた天然の池であり，地すべりの頭部
陥没帯に水がたまってできたものと考えられています．後方に
は急崖もあり，地すべりによってできたものだと実感させるも
のでした．

１日目の巡検はこれまでで，巡検後は自炊の準備などをしな
がら学生同士で交流を深めました．色々な人がいるので巡検後

西山成哲・中嶋　新
山口大学大学院理工学研究科
地球科学専攻修士課程2年

隠岐の島の地質と歴史
―隠岐合同巡検参加報告―
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に話すだけでもかなりおもしろい話を聞けたので巡検に来てよ
かったなと思いました．学生同士で酒を飲みながら今日回った
巡検の場所について話してみると，また違った見方をしていま
した．私が話した学生は堆積や化石を中心に研究をしており，
最初に見た流紋岩は下位の珪藻土と不整合で接しているのです
が，そこに注目して不思議に思ったことを話していました．

「あんな曲がりくねった不整合面があるのか？」と思ったら何
のことはない見る角度が不整合面に対して垂直に見ていただけ
という話でしたが．また，その学生は地すべりについては陸上
ですべり面の傾斜が５°というのはかなり小さいという話でし
たが，海底地すべりではすべり面の傾斜が１°程度であること
は普通であるため，陸上地すべりがどういうものなのかについ
て興味を持っていました．

このようにして実際に現場を観察し，そこで色々な人と話を
して様々な分野の知見を得ることができ，非常に有意義な巡検
となりました．それと同時に他大学の学生との交流で自分も頑
張らないといけないなと励みにもなり，良い刺激になったので
本当に来て良かったなと思える巡検でした．

巡検２日目
初めに玉若酢命神社に行き，その後御客神社に行きました．玉

若酢命神社の境内にある看板や敷き砂利には隠岐変成岩類が使わ
れ，神社前のモニュメントでは強アルカリ粗面岩が使われており，
隠岐で観察される特徴的な岩石を見ることが出来ました．また，
境内にある八百杉は屋久島の杉に準じるもので，年輪の幅から樹
齢2000年以上であると推計されており，近寄ってみてみるとその

大きさに圧倒されました．御客神社の御神体はグリーンタフの地
層に貫入した玄武岩岩脈の岩壁というものでした．周囲の地層と
の変化が顕著であったため，昔の人は特別視していたと考えられ
ています．地質は過去や現代において，人々に対して，大きな影
響を与えるものなのだと改めて感じました．

次に銚子ダムへ向かい，隠岐の代表的な地質である隠岐変成
岩類（＝隠岐片麻岩）を観察しました（写真３）．隠岐変成岩
類は北陸の飛騨変成岩類と共に，西南日本において最も大陸側
に位置する「飛騨―隠岐帯」を構成し，唯一付加体ではない，
大陸に起源をもつ地質帯です．銚子ダムの近くにある露頭には，
研磨面が２箇所あり，新鮮な面を観察することが出来ました．
研磨面では鉱物結晶の形を詳細に観察することや眼球状の非対
称構造を観察することが出来ました．他にも一部が強い変成を
受けたためマグマ化し貫入しているものや，応力による割れ目
の発達を観察することが出来ました．かなり大きな露頭だった
ので，巡検に参加した人たちは各々散らばり，互いに議論し
合ったり先生方の話を聞いたりしていました．最後には，どん
なことを議論していたかを互いに発表しました．ここでも，他
大学の人たちの考え方の違いに驚かされました．

その後，幻の滝と呼ばれる三水滝に行きました．ここは大雨
の後にだけ岩場の奥の崖に滝が現れることからその名がついた
そうです．この場所は海岸線にあり，綺麗な景色と共に玄武岩
の柱状節理を観察することができ，足元には柱状節理の柱の一
部を間近で見ることが出来ました．これは下部の層が浸食され，
その上部の柱状節理が崩れたことによって出来たものであり，
形の良い物は庭石用に出荷されたといわれています．そのため，
綺麗な六角の形をしている岩石をあまり見られなかったのは残
念でした．この玄武岩は隠岐の島を形成したアルカリ火山岩類
の活動が終息した後に散発的・継続的に生じたアルカリ玄武岩
類の噴火によって生じたものであり，470万年前から44万年前
の間に50万年前後のインターバルを挟む噴火活動が認められて
います．

隠岐巡検で最後に向かった場所は，久保呂の礫浜です．この
場所には，鮮新世以降の火山活動由来の，上部マントルの岩石
が捕獲岩として含まれる玄武岩が多数見られます．実際に岩石
を見てみるとカンラン岩が玄武岩中に取り込まれている岩石を
たくさん観察することが出来ました．

おわりに
今回の隠岐巡検では，他大学の人と話せたことで研究につい

ての視野を広げることができ，また今まで見たことのない隠岐
の地質を実際に観察できたことで知識不足だった部分を補うこ
とができたので，自分にとってとても価値のある巡検でした．
巡検案内書の作成や当日の案内をしてくださった隠岐ジオパー
ク推進協議会の平田さんおよび高知大学の石橋さん，今回の巡
検の企画や宿泊先等の手配をしてくださった島根大学の向吉先
生，巡検行程の検討や巡検当日の移動手段の手配をしてくだ
さった高知大学の川畑先生には大変お世話になりました．また，
巡検中に分かりやすく解説をしてくださった島根大学の亀井先
生や鳥取大学の菅森先生，本当にありがとうございました．

来年度は山口県で合同巡検が実施されるようです．

院生コーナー

写真２　壇鏡の滝．上

位に粗面岩（硬岩），下

位に降下火砕堆積物

（軟岩）が分布し，風

化・浸食の影響でオー

バーハングしている．

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３　銚子ダム付近の隠岐片麻岩露頭での集合写真．
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最終締切（厳守）

2016年 3 月31日（木）
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（後）愛媛大学ミュージアム企画展
【四国の鉱物展】
共催：日本地質学会四国支部

３月２日（水）～４月27日（水）

場所：愛媛大学ミュージアム

http://www.museum.ehime-u.ac.jp/

○Project A in 奄美大島
３月４日（金）～８日（火）（７・８日：巡検）

場所：奄美大島・瀬戸内町公民館（鹿児島市

金生町２-18）

http://archean.jp/

○日本堆積学会2016年福岡大会
３月４日（金）～６日（日）

会場：福岡大学理学部

http://sediment.jp/04nennkai/2016/annai.html

○平成27年度ESR応用計測研究会・
第40回フィッション・トラック研究
会・ルミネッセンス年代測定研究会
合同研究会
３月４日（金）～６日（日）

会場：しいのき迎賓館３F（石川県金沢市）

http://ftrgj.org/activities.htm

○平成27年度海洋情報部研究成果発
表会
３月７日（月）13:10～18:00

場所：海上保安庁海洋情報部10階大会議室

参加費無料（事前申込不要）

http://www1.kaiho.mlit.go.jp/

○ブルーアース2016
３月８日（火）～９日（水）10:00～17:45

（９:30開場）

場所：東京海洋大学　品川キャンパス

入場料：無料（事前申込不要）

http://www.jamstec.go.jp/maritec/j/blueea

rth/2016/program.html

（共）原子力総合シンポジウム「福島
第一原発事故から５年を経て」
３月16日（水）13:00～17:30

場所：日本学術会議講堂（地下鉄千代田線乃

木坂駅徒歩２分）

入場無料

http://www.aesj.net/events/symp20160316

○第50回水環境学会（徳島）年会
３月16日（水）～18日（金）

場所：アスティとくしま（徳島市山城町）

https://www.jswe.or.jp/event/lectures/2015

.html

○第184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

３月25日（金）18:00～20:30

場所：北とぴあ901会議室

講師：張　銘（産総研地圏環境リスク研究グ

2016.２～

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．

2016年
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

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

25.html

○第183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

２月26日（金）18:00～20:30

場所：北とぴあ902会議室

講師：熊井久雄（NPO日本地質汚染審査機

構理事・大阪市立大学名誉教授）

テーマ：国際地質年代候補「千葉時代」につ

いて

★北海道支部平成27年度（2015年度）
総会
２月27日（土）14:30～16:30

場所：北海道大学理学部6号館

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

23.html

月　March
○東日本大震災５周年シンポジウム
「この5年間を，復興の加速と次への
備えに活かすために」
主催：土木学会（東日本大震災復興支援特別

委員会）

３月１日（火）～２日（水）10:00～17:00

場所：発明会館 地下２階ホール（東京都港

区虎ノ門）

定員：300名

http://committees.jsce.or.jp/2011quake/nod

e/178

○JAMSTEC2016（平成27年度海洋
研究開発機構研究報告会）
３月２日（水）13:00～17:00

場所：東京国際フォーラム　ホールB７

参加費無料（事前登録制）

http://www.jamstec.go.jp/j/pr/event/jamst

ec2016/
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ループ長）

テーマ：中国の土壌・地下水汚染状況と動向

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

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

tm

月　June
○地質学史懇話会
６月19日（日）13:30～17:00

場所：北とぴあ８階805号室

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（仮題）

宇井忠英：過去の事例に学ぶ噴火のリスク

（仮題）

（共）Goldschmidt2016
６月26日（日）～７月１日（金）

会場：パシフィコ横浜

http://goldschmidt.info/2016/index

月　July
（共）第53回アイソトープ・放射線研
究発表会
７月６日（水）～８日（金）

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

月　August
○IGCP608第４回国際シンポジウム
８月15日（月）～17日（水）

開催場所：ロシア・ノボシビルスク

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

○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）

（共）第60回粘土科学討論会
９月15日（木）～17日（土）

会場：九州大学医系キャンパス

講演申込：６月13日（月）～24日（金）

http://www.cssj2.org/
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２．理事および委員会等報告

