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一般社団法人日本地質学会第8回総会開催について

一般社団法人日本地質学会第８回総会を下記の次第により開催いたします．

2016年４月２日

会長　井龍　康文

2016年５月21日（土）14:15～15:15
会場　北とぴあ　第２研修室（東京都北区王子 1 -11- 1 ）

総会議事次第

１．開会

２．議長選出

３．議案

第１号議案　2015年度事業報告・決算報告

第２号議案　代議員および理事選挙結果報告

第３号議案　2016年度事業計画

第４号議案　2016年度予算案

第５号議案　名誉会員の選出

４．閉会

同日同会場にて下記の催しが予定されています．

特別講演会「日本の地質学：最近の発見と応用2016」 時間：11:00～13:00

※詳細は本誌p.18参照．

１．定款20条により，本総会は役員ならびに代議員による総会となります．代議員には，総会開催通知とともに総会

に必要な資料等を別途お送りいたします．ご都合で欠席される方は，定款28条第1項にもとづき，議決権行使書お

よび議決権の代理行使（委任状）などにより，総会に出席したものとして議決権を行使することができます．

２．正会員は，総会に陪席することができます．ただし，総会規則12条3項により，許可のない発言はできません．
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表 2 ：一般社団法人日本地質学会第 8 回総会開催について

日本地質学会創立125周年記念ロゴ募集開始 ……2
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２nd Circularと参加登録のご案内／IGCP589「アジアにおけるテチ
ス区の発達」第５回国際シンポジウムのお知らせ／第33回歴史地震
研究会（大槌大会）／Techno-Ocean 2016 一般論文および学生ポス
ター　アブストラクト受付開始／海上保安庁海底地形名称の提案募
集／シンポジウム「いま改めて考えよう地層処分～科学的有望地の
提示に向けて～」全国９都市で開催
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2016年３月
日本地質学会125周年記念事業実行委員会

委員長　矢島道子

２年後の2018年は当学会が創立して125年目にあたります．
私たちが営む地球の温暖化を防ぎ，かけがえのない人命や貴

重な財産を守るための「防災・減災」には，地質学が必要なこ
とは言うまでもありません．同時に，エネルギーや資源の確保
にも地質学の力は不可欠です．

そのため，当学会では，様々な分野の研究や研究成果の社会
での応用，研究者をはじめとする人材の教育・育成，社会の認
知をえるための普及と啓発を進めています．

2018年の創立125周年を契機に，当学会は益々発展・興隆し，
さらに社会に役立つ学会とならなければなりません．そこで，
125周年を盛り上げるため，会員の皆様から記念ロゴマーク

（以後，記念ロゴ）を募集するものです．

● 募集のスケジュール
①　ニュース誌2016年４月号に記念ロゴの募集を掲載し，同

時にWEBサイトジオフラッシュにも掲載します．
②　募集期間は2016年４月28日から2016年７月15日です．
③　日本地質学会WEBサイトを用いた会員からの投票によ

る一次選考と，選考委員会による二次選考の２段階選考
を行います．

④　８月下旬までに，記念ロゴ原案として，最優秀作品１点，
優秀作品３点を選びます．

⑤　デザイナーによるリメイクを行い，ニュース誌2016年11
月号に，選考状況，最優秀および優秀作品と作成者，決
定した記念ロゴの紹介をおこないます．

⑥　最優秀および優秀作品の作成者には表彰状と記念品（後

述）を贈呈し，記念ロゴの原案となった最優秀作品作成
者については，2018年５月の125周年記念式典にて顕彰
します．

⑦　2017年１月１日より，記念ロゴの使用を始めます．

●募集要項
①　応募資格は，日本地質学会会員であり，会員種別は問い

ません．会員家族のアイデアによる応募も歓迎します
（ただし，応募は会員名で）．

②　応募作品は，カラー，白黒なんでも受け付けます．綺麗
にレタリングやトレースができていなくても，デッサン
程度でもOKです．

③　作品の応募は，WEB専用申込フォームもしくは，次頁
「応募用紙」に必要事項を記入し，下記までお送り下さ
い．
（応募先）専用申込フォーム：

http://photo.geosociety. jp/125logo_form.html
郵送：〒101-0032 東京都千代田区岩本町２－８－15

井桁ビル
日本地質学会　125周年記念ロゴ応募係（担
当：佐々木和彦）

④　募集期間：2016年４月28日（木）10:00～７月15日（金）
17:00（郵送の場合は消印有効）

⑤　応募作品は返却しません．採用された作品の著作権は学
会に帰属し，学会が独自に加筆修正を行います．

⑥　最優秀作品（１点）には５万円の，優秀作品（３点程度）
には１万円の商品券をそれぞれお贈りします．

⑦　東京オリンピックのエンブレム盗作事件を鑑み，応募の
際には，応募者の責任において商標権や著作権の侵害が
ないようにしてください．
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皆さんのデザインした記念ロゴで125周年記念事業を盛り上げよう！

日本地質学会創立125周年記念ロゴ募集開始！

多くの作品の応募をお待ちしています

地質リーフレット 4

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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日本地質学会創立125周年記念ロゴ　応募用紙（郵送用）