１）中期ビジョン委員会（坂口理事）

坂口理事から理事会資料に基づき，平成26

年度中期ビジョン検討ワーキンググループ

による提言について，前回理事会での修正

意見を入れ修正したこと等の説明があっ

た．今後，２週間程度で本理事会メンバー

により検討し，意見があれば理事会MLに

流して議論を行うことにした．

確定後，このビジョンに従って地質学会

の活動が行われる見込み．

２）県の石選定委員会（川端理事）

川端理事により，回収資料に基づいて

「県の石」選定の現状については遅れ気

味であることの説明があった．今後の進

め方については本理事会の審議事項とし

て議論する．

３）125周年記念事業実行委員会（矢島理事）

矢島理事から理事会資料に基づいて記念

事業の準備状況について説明があった．

５月に委員会を立ち上げ，具体的活動を

開始した，５/23と８/５に委員会を開催

し，記念事業の内容（記念出版・記念式

典等）について検討した．質疑応答では，

125周年レビューは地質学雑誌の特集号

として適宜掲載することと，現段階では

記念事業は資料に掲載したもの以外は想

定していない旨が説明された．

４）「海洋底調査の基本」の出版について

（安間理事）

安間理事から，本出版物の計画の経緯と

現状について説明があった．現在全体の

７割程度の原稿ができあがっている．今

年度中に刊行するよう原案を完成させ，

専門部会のチェックを受ける予定であ

る．内容については，アップデートを

行っており，新しい話題に対応してある．

なお，保柳理事から12月の理事会で最終

的に承認を受けたい旨の説明があった．

３．その他

１）上砂理事から機関リポジトリの件で，会

長から法務委員会への諮問があった編集

関係の規則等の確認については，本理事

会後に日程調整をし，法務委員会におい

て検討予定である旨の説明があった．

２）久田理事から来年開催の地学オリンピッ

ク三重大会の準備状況について説明が

あった．寄附金は目標額（2400万）に達

したこと，文科省からの助成予定や実行

案の説明があった．

３）上砂理事から，環境地質部会として「国

際 シ ン ポ ジ ウ ム 5th International

Symposium on Man-Made Strata and Geo

Pollution」開催についての報告があった．

＊審議に入る前に参加者数の確認をし，成立

要件に照らして本理事会の成立が確定した．

審議事項

１．各賞選考規則の改正

一般社団法人日本地質学会の議事録を掲載

しています．

日本地質学会2015年度
第２回理事会議事録

日　時　2015年９月10日（木）14:00～17:00

会　場　長野市生涯学習センター　学習室

（長野市鶴賀問御所町1200）

出席役員 理事（37名）：天野一男　安間

了　市川八州夫　井龍康文　ウォリス

サイモン　上砂正一　小山内康人　海野

進　亀尾浩司　川端清司　川辺文久　小

嶋　智　小宮　剛　斎藤　眞　坂口有人

佐々木和彦　沢田　健　菖蒲幸男　杉田

律子　竹内　誠　竹下　徹　千代延俊

内藤一樹　中澤　努　久田健一郎　平田

大二　廣木義久　星　博幸　保柳康一

松田達生　松田博貴　向山　栄　矢島道

子　山路　敦　山田泰広　山本高司　渡

部芳夫

欠席役員 理事（13名）：有馬　眞　安藤寿

男　緒方信一　笠間友博　清川昌一　後

藤和久　榊原正幸　佐野弘好　高橋正樹

奈良正和　原山　智　三次徳二　宮田隆

夫

監事（２名）：青野道夫　山本正司

その他出席者 事務局：橋辺菊恵

＊成立要件：理事総数50名の過半数26名　本

日の出席者37名で本理事会は成立．

＊議決：出席者の過半数19名

＊書記２名の選出：松田達生・亀尾浩司

＊会議に先立って井龍会長の挨拶があった．

報告事項

１．執行理事会報告

１）2015年第１回～第３回執行理事会要点

（斎藤常務理事）

本年度第１回～第３回執行理事会の要点

について，斎藤常務理事から資料に基づ

き説明があった．質疑応答では，年会に

てキャンセルされた講演をアナウンスす

る件につき質問があり，事情によりキャ

ンセルされたものについては，次年度に

同じ内容の発表が出ても問題にならない

ようにするためであるという説明がなさ

れた．

２）行事委員会報告（竹内理事）

理事会資料に基づいて竹内行事委員長か

ら，長野大会の状況報告，2016年東京・

桜上水大会および2017愛媛大会の予定に

関する報告があった．さらに2018年北海

道・東北支部担当による大会は，北海道

大学で開催予定であることが紹介された．

斎藤常務理事から，理事会資料に基づいて

各賞選考規則の改正案についての説明があ

り，議論を行った．改正の趣旨を反映する改

正内容になっているかどうか，筆頭著者や責

任著者の取り扱い，多人数の場合の賞金の出

し方などについて，いくつかの重要な懸案事

項が指摘された．そのため，少なくとも来年

度に関しては現行案のまま実施する．引き続

き執行理事会にて検討し，改めて提案される

ことになった．

２．編集出版細則の改正

山路編集委員長から理事会資料に則って改

正案の趣旨が説明された．地質学雑誌の特集

号の企画は，特集号の代表世話人が「特集号

申込書」を編集委員会に提出することで随時

受け付け，その申込書にもとづいて，同委員

会は申し込みの受諾の可否を決定することが

できるようにする．また，現在の細則２の８は

削除することを含めて編集委員会で検討する．

以上提案の通り了承されたが，細則２－８

については改めて編集委員会で議論し，別途

改正案が提案されることになった．

３．選挙規則の改正：理事の欠員補充について

斎藤常務理事から理事会資料に基づいて説

明があった．「改正提案の趣旨」理事に欠員

ができた時，その補充が容易となるよう選挙

規則第５条８項の規則を改正する．また，次

点候補者の決定に不在が起きないように，特

に支部関係の候補者は複数の候補者が立つよ

う分かり易く周知する．

議論の結果，提案を一部修正し「選挙管理

委員会は当選者とともに順位を付けた補欠者

を決定し総会に報告する．」と改正すること

で合意した．

４．たんけんマップの企画提案について

保柳理事から理事会資料に基づいて説明が

あった．地質リーフレットたんけんマップ

「伊豆大島と三原山　～いま溶岩の上に立つ

～」は企画提案通り承認された．

５．県の石について

斎藤常務理事から，今後の進め方として，

執行理事会と川端委員長とで進め方を協議し

たうえで各候補案を検討し，決定原案を理事

会に諮りたい旨の提案があり，了承された．

６．その他

１）ポスター賞のエントリー制について

会議時間満了のため，次回理事会での議

論とすることとした．

以上

2015年10月23日

一般社団法人日本地質学会

理事会議長　小嶋　智

副議長　向山　栄

代表理事：会長　井龍康文

（以下，役員氏名略）
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Willey社より却下された．また，JSTか

ら，DBに日本語抄録掲載の要請も却下

された．

④現状では受理から公開までの期間が長す

ぎるという問題があり，その調査，改善

を検討中．

（4）前回理事会からの逝去会員（名誉会員３

名，正会員４名）に対し，黙祷をささげた．

２．理事および委員会等報告　

（1）125周年記念事業実行委員会（佐々木理

事）

活動報告および現状で検討されている記

念事業等について工程表により詳細な説明

がなされた．検討された記念事業の概要は

以下のとおり．

①記念出版物の発行（天野担当）：「社会

と地質学」を出版社から2018年出版予定

で検討中．

②地質学雑誌の記念特集号（宮下担当）：

100周年以降25年間のreview誌を刊行予

定．

③惑星地球フォトコンテスト写真集（平田

担当）：2018年出版社から出版予定で検

討中．

④会員全員への記念品：会員証の作成．

2016年中旬デザイン検討．周年にこだわ

らず，準備でき次第配布も検討．

⑤記念式典：2018年５月の総会時（東京）

に式典とレセプションを実施する．記念

講演会も検討．

⑥９月年会（札幌）：記念シンポジウム等

の学術的記念行事を実施．学術交流協定

相手国代表の招待を検討．

⑦記念ロゴ：2016年９月決定，2017年以降

使用の予定．募集対象は会員．著作権は

学会．

⑧寄付：募集は2016年12月から１年間の予

定．2016年４月までに予算案及び寄付目

標を決める．

以上の説明の後，式典に国際交流協定相

手国を招待するかどうか，特集号の査読，

編集体制，寄付の募集期間などについて質

疑応答があった．

（2）防災学術連携体（2016/01発足）への参

加について（斎藤理事）

2011/５から日本学術会議と連携して工

学系の学会を中心に「東日本大震災の総合

対応に関する学協会連絡会（30学会が参

加）」として活動してきたが，今回，さら

に多くの学会に呼びかけて2016年１月より

「防災学術連携体」を設立することとなっ

た．2015/11/20時点で43学会の参加がある．

事務局は，土木学会が担当する．

工学的な分野が中心だが，地質学会はこ

の連携体に参加し，自然・地質科学的な観

点や，自然の重要性を説くなど，働きかけ

を行いたいと考えている．

（3）各賞選考委員会推薦状況（天野理事，代

斎藤理事）

今年度の応募状況は以下のようであっ

た．

日本地質学会2015年度
第３回理事会議事録

日　時　2015年12月５日（土）13:30～17:00

会　場　北とぴあ　901会議室

出席役員 理事（33名）：天野一男（16:00出）

安藤寿男　安間　了　井龍康文　ウォリ

ス サイモン　上砂正一　緒方信一　笠

間友博　川端清司　川辺文久　小嶋　智

小宮　剛　後藤和久　斎藤　眞　佐々木

和彦　杉田律子　竹内　誠　千代延俊

内藤一樹　中澤　努　奈良正和　原山

智　平田大二　星　博幸　保柳康一　松

田達生　向山　栄　矢島道子（15:30出）

山路　敦　山田泰広　山本高司　渡部芳

夫

監事（１名）：山本正司

欠席役員 理事（17名）：有馬　眞　市川八

州夫　海野　進　小山内康人　亀尾浩司

清川昌一　榊原正幸　坂口有人　佐野弘

好　沢田　健　菖蒲幸男　高橋正樹　竹

下 徹　久田健一郎　廣木義久　松田博

貴　三次徳二　宮田隆夫

監事（１名）：青野道夫　

その他出席者 事務局：橋辺菊恵

＊成立要件：理事総数50名の過半数26名　本

日の出席者30名（その後追加で32名）で本

理事会は成立．

＊議決：出席者の過半数16名（17名）

＊書記２名の選出：山田泰広理事，小宮剛理

事を選出．

報告事項　

１．執行理事会報告

（1）執行理事会要点（斎藤常務理事）

10月～11月　執行理事会議事録および12

月議事次第をもとに，要点の説明が行わ

れた．

（2）地質学雑誌編集委員会（山路理事）

①投稿数の減少により月刊の維持が危機的

に困難な状況であるが，巡検案内論文を

取り入れることによってしのいだ．来年

も同様の予定，再来年以降は125周年の

記念特集号が組まれるので原稿が増加す

ることが期待される．

②投稿編集出版規則の改正（オーサーシッ

プの適切性に関して）案を検討中．文部

科学省の指導ならびに学術会議の模範へ

の対応として，“投稿の適切性”につい

ての方針が示された．機関リポジトリに

関連して規則の検討を法務委員会に諮問

中であり，それらとともに，規則の改正

をする予定．

（3）アイランドアーク編集委員会（海野理事，

代斎藤理事）

①編集状況の報告

②2016年vol．25-１より隔月発行となる．

③JpGUのロゴ掲載要請については，

推薦数総計：19件（学会賞５，国際賞１，

小澤・柵山賞４，研究奨励賞３，論文賞２，

小藤文次郎賞２，学会表彰１，功労賞１）

なお，学会賞，国際賞，小澤・柵山賞の３

賞については，選考検討委員会に選考を諮

問する．

３．その他

（1）年会の緊急時対応指針について（竹内理

事）

“一般公開事業の実施の際の警報等発令

時及び地震発生時の対応指針”を改正し，

「日本地質学会学術大会等に関する緊急時

対応指針」とし，内容を加筆修正した．概

要は以下のとおり．なお，この指針文書内

に責任者を明確にせよとの意見があり，了

解された．地震発生および特別警報や暴風

警報により年会や一般公開行事の開催が困

難な場合には大会実施委員会及び執行理事

会が相談の上中止とする．中止の告知は

ホームページでおこない，電話での対応を

おこなう．なお，年会行事は会期中に延期

可能な場合を除き，代替実施はおこなわな

い．

・地域的な災害，交通事情などによって，

決められた時間までに年会会場に来るこ

とができない場合は，発表を取り消しに

する．この場合は，講演要旨もJ-stage

には掲載しない．

（2）地質地盤情報の活用と法整備について

（小嶋理事）

地質・地盤情報活用検討委員会が作成し

たパンフレット「地質地盤情報の活用と法

整備」を出席理事に配布した．また，「地

質・地盤情報活用促進に関する法整備推進

協議会」は今年度で当初計画の３年が経過

したので推進協議会としての活動を終了す

る．ただし，法整備についてはまだ途上な

ため，新たに来年度から「地質・地盤情報

利活用活性化研究会」を設立し，活動を継

続することとなった．地質学会も引き続き

参加する．

審議事項

１．県の石の選定について

前回の理事会で決めたように，川端委員長

と協議のうえ，県の石選定委員会の辻森・重

田両委員に一次案の作成を依頼し，一次案な

らびに支部案をもとに，選定基準の７項目を

再確認のうえ検討した執行理事会案について

審議した．

選定されたもの個々についても活発な審議

がおこなわれたが，時間的制約もあり，さら

にご意見がある場合には会長あてに直接，と

いうことで審議を終了した．今後その意見を

基に執行理事会で検討して，早急に理事会で

メール審議を行うことにした．なお，特筆す

べきことは以下のようであった．

・“日本最古“など今後変更する可能性のあ

る選考理由を採用しない．

・採用されなかったものについてのfollow

upを検討．
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でき，ダウンロードすればカラー版の図版

も問題なく手に入る，等々の意見が出て，

CDを作成する意味はないというのが，大

方の意見であった．

長野大会では，地質学雑誌の原稿不足を

補うために巡検案内書を地質学雑誌に掲載

した結果，月刊を守ることができ，CDを

発行しないことで経費の節減にもつながっ

たことは大きなメリットであり，来年以降

もこの方針で行うということが山路理事か

ら発言され，現在，会員にもアンケートを

して意見を聞く準備をしているので，アン

ケートの結果をみて次回の審議に付すこと

とした．

＊議事終了にあたり，山本監事から本日の理

事会についての意見を述べていただいた．

続いて，井龍会長からの挨拶をもって，理

事会を終了した．

以上

2015年12月23日

一般社団法人日本地質学会

理事会議長　小嶋　智

副議長　向山　栄

代表理事：会長　井龍康文

（以下，役員氏名略）

2015年度
第３回執行理事会議事録

期　日：2015年９月５日（土）13:00～17:00

場　所：地質学会事務局

出席者：井龍会長　山本副会長　渡部副会長

齋藤常務理事　ウォリス　緒方　杉田

竹内　中澤　平田　保柳　星　松田

（事務局）橋辺　

欠席者（委任状提出あり）：海野　坂口　廣

木　山路

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

14名，委任状３名，合計17名の出席．

＊前回議事録の承認

Ⅰ 審議事項

１．教科書の質向上に向けたプロジェクトに

ついて（星理事）

・会長が設置したプロジェクトであることを

確認．

・高校「地学」（４単位科目）の教科書検討

メンバーは次の7名：伊藤　孝，生形貴男，

中村教博，久田健一郎，廣木義久（取りま

とめ），星　博幸，三宅　明．

・９月中に役割分担，作業スケジュール等を

確認し，教科書レビューに入る（11月初旬

まで）．11月中にレビュー結果の集約，表

現調整等を行い，意見書（案）を作成．そ

れを12月開催の執行理事会および理事会に

・選定後の保全には十分に注意を払う必要が

あることから，産出場所等の特定はせず，

博物館等での観賞を奨励する．

・岩石種のバランスと地元の知名度と学術的

価値などは考えず，県を代表するものを選

ぶ．

・選定理由の一つとして，現存するか，博物

館に展示されていることは重要な要素．

２．長瀞たんけんマップの出版について

保柳理事から，２回の校閲を経て内容はた

いへんよくなったとの説明があった．この原

稿により3000部の印刷（販売価格　会員300

円，一般400円）を全会一致で承認．

３．名誉会員推薦委員会理事会委員の選出に

ついて

理事会推薦委員として笠間友博理事を全会

一致で選出した．階層別・職責委員は下記の

通り．

階層別委員４名の選出

官公庁：田中裕一郎（産総研），小中高教

員：会田信行（秀明大学校教師部）

会社：足立勝治（アジア航測），大学：鈴

木和博（名古屋大名誉教授）

職責委員（各支部長）７名

竹下　徹，土谷信高，有馬　眞，原山　智，

宮田隆夫，榊原正幸，佐野弘好

４．2016年度事業計画案について

井龍会長より，今年度の事業実績を踏まえ

た来年度の事業計画基本方針案が示された．

事業計画概要についてはそれぞれの計画案を

より具体的にしたほうがいい，いくつかの項

目については，文章をもう少し工夫すべき，

関連性のある項目はまとめる，などの意見が

出された．

これらの意見を参考に最終案は，次回４月

の理事会に提案することとした．

５．優秀ポスター賞のエントリー制について

現状は，１日当たり80～100件のポスター

を，３日間で述べ24名の委員が審査している

が，負担が非常に大きい．負担軽減のためエ

ントリー制を採用することが行事委員会より

提案された．提案理由のうち，審査対象の制

限，年齢などに関わるような文言は削除し，

提案は承認された．

エントリーの方法については賞の目的に関

わる変更もあるため，再検討することとした．

６．その他

（1）巡検案内書のCD版作成について

来年度東京・桜上水大会の実行委員会よ

りCD作成の要請があった件について，編

集委員長として作成しない理由等を返答し

たことが，山路理事から説明され，その後

意見交換をおこなった．

実行委員会事務局長の笠間理事からは，

巡検案内書本来の目的に沿い，より内容を

豊富にできるCDをこれまで同様に作成す

べき，との意見があった．雑誌に掲載する

場合は費用の関係もあり，ページおよびカ

ラーの制限もあるが，JSTに掲載すること

で検索も容易に行え，引用も明確になる，

JST掲載の際には図版のカラー差し替えも

提出し，承認が得られたら意見書を教科書

出版社に年内に送付する．

・高校「地学」教科書を持っていないメン

バーには学会が教科書を用意する．事務局

にも教科書を常備する（地学，地学基礎）．

２．共催名義使用規則作成（緒方理事）

共催・協賛および後援等の申請についての

規則（案）を検討した．承認基準等の記述を

整理した修正案を次回の執行理事会で再検討

する．

３．「海洋底調査の基本」の出版に関する件

『一般社団法人日本地質学会「海洋底調査

の基本」編集代表者・安間　了』として共立

出版と契約する．出版前に対応する部会に回

覧することを想定しているが，詳細は今後詰

める．印税は著者と学会の折半とし，共立出

版からそれぞれに支払うものとする．

４．10日理事会議事次第の確認　

報告事項等を追加した．

Ⅱ　報告事項

１．全体的報告

１）日本学術会議地球惑星科学委員会よりの

第23期「学術の大型研究計画に関するマス

タープラン」策定にあたってのアンケート

に回答した．連合から，地球惑星科学委員

会企画分科会および大型研究計画検討ワー

キンググループで取りまとめ，学術の大型

研究計画検討分科会への回答の中に含めた

との返事があった．

２）英国地質学会と本学会の共同プロジェク

トとして計画したArthur Holmes Meeting

（Tsunami hazards and risks: using the

geological record）に関連し，英国の日本

大使館より，レセプションを日本大使館に

て開催するとの連絡があり，会長の挨拶も

求められた．

３）経産省から地層処分についての意見募集

に執行理事会内メールで意見交換し，応え

た．

４）長野での情報展開会式（９/11，９:15よ

り）には会長が出席する．

５）アジア太平洋ジオパークネットワーク山

陰海岸シンポジウム（後援）開会式の会長

の臨席については，渡辺真人氏（ジオパー

ク支援委員会）に代理を依頼した．

６）県の石について（斎藤）．中間報告を選

定委員会に提出してもらう．

７）地質地盤情報活用推進協議会地質地盤情

報活用検討委員会の松浦委員より，同委員

会の議事録（９回，10回）が届けられた．

２．運営財政部会：総務委員会（緒方）

＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞

１．山田科学財団へ1件の推薦をしたが，

残念ながら採択とはならなかった．

２．福武財団より2016年度「瀬戸内海文化

研究・活動支援助成」公募（締切９/１-

10/１）→News，geo-flash，HPに掲載．

３．原子力総合シンポジウム2015の終了報

告：15講演，参加者160名．

＜その他＞
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２）2018年大会は北海道大学で開催予定．

（2）国際交流委員会（ウォリス）

１）台湾地質学会との学術交流協定の締結

・9/11学術大会に台湾の地質学会会長をお

招きしてMOUを交換することとした．

２）ロンドン地質学会との学術交流協定締

結にご尽力いただいた同学会事務局長の

Edmunnd Nickless氏の退職にあたり，

会長からお祝い状を送付した．

（3）JIS，標準担当（中澤）

現在，産総研の地層名データベースに，

「学術雑誌」カテゴリーを新設する手続き

をしている．カテゴリーが新設され次第，

層序単元登録審査委員会にて，学術雑誌で

提唱された地層名等の登録作業を開始す

る．

（4）その他

５．編集出版部会（山路・海野・保柳）

（1）地質学雑誌編集委員会（山路編集委員長）

１）編集状況報告（８月31日現在）．

2015年投稿論文　総数50編［総説２（和

文２）・論説26（和文24，英文２）・報

告７（和文５，英文２）・ノート２（和

文２）・口絵５（和文４・英文１）・巡

検案内8］（昨年比 －３）

査読中：25

受理済み：７（うち巡検案内１）

・121巻８月号：巡検案内書（２,３,７班）

掲載．８/31発送済み

・121巻９月号：通常号（論説２，報告１）

掲載．入稿中

２）長野大会巡検案内書について

・長野大会巡検案内書を，１班（上高地）

については，８月27日付けで受理．巡検

当日には受理原稿（組版前）を事務局で

プリントして配布予定．雑誌へは10月号

以降に掲載予定．

（2）アイランドアーク編集委員会（海野）

１）編集状況

Vol．24 Issue３（2015年９月）：一

般原稿６編，Island Arc Award 2015

recommendation（約100ページ予定）

２）オンライン投稿の状況

過去半年（2015. 3. １～2015. ８. 31）

の投稿数53件．うち新規投稿48件．

３）その他

新規特集号（11月末頃投稿予定）

特集号タイトル「The mechanics and

evolution of megathrust within accretionary

complex（Special issue to honor Professor

Gaku Kimura’s contributions on Tectonics

and structural geology）」

世話人：Arito Sakaguchi, Hiroko Kitajima,

Katsushi Sato, Takeshi Tsuji, Jun Kameda

（3）企画出版委員会（保柳）

１）「海洋底調査の基本」の出版計画につ

いて：執筆・編集作業が遅れていた「海

洋底調査の基本」につき，今年度末の出

版を目処に編集作業を進めているとの報

告が編集代表者の安間氏よりあった．出

版にあたっての承認事項について審議の

１．名古屋大学より，10/01設立の宇宙地

球環境研究所所属の教授の公募が寄せら

れた．

２．連合より，学協会長会議の開催：10月

８日（木）15:00-17:00

３．公益法人協会の内閣府受託による公益

法人相談会に，情報収集のため，向山理

事と橋辺が参加した．

４．地学団体研究会より総会において以下

の３件の声明を採択したことが連絡され

た．

①使用済み核燃料の処分に関する情報公

開の徹底を求め，無謀な原子力発電所

再稼働に強く抗議する

②福島第一原発汚染水対策と廃炉に向け

て地質・地下水の実態解明を求める

③「安保関連法案（戦争法案）」の廃案

を求め，大学研究機関等における軍事

研究に反対する

＜会員＞

１）今月の入会者（７名）

正会員（６名）：堀ノ内　央，本田恵理，

渡辺勝美，山口　覚，歌川史哲，八武

崎寿史

正（学部割）会員（１名）：木村理郎

２）今月の退会者（正会員１名）

矢野さおり

３）2015年５月末日会員数

賛助：28，名誉：61，正会員：3774（正会

員：3577，院割会員：183，学部割会

員：14）

合計3863（昨年比 －49）

＜会計＞

・長野観光コンベンション協会より，長野大

会への助成金額（25万円）が決まった．

３．広報部会：広報委員会（坂口・松田）

・９/３，文科記者会および長野県庁会見場

に対し，長野大会のプレスリリースを行っ

た．

４．学術研究部会（ウォリス・竹内・中澤）

（1）行事委員会（竹内）

１）2015長野大会準備状況

・巡検は，８コースすべて催行できること

になった．

・海外からの参加者への対応．

招待者，シンポジウム参加者等は，懇

親会には招待する．年会参加費は，招待

講演であることを踏まえ無料にする．今

回経験した国際シンポジウムの準備にか

かわる問題点について世話人にメモを残

してもらい，次回以降の大会に生かすよ

うにする．招待者の現地案内係として学

生アルバイトを雇用する．

学会を主宰するLOCが財政状況によっ

て，ルールを変更してよいが，コンビ

ナーやゲストスピーカーの負担が大きく

ならないよう，最大限の配慮をする

・年会ポスターの地質図転用については，

その出典についてデザイン会社に確認

し，関係方面に連絡を取り，早急に解決

するよう促す．

要請があった．

６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木）

来年の「地質の日」の街中ジオ散歩は５

/14に実施予定（国会議事堂の石の見学）．午

前と午後の２回に分けて行う予定．

７．ジオパーク支援委員会（平田）

・地震火山子どもサマースクール実施報告

８/８-９に長野県伊那市で開催．参加者

26人（小学生９，中学生10，高校生７），

スタッフ43人．実施の様子は新聞，ケーブ

ルテレビ等で紹介された．

・第24回日本ジオパーク委員会（９月４日）

報告

世界ジオパーク推薦申請について，白山

手取川ジオパークは見送り．

日本ジオパーク認定申請について，栗駒

山麓，Mine秋吉台，三島村・鬼界カルデ

ラを認定．この結果，日本ジオパークは39

地域（世界認定7地域を含む）となる．

８．地学オリンピック支援委員会（平田）

・９/1より，2016年度第８回日本地学オリン

ピックの申し込み開始（締切11/15）．

・2015年第９回国際地学オリンピックブラジ

ル大会は，日本代表が４月からの通信研修

と８月の合宿研修（つくば）とを終えて出

発準備段階．

・2016年第10回国際地学オリンピック三重大

会の準備状況．

組織委員会（第２回）を８/17に開催．

募金額が2400万円に達したことにより，来

年８月の国際地学オリンピック（三重）が

大幅な変更なく開催可能であることを確

認．ただし発展途上国のより多くの参加を

促すため，募金活動を11月ごろまで引き続

き実施する．募金者に対して，挨拶礼状を

ブラジル大会後に，団体・個人の皆様に発

送するとともに，大会準備進捗状況をメー

ルにて発信する（月１回の予定）．三重大

会が10回目の節目になることから，参加高

校生による三重宣言（Our Future; Erath

& Space）を大会最終日に採択する．

以上

2015年９月９日

一般社団法人日本地質学会執行理事会

会　長（代表理事）井龍康文

署名人　執行理事　斎藤　眞

2015年度
第４回執行理事会議事録

期　日：2015年10月10日（土）13:00～17:00

場　所：地質学会事務局

出席者：井龍会長　山本副会長　渡部副会長

齋藤常務理事　海野　坂口　杉田　竹内

中澤　平田　廣木　山路

（事務局）橋辺　

欠席者（委任状提出あり）：ウォリス　緒方
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国際化対応として，WileyのIsland Arcサ

イトにJpGUのロゴを掲載してほしいとの要

請があり，承諾することとし，その旨を

Wileyに伝える．同時に連合のサイトにも

Island Arcを宣伝してもらう．

Ⅱ　報告事項

１．全体的報告

１）大韓地質学会の年会（日程：10/28-30，

済州島）に会長の出席要請があり，出席す

ることとなった．なお，要請により日本の

地質学の研究動向を紹介することとなっ

た．これに関し，会長は各専門部会に，研

究動向のPPTファイルの提供を要請し，部

会がこれに応じた．

２）原子力学会より「福島復興・廃炉推進に

貢献する学協会連絡会の開催ご提案」があ

り，連絡会への参画要請があった．地質学

会としては，現時点では学術団体としての

適切な貢献をするべきとして，今回の参画

は見送った．

３）地学オリンピック三重大会実行委員会よ

り，寄付に対するお礼と現時点での三重大

会の概要，予算案等について報告があった．

４）2015 Arthur Holmes Meeting参加報告

（井龍）

日本地質学会代表として会長並びにウォ

リス理事が招待され，津波シンポジウムお

よび巡検に出席し歓迎された．日本側の研

究発表も活況で盛会であった．また，日本

大使館においてレセプションが開かれた．

５）地球惑星連合学協会長会議の報告（井龍）

各学協会に所属する会員が連合会員にも

なっている場合は，二重権限となるので学

協会の権限の取り扱いが議論された．所属

学会を通じてAGU・EGUとの共催を進め

る．PEPSは順調に発行中と報告された．

６）2016年度各賞の推薦対象について

121巻７，８月号（2015年７，８月号）に

掲載された「巡検案内書」も「論文」と解

釈されるので授賞対象として対象リストに

掲載した（現在推薦募集中．11月30日締切）．

２．運営財政部会：総務委員会（緒方）

＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞

１）「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」ワークショップ，主

催：日本学術会議地球惑星科学委員会

IUGS分科会，11月20日開催の後援依頼

を承諾→News誌，geo-flash, HPに掲載．

２）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，１月23日開催の

後援依頼を承諾→News誌，geo-flash,

HPに掲載．

３）地下水学会主催セミナー：東京電力福

島第一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日開

催の後援依頼を承諾→News誌，geo-

保柳　星　松田　

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

12名，委任状５名，合計17名の出席．

Ⅰ　審議事項

１．県の石の選考の進め方に関して（井龍）

選定委員会より提出された候補リストを基

本にして，執行理事会は作業部会（辻森，重

田両委員）を立ち上げ，一次原案を作成する

こととし，川端委員長の了解を得た．執行理

事会は，11月の執行理事会で一次原案の内容

を検討する．

２．「フィールドマスター認定制度」検討

WG（案）について（坂口）

フィールド教育の促進のためにフィールド

マスター認定制度を検討するWGを立ち上げ

る．メンバーとして企業，大学，地質調査研

修関係者，などから構成し，メンバーは執行

理事会のメール審議で選出する．WGでは企

業や学生などのニーズ調査，具体的事業プラ

ンなどを検討する．

３．次期Island Arc編集委員長の交代（海野）

現編集委員長の任期満了（2015/12末）に

つき次期編集長候補として田村芳彦会員

（JAMSTEC），武藤鉄司会員（長崎大学）が

推薦され，了承された．

４．日本学術会議と防災減災・災害復興に関

連する学会の連携推進のための「防災学術連

携体」の創設（案）に対する対応

日本地質学会として加入する方向で，常務

理事が担当者の人選と情報収集を図る．

５．二重投稿および不適切なオーサーシップ

に関する記述を投稿規定に反映する件（山路）

研究不正防止のためにオーサーシップに関す

る改正規則の原案が示された．一部文言修正

のうえ法務委員会に諮ることとした．

６．来年度東京・桜上水大会の巡検案内書の

発行方法について（山路）

編集委員会から来年度の巡検案内書の発行

方法について提案があり，下記のようにする

こととした．

１）来年度も基本的に長野大会のやり方を踏

襲する．冊子体は白黒印刷とし，JSTに掲

載するPDF化の際のカラー図版への差し

替えを可能とし，その際の差し替え費用は

学会負担とする．

２）東京大会LOCから従来通りCDでの発行

を希望する意見が寄せられているが，他の

会員からも意見を集め，12月の理事会で議

論する．

３）長野大会と同様の措置を今後も続けると

なれば，2017年以降のために「巡検案内」

という原稿のカテゴリーを新設する方向で

検討する．

７．ネパール地質学会からの学術交流協定締

結希望の申し入れに関して（佐藤比呂志会員

経由），

会長から前向きに進めて行きたいとの提案

があり，了承された．

８．連合から，Island ArcにJpGUのロゴを

入れて欲しいとの要請について

flash，HPに掲載．

＜その他＞

１）山田科学財団2016年度研究援助候補者

募集（募集期間10/１-2016/２/26，学会

締切１/29）→News誌，geo-flash，HP

に掲載．本会からは３件まで推薦できる．

２）新潟大学学術情報基盤機構旭町学術資

料展示館の企画展示「殻が作る世界」

（７/11-８/28後援）の終了報告

＜会員＞

１）今月の入会者（３名）

正会員（１名）：小林淳一

正（学部割）会員（２名）：松井久美子，

片桐貴浩

２）今月の退会者（正会員２名）

正：渋谷小春，亀山　瞬

３）今月の逝去者（３名）

名誉：下山俊夫（2015/７/19），小畠郁

夫（2015/９/19）

正：山中　博（2015/１/26）

４）2015年９月末日会員数

賛助：28，名誉：59，正会員：3787（正

会員：3579，院割会員：191，学部

割会員：17）

合計3874（昨年比 －43）

＜会計＞

・年会の収支の最終的な数字はまだ出ていな

いが，赤字になることはなさそうである．

工学部施設使用料は学内職員使用割引が

適用され，17万円弱であった．

３．広報部会：広報委員会（坂口・松田）

（1）第７回惑星地球フォトコンテストについ

て

・まもなくウェブサイトをオープンし，応

募受付を開始する．

応募期間：10月下旬～2016年２月22日

（月）．

・賞の設定は昨年通り

最優秀賞１点：賞金５万円，優秀賞２

点：賞金２万円，ジオパーク賞１点：賞

金２万円，ジオ鉄賞１点：賞金１万円，

スマホ賞１点：賞金５千円，入選数点：

賞金５千円，佳作数点：賞金なし

・下記のとおり後援および協賛を依頼し承

諾された．（ ）は後援および協賛金．

後援：日本ジオパークネットワーク（３

万円）・深田研ジオ鉄普及委員会（１

万円）

協賛：株式会社　ウインディーネット

ワーク（５万円）

４．学術研究部会（ウォリス・竹内・中澤）

（1）行事委員会（竹内）

１）長野大会について

・参加者数900余名　無事終了．

・台風のため遅れた発表者は講演中止扱い

となった．

・ハイライト制度について意見収集する．

・業者が新しかったため不慣れな点があっ

た．

・発表時間の遅延防止の新工夫が浸透して

いなかった．
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共催を得た．

２）JpGUの男女共同参画委員会とキャリ

ア支援委員会が統合され，ダイバーシ

ティ推進委員会が発足した．これに伴い，

地質学会からの委員を1名とし，これま

で男女共同参画委員であった宮下由加里

会員に依頼した．

７．ジオパーク支援委員会（平田）

（1）世界ジオパーク審査結果

・新規認定審査：アポイ岳ジオパーク（認

定），伊豆半島ジオパーク（保留）

・再認定審査：室戸ジオパーク（再認定）

８．地学オリンピック支援委員会（平田）

・ブラジル大会報告及び三重大会準備状況

・来年の地震火山サマースクールは南紀白

浜ジオパークを会場として準備中

９．地質技術者教育委員会（山本）

夜間小集会実施．若手会員のケア，中期ビ

ジョンに関連して，フィールドマスター認定

制度について意見交換した．天野会員から

JABEE委員の交代要請があり，後任を検討

中．

10．中期ビジョン委員会（坂口）

理事会の意見を待って確定するが，現在ま

で特に意見は寄せられてない．

以上

2015年11月28日

一般社団法人日本地質学会執行理事会

会　長（代表理事）井龍康文

署名人　執行理事　斎藤　眞

2015年度
第５回執行理事会議事録

期　日：2015年11月28日（土）13:00～19:30

場　所：地質学会事務局

出席者：井龍会長　山本副会長　渡部副会長

齋藤常務理事　緒方　ウォリス　坂口

竹内　中澤　保柳　星　松田　山路

（事務局）橋辺　

欠席者（委任状提出あり）：海野　杉田　平

田　廣木

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

13名，委任状４名，合計17名の出席．

＊前回議事録の承認

Ⅰ　審議事項

１．名誉会員推薦委員会（委員長：山本副会

長）階層別委員および理事会推薦委員候補者

の選定し，５日の理事会に諮り決定する．

階層別委員４名の選出

・官公庁：田中裕一郎（産総研），小中高教

員：会田信行（秀明大学校教師部）会社：

足立勝治（アジア航測），大学：鈴木和博

（名古屋大名誉教授）

・理事会推薦委員１名：５日の理事会で決

定，候補者

・若手会員のための企業研究サポートは盛

況だった．参加企業も12社と多かった．

２）2016JpGU地質学会主催・共催セッ

ションの承認について

各専門部会から11のセッション提案が

あり，主催共催を承認したと報告された．

（2）国際交流委員会（ウォリス）

・2015 Arthur Holmes Meeting（UK）参

加報告（井龍）

（3）JIS，標準担当（中澤）

地質学雑誌掲載地層名の過去５年分から

データベース化を進めている．

（4）その他

５．編集出版部会（山路・海野・保柳）

（1）地質学雑誌編集委員会（山路編集委員長）

１）編集状況報告（９月30日現在）

・2015年投稿論文　総数54編［総説４（和

文２・英文２）・論説27（和文25，英文

２）・報告８（和文６，英文２）・ノー

ト２（和文２）・口絵５（和文４・英文

１）・巡検案内８］

（昨年比 －３）

査読中：21 受理済み：６

・121巻９月号：通常号（論説２，報告１）．

38ページ，発送済み

・121巻10月号：通常原稿２（論説２），巡

検案内書１（１班）掲載．校正中

（2）アイランドアーク編集委員会（海野）

１）編集状況

Vol.24 Issue３（2015年９月）：一般

原稿６編（うちPictorial １編），Island

Arc Award 2015recommendation（98

ページ）発行済み．

2015年度は457pになる．

２）オンライン投稿の状況

過去半年（2015.4.1～2015.9.31）の投

稿数49件．うち新規投稿43件．

３）その他

・次期編集委員長候補者の承認（→審議事

項へ）

・新規の坂口特集号について（世話人：

Arito Sakaguchiほか）は，前回執行理

事会での指摘を受けて特集号タイトルを

下記の様に変更する．木村教授の退職記

念である旨はIntroductionの趣旨説明に

記す．

（変更前）「The mechanics and evolution

of megathrust within accretionary

complex（Special issue to honor

Professor Gaku Kimura’s contributions

on Tectonics and structural

geology）」

（変更後）「The mechanics and evolution

of megathrusts within accretionary

complexes」

（3）企画出版委員会（保柳）

１）長瀞探検マップの原稿が再々提出され，

委員会で確認し微修正のうえ出版予定．

６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木）

１）秋の地質調査研修は６名の参加申し込

みがあり，予定通り実施予定．産総研の

・職責委員（各支部長）７名

竹下　徹，土谷信高，有馬　眞，原山

智，宮田隆夫，榊原正幸，佐野弘好

２．各賞選考委員会の諮問委員会，各賞選考

検討委員会委員（10名程度）の推薦

＊委員の数としては充足，バランスも整って

いるので，特に執行理事会として委員を推

薦することはしない．

指定委員　12名

前・現会長：石渡明　井龍康文

過去３年間の学会賞受賞者：（井龍康文），

乙藤洋一郎　川幡穂高，斎藤文紀　脇田

浩二

地質学雑誌前・現編集委員長：小嶋　智

山路　敦

IAR前・現編集委員長：井龍康文・前川寛

和・伊藤　慎　海野　進

３．選挙立会人２名の選出：執行理事会で決

定

巌谷敏光（産総研），村上瑞季（早稲田大）

４．2016年度事業計画案について

会長が骨子案を作成し，12月理事会で紹介

する．

５．県の石の選定原案について（井龍）

県の石（岩石，鉱物，化石）について支部

案と一次案を慎重に検討し，執行理事会案を

作成した．これを川端委員会に提示する．

６．投稿出版編集規則の改正（オーサーシッ

プの適切性に関して）案を検討中（山路）

取りあえず，下記の「投稿の適切性」につ

いてのみ12月理事会に方針を示す．条文化は

その後，規則改正は４月理事会の見込み．

【投稿の適切性】

１．本誌への投稿原稿で著者として記載さ

れるためには，次の（1）～（3）の要件

すべて満たすことを要する．

（1）当該論文の研究において企画・構想，

または調査・実験・観測に本質的な貢

献をしている，または理論的解釈やモ

デル構築などで実質的貢献をしている

こと．

（2）論文の草稿を執筆，または論文の重

要箇所に意見を表明して論文の完成に

寄与していること．

（3）内容および結論を著者として承認し

ていること．

Ⅱ　報告事項

１．全体的報告

１）大韓地質学会の年会（日程：10/28-30，

済州島）出席報告（井龍）

大韓地質学会側から，2 0 2 4年の

International Geological Congress（IGC）

開催を韓国に誘致したいという話があっ

た．ただし韓国の他に立候補国が多数あ

る．巡検を40コース程度企画，そのうち

10程度を日本で開催する方向で本学会に

サポートしてほしいという話があった．

なお，大韓地質学会は2017年に創立70周

年を迎える．

２）防災学術連携体への参画を決め，同準
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際連携研究の公募案内（締切11/30）→

geo-flash，HPに掲載

５）学術会議より協力学術研究団体の実態

調査の依頼があった．→アンケート回答

期限１/31

６）大学評価・学位授与機構より「学協会

における，大学・大学院教育の質保証の

取り組み状況に関する調査について」が

寄せられた．回答案は緒方理事が作成し，

執行理事会で確認の後提出することとし

た→アンケート回答期限は12/21

＜会員＞

１）今月の入会者（３名）

正会員（４名）：冨田一夫，石澤堯士，

山田直樹，朝日博史

正（学部割）会員（１名）：太田凌嘉

２）今月の逝去者（３名）

名誉（１名）：勝井義雄（10/20）

正（２名）：岸　清（８/20），尾田太良

（10/25）

３）2015年10月末日会員数

賛助：28，名誉：59，正会員：3787（正

会員：3578，院割会員：192，学部

割会員：17）

合計3874（昨年比 －43）

４）新50年会員の阿部正宏・大島　治会員

から礼状が届いた．

＜会計＞

・長野大会の収支について．80万円程度の黒

字見込み．

・来年度の年会業務委託について，２社に見

積もり要請中．

＜その他＞

・共催・協賛および後援等の申請についての

規則案を検討中，次期に確定予定．

３．広報部会：広報委員会（坂口・松田）

１）第７回惑星地球フォトコンテストにつ

いて

・ポスターを各所に配付した

・ジオルジュ後期号は近日中に出版予定．

４．学術研究部会（ウォリス・竹内・中澤）

（1）行事委員会（竹内）

１．学術大会に関する緊急時対応指針

（2014年７月版）を改訂する．行事委

員会で詳細について検討を進める．

２．ハイライトについてのアンケート．今

年の巡検案内書を地質雑通常号に収録

したことも含め，ネットアンケートで

全会員から意見を聞く．

３．総会時講演会．専門部会に打診して講

演者を決める．

（2）国際交流委員会（ウォリス）

・「Geology of Japan」の編集がほぼ終了．

2016年前半に出版予定．

・2017年のJpGU大会はAGUと完全共催の

予定．地質学会もセッション提案等につ

いて検討する．

５．編集出版部会（山路・海野・保柳）

（1）地質学雑誌編集委員会（山路編集委員長）

１）編集状況報告（11月25日現在）

備委員会に入会を申し込んだ．来年１/

９に開催の創設シンポジウムに活動報告

をする予定．なお，連携体の委員として，

地質災害委員長の斎藤眞理事ならびに事

務局から堀内昭子を委員として登録し

た．

３）地層処分候補地選定報告書説明会の開

催は12月中に開催できるように打診し，

日程を調整する．

２．運営財政部会：総務委員会（緒方）

＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞

１）三浦半島活断層調査会（会長茅野教幸）

より学会リーフレットを利用した城ケ島

観察会（11/15）の名義後援依頼を承諾

した．終了後の報告も受けた．

２）アイソトープ協会より，第53回アイソ

トープ・放射線研究発表会（2016/７予

定）の共催の申し入れがあり，これを承

諾し運営委委員として小宮剛会員を推薦

した．

３）Techno Ocean2016（2016/10/６-８）

の協賛依頼が同実行委員会（委員長大塚

耕司大阪府立大教授）よりあり，これを

承諾した．

４）藤原賞（藤原科学財団）の募集，対象

は自然科学で所属組織・機関の長の推薦

が必要．応募締め切りは１/31，学会の

締め切りは１/７とする．→geo-flash，

HP，Newsに掲載

５）ジオパーク新潟国際フォーラム

（2016/７/27-29：新潟市，実行委員長

米田　徹：糸魚川ジオパーク）の後援名

義使用申請があり，これを承諾した．

６）第25回環境地質シンポジウム（主催

医療地質-地質汚染 -社会地質学会，

11/27-28，日大）の共催申請があり，こ

れを承諾した．共催団体として地質学会

からCPDの発行の要請あり．

７）国際シンポジウム「先カンブリア時代

の世界２：現在/過去/未来の地球記録：

地質・海洋・生物が記憶する46億年間」

（PW組織委員会代表　清川昌一，2017

年３月）の共催依頼があった．

８）経済調査会より，地質調査要領説明会

（地質学会後援）実施報告があった．全

国各地８か所の開催により1,178名の参

加を得た．

９）第４回アジア太平洋ジオパークネット

ワーク山陰海岸シンポジウム（学会後援）

の組織委員会（尾池委員長）より出席の

礼状が届いた．

＜その他＞

１）千葉大学環境リモートセンシング研究

センター創立20周年記念式典への招待が

あり，式典に渡部副会長が出席した．

２）埼玉県職員採用公募案内，募集期間

11/９-12/４，土壌・地下水・地盤分野

１名→geo-flash，HP，Newsに掲載

３）防災科学技術研究所理事長の交代挨

拶：新理事長　林春男（旧：岡田義光）

４）東大大気海洋研究所共同利用並びに学

2015年投稿論文　総数67編［総説４

（和文２・英文２）・論説38（和文36，

英文２）・報告10（和文８，英文２）・

ノート２（和文２）・口絵５（和文４・

英文１）・巡検案内８］（昨年比 ＋４）

査読中：27 受理済み：６

・121巻11月号：論説２，ノート１，37

ページ，11/20校了，11/30発送予定

・121巻12月号：論説２ or ３，口絵１

校正中

・新規特集号「水蒸気噴火研究の展開」

（世話人：長谷川健・及川輝樹・竹下欣

宏・上澤真平）（約60p予定）の申込あ

り企画を受付けた．まもなく各原稿投稿

開始予定．

２）東京・桜上水大会の巡検案内書につい

て，他者出版物との一部内容重複に関す

る件

東京大会で実施予定の伊豆コースにつ

いては，来年７月に当該地域の地質ガイ

ドブック（単行本）を出版社より出版す

る予定がある．巡検案内書にはその内容

の一部をもとにしたダイジェスト版を投

稿したい旨，案内書編集委員会を通じて

著者から問い合わせがあった．これにつ

いて編集委員会は，著作権や二重投稿に

ついて，編集委員会および執行理事会で

意見交換をし，単行本を一次掲載物，案

内書を二次掲載物と認め，条件付きで案

内書への投稿を認める旨回答した．

（2）アイランドアーク編集委員会（海野）

１）編集状況

Vol.24 Issue４（2015年12月）：一般

原稿３編（計68ページ）発行予定．

２）オンライン投稿の状況

過去半年（2015.6.1～2015.11.27）の投

稿数26件．うち新規投稿20件．

３）その他

Island Arcの隔月刊について：Vol 25-

１（2016年１月）より隔月発行が開始さ

れる．それ対応した契約内容の変更につ

いては，現在ワイリー側で書面を準備中．

また隔月刊に関する会員への案内を

News誌12月号に掲載予定．

掲載論文の日本語抄録のHP掲載：日

本語抄録は，これまで学会HPおよび

New誌上にのみ掲載していたが，Vol

25-１（2016年１月）よりIsland Arc HP

（ワイリーのサイト）上でも掲載される

こととなった．

Island Arc HPにJpGUのロゴを掲載す

る件：HP内の「Society information

（協賛学会のロゴと各HPへのリンクを掲

載）」内に，ロゴを掲載したいとの申し

入れをワイリーに行ったが，断られた．

JSTからのデータベース（DB）への

収録依頼：JSTより学会HPに掲載して

い る 日 本 語 抄 録 を JST DBで あ る

JDream，JGlobalに収録させて欲しい旨

問い合わせがあった．Jdreamではデー

タベース化した情報を販売しており，ワ
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称が「地球ニンジャ」に決定．

９．125周年記念事業実行委員会（渡部）

・全体工程表の精緻化と，個別事業（記念出

版物，レビュー誌，フォトコン出版物，記

念会員証，記念式典など）の進捗状況を報

告．

・これらの中で，記念事業から学会事業とし

て実施すべきものがあるかどうかの確認も

実施．

・会員証の作成および使い道を検討する中

で，25年または30年会員の新設の可能性も

検討する．

以上

2015年12月５日

一般社団法人日本地質学会執行理事会

会　長（代表理事）井龍康文

署名人　執行理事　斎藤　眞

2015年度
第６回執行理事会議事録

期　日：2015年12月５日（土）11:00～12:30

場　所：北とぴあ901会議室

出席者：井龍会長　山本副会長　渡部副会長

齋藤常務理事　ウォリス　緒方　杉田

竹内　中澤　平田　星　松田　山路　保

柳　向山副議長

（事務局）橋辺　

欠席者（委任状提出あり）：海野　坂口　廣

木

＊定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

14名，委任状３名，合計17名の出席．

＊前回議事録の承認

Ⅰ　審議事項

１．2016年度事業計画案について（井龍）

事業計画基本方針（案）について検討した．

理事会にて引き続き検討する．

２．県の石の選定原案について（井龍）

３．理事会議事運営

向山副議長と議事進行について打ち合わせ

た．

４．その他

Ⅱ　報告事項

１．全体的報告

１）高校教科書「地学」に対する意見書作

成（星）：廣木理事の下で検討中，でき

たところまでについて急ぎ取りまとめ作

業を行い，12月中にメール審議のうえ，

意見書の提出を目指す．

イリーとしては商業使用するには現在の

JSTとワイリーとのライセンス契約内容

では不十分であり提供は不可との返信が

あった．学会からもJSTにその旨回答し

た．

WileyのTechnical Style Sheetについ

て：校正ミスの多い一般的な学術誌以外

の引用文献の書き方を整理し，簡素化す

る方向で検討中．

（3）企画出版委員会（保柳）

１）長瀞たんけんマップ（高木ほか編）に

ついて，査読が完了したので，最終的な

出版承認を12/５の理事会でうける．

６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木）

１）秋の地質調査研修は６名の参加者を得

て実施し，無事終了した．

２）地質地盤情報活用促進に関する法整備

推進協議会“第11回～13回地質地盤情報

活用検討委員会”の議事録が届けられた．

同協議会は今年度で終了し，来年度から

「地質地盤情報利活用活性化研究会」と

して新たに発足の予定とのこと．11/25

付けで推進協議会佃会長名により上記研

究会の活動方針案等について連絡があっ

た．

７．ジオパーク支援委員会（平田）

１）11月17日　ユネスコ総会にて世界ジオ

パークがユネスコ正式事業に承認され

た．

２）地震火山子どもサマースクールについ

て

・2015年度第16回南アルプス会計報告

収入＝1,402,760円（仮）（地質学会負担

金は20万円）

支出＝1,204,519円

収支＝198,241円（仮）

ただし，収入についてはゆめ基金が確

定していないため仮決定額．年度末に確

定の予定．今年度も余剰金が見込まれる

ので，各学会への返金等を検討する．

・2016年度第17回南紀について，開催にむ

けて準備中

・2017年度第18回開催地の募集について

は，応募要領の公開を本年12月から，募

集期間を来年１月から２月にかけて行う

予定．

８．地学オリンピック支援委員会（平田）

１）ブラジル大会の報告書（http://jeso.

jp/ieso/info.html）ウェブページ参照の

こと．

２）第８回日本地学オリンピック予選

（12/20）に約2,100名が応募．

３）10月から日本大会の運営委員会を開催

（月１回）し，協賛団体・個人の方へ運

営委員会ニュースを配信．

４）地学オリンピックのキャラクターの名

２．運営財政部会：総務委員会（緒方）

＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞

１）三菱財団平成28年度自然科学研究助成

金公募（2016/１/５-２/２）→geo-flash，

HP，News掲載．

＜会員＞

１．今月の入会者（１名）

正会員〔１名〕 阪上雅之

２．今月の逝去者（１名）

正会員〔１名〕古川博恭（逝去日：2015

年10月17日）

３．2015年11月末日会員数

賛助：28，名誉：58，正会員：3790，正

会員：3580 正（院割）会員：193

正（学部割）会員：17

合計 3876（昨年比 －45）

４．今年度末にて除籍予定者（64名）の名

簿を回覧した．

３．学術研究部会（ウォリス・竹内・中澤）

（1）行事委員会（竹内）

１．学術大会に関する緊急時対応：行事委

員会で検討した委員会案を執行理事会と

して承認．理事会にて報告する．支部行

事等もこれを参考にすることを要請す

る．

２．学術大会に関するアンケート（ハイラ

イト，巡検案内書等）をネットにて近日

中に実施

３．総会時講演会「日本の地質学：最近の

発見と応用」各部会から講演募集

（12/18〆切）

（2）JIS，標準担当（中澤）

産総研の地層名検索DBに学会誌カテゴ

リーが追加された．さしあたりテストとして

2015年に地質学雑誌で記載された地層名が登

録されている．層序単元委員会にて今後登録

作業をすすめる予定．

４．編集出版部会（山路・海野・保柳）

（1）アイランドアーク編集委員会（海野）

・受理から公開までの時間がかかっている

ことについて，打開策を講じる．

（2）企画出版委員会（保柳）

・地方地質誌（朝倉書店）「四国地方」は

２月刊行予定，「東北地方」は2016年度

刊行予定．

５．ジオパーク支援委員会（平田）

・再審査地域の審査が行われる予定（12/14）．

・2017年の「地震火山子どもサマースクール」

の公募要領を公開．

以上

2016年１月23日

一般社団法人日本地質学会執行理事会

会　長（代表理事）井龍康文

署名人　執行理事　斎藤　眞
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SMBCファイナンスサービス株式会社 

一般社団法人 日本地質学会 会 費 等 

1 8 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0

蕁03-5444-1533　〒108-6350　東京都港区三田3－5－27

（不備返却先） 
　SMBCファイナンスサービス㈱決済ビジネス事務部 

（金融機関へのお願い） 

－預金口座振替規定－　※ゆうちょ銀行払いは除く。 

ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。 

法人の場合は、ゆうちょ銀行へお届けの社名、代表者　役名、氏名を省略せずご記入ください。 
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ゆうちょ銀行以外の銀行またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入して下さい。 

（金融機関用） 
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2016年２月９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

一般社団法人日本地質学会理事および監事選挙について

２月８日に役員の立候補が締め切られました．選挙管理委員会で

確認した理事および監事の立候補者名簿は次のとおりです．

１．理事選挙
選挙規則に定められた理事の選挙定数50名のうち，全国区代議員

からの39名の理事立候補者（定数43名），各地方支部区から選出する

７名の理事（一つの支部区から１名ずつの定数）のうち，６支部区

（北海道，東北，関東，近畿，四国，西日本）代議員からの６名の理

事立候補者は，それぞれの定数を超えませんでしたので，選挙規則

第６条に則り無投票当選となります．

中部支部区は２名の立候補があり定数を超えましたので，選挙規

則第５条，選挙細則第13条，第17条に則り，中支部区当選代議員

（選挙人）による投票を行います．

中部支部区の代表理事を決める理事選挙の開票は３月８日（火）

15時から学会事務局で行います．開票の立ち会いをご希望のかたは，

３月１日（火）までに選挙管理委員会（main@geosociety.jp）にお

申し出ください．

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

理事候補者名簿（任期２年：2016年総会後～2018年総会）

全国区代議員（定数43名）※定数内につき，無投票当選となります．

立候補者名 所属機関名

１ 天野　一男 日本大学

２ 笠間　友博 神奈川県立生命の星・地球博物館

３ 佐々木　和彦 応用地質㈱

４ 矢島　道子 東京医科歯科大学

５ 渡部　芳夫 産業技術総合研究所

６ 川端　清司 大阪市立自然史博物館

７ 坂口　有人 山口大学

８ 田村　芳彦 海洋研究開発機構

９ 星　　博幸 愛知教育大学

10 岡田　　誠 茨城大学

11 清川　昌一 九州大学

12 斎藤　　眞 産業技術総合研究所

13 西　　弘嗣 東北大学学術資源研究公開センター

14 安藤　寿男 茨城大学

15 田村　嘉之 千葉県環境財団

16 松田　達生 NPO法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会

17 山田　泰広 海洋研究開発機構

18 上砂　正一 環境地質コンサルタント

19 緒方　信一 中央開発㈱

20 狩野　彰宏 九州大学

21 平田　大二 神奈川県立生命の星・地球博物館

22 辻森　　樹 東北大学東北アジア研究センター

23 保柳　康一 信州大学

24 竹下　　徹 北海道大学

25 市川　八州夫 応用地質㈱

26 小宮　　剛 東京大学

27 廣木　義久 大阪教育大学

28 松田　博貴 熊本大学

29 山本　高司 川崎地質㈱

30 川辺　文久 文部科学省

31 杉田　律子 科学警察研究所

32 内藤　一樹 産業技術総合研究所

33 楡井　　久 NPO法人日本地質汚染審査機構

34 福冨　幹男 地技研

35 向山　　栄 国際航業㈱

36 井龍　康文 東北大学

37 亀尾　浩司 千葉大学

38 澤口　　隆 東洋大学

39 中澤　　努 産業技術総合研究所

地方支部区代議員　定数７名（各地方支部区から１名ずつ）

※中部支部区（★）は理事選挙を行います．他の地方支部区は定

数内につき無投票当選となり投票はありません．

※選挙人：中部支部区当選代議員／被選挙人（★）：中部支部区

当選代議員

支部区名 候補者番号 立候補者名 所属機関名

北海道 １ 沢田　　健 北海道大学

東　北 １ 菖蒲　幸男 応用地質㈱

関　東 １ 有馬　　眞 放送大学神奈川学習センター

中部★
１ 大藤　　茂 富山大学

２ 須藤　　斎 名古屋大学

近　畿 １ 三田村　宗樹 大阪市立大学

四　国 １ 奈良　正和 高知大学

西日本 １ 仲谷　英夫 鹿児島大学

２．監事選挙
監事については会員から１名，理事会推薦から１名，計２名の立

候補届出がありましたが，会員からの候補者は定数内のため，監事

の投票は行いません．

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

監事候補者名簿（任期４年：2016年総会後～2020年総会）

立候補者名 所属機関名（会員・非会員の別）

１ 藤本　光一郎 東京学芸大学（会員）

２ 山本　正司 司法書士山本正司事務所（非会員）
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年頭にあたって（一般社団法人日本地質学会　会長　井龍康文）
日本地質学会第123年学術大会（東京・桜上水）開催通知
会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告

第6回惑星地球フォトコンテスト：ジオパーク賞「太古の跡の砂滑り」

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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