応募年月日：2016年　　　月　　　日

応募者氏名（よみがな）：

応募者住所：

応募者連絡先：電話　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　e-mail

所属先：（無い場合は「なし」とご記入下さい）

作品に関する説明（300字以内）

作　品（別紙可　ただしA４サイズ以下　　別紙の有無：あり・なし ）

受付年月日：2016年　　　月　　　日　
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IGCP（地質科学国際研究計画）608「白亜

紀のアジア－西太平洋地域の生態系システム

と環境変動」（略称：「白亜紀アジア－西太

平洋生態系」）の，第４回国際研究集会を案

内するSecond Circularが配布されており，

参加登録締切も迫ってきましたので，皆様に

ご案内します．

IGCP608第４回　国際シンポジウム

2016年８月15日（月）～17日（水）

開催場所：ロシア ノボシビルスク　ロシア

科学アカデミー シベリア支所　Trofimuk

石油地質地球物理学研究所

開催母体：IGCP608第４回国際シンポジウム

実行委員会（委員長：Boris N. Shurygin

教授）

巡検：８月18日（木）～20日（土）ケメロ

ヴォ地域の白亜系恐竜産出層

アジア白亜系IGCPsとしては，ロシア西シ

ベリアでの集会開催は初めてです．ノボシビ

ルスクはユーラシア大陸のほぼ中央に位置

し，シベリア最大の都市で，ロシアでは第三

位です．札幌市との姉妹都市にもなっていま

す．

巡検では最近活発に発掘が行われている，

ケメロヴォ地域の下部白亜系の恐竜産出層や

地元の博物館などを見学する予定です．

重要な日程：

2016年４月15日　招聘状申請　締切

2016年５月15日　発表要旨　締切

2016年５月20日　第二次参加登録　締切

2016年７月15日　最終 Circular 配布（シン

ポジウムプログラム　発表）

Second Circularおよび申込書は，IGCP608

のWebsiteからダウンロードできます．

http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/index.php?id

=5#aIndex7

白亜系を対象とする研究推進・発表の場と

して，積極的な参加をお願いします．

連絡先：

IGCP608リーダー　安藤寿男（茨城大学理学

IGCP608「白亜紀アジア
－西太平洋生態系」の第 4 回
国際研究集会 2nd Circularと

参加登録のご案内

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．

部）

igcp608.2016@gmail.com

2012年より５年計画で始まったIGCP589：

Development of Asian Tethyan Realm：

Genesis, Process and Outcomesは，今年が

最終年度となる５年目を迎えました．西安

（中国），ボラカイ島（フィリピン），テヘラ

ン（イラン），バンコク（タイ王国）での国

際シンポジウムに続き，今年はミャンマー地

震委員会およびヤンゴン大学地質学教室主催

で，第５回目のシンポジウムをミャンマー，

ヤンゴン市において開催します．主催者より

ファーストサーキュラーが届きましたので，

皆様にご案内します．

IGCP589第５回国際シンポジウム

期間：2016年10月27～28日　シンポジウムと

ビジネスミーティング

会場：ミャンマー，ヤンゴン市，Hlaing大学

キャンパス

主催：ミャンマー地震委員会，ヤンゴン大学

地質学教室（委員長：Hla Hla Aung，事

務 局 代 表 ： Su Su Myint， email：

igcp5892016@gmail.com）

プレ巡検（2016年10月25～26日）：ミャン

マー西部，Rakhine Western Rangesでの

ネオテチス縫合帯．

ポスト巡検（2015年10月29日～11月2日）：

ミャンマー北東部，シャン高原の古－中生

界サクセッション．

IGCP589では，アジアにおけるテチス区

（Tethysides）の起源，発達過程，地質記録

の解読を中心テーマに，アジア諸地域の層序，

テクトニクス，構造地質，堆積，地域地質，

鉱産資源，火成作用，変成作用，古地磁気，

地震，古生物，古地理，古海洋学，環境地質，

など，アジアとテチスに関する幅広い地質学

的問題を検討課題としています．今回のシン

ポジウムでは，ミャンマーでのテチス発達に

関連した2地域においてプレおよびポスト巡

検が計画されています．東南アジアを中心と

したアジアの地質学全般に興味のある方々の

幅広い参加を歓迎いたします．なお，アブス

トラクトの締め切りは今のところ８月31日と

なっています．また，ファーストサーキュ

ラーは下記のウェブサイトからダウンロード

できます．

http://igcp589.cags.ac.cn/

国内問合せ先：

上野勝美：IGCP589コリーダー（福岡大学理

学部）

e-mail<katsumi@fukuoka-u.ac.jp>

IGCP589「アジアにおける
テチス区の発達」第 5 回
国際シンポジウムのお知らせ

東日本大震災の被災地である岩手県上閉伊

郡大槌町において，第33回歴史地震研究会

（大槌大会）を開催いたします．被災地であ

ることを考慮し，通常の研究会とは異なる変

則的な内容となっております．それに伴い，

参加申し込みの方法も例年とは異なっており

ます．

ホームページ中の資料をご参照の上，奮っ

てのご参加をお待ち申し上げます．

日程：2016年９月11日（日）～13 日（火）

会場：大槌町中央公民館（岩手県上閉伊郡大

槌町大鎚）

詳しくは歴史地震研究会のホームページを

ご覧ください．

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

7.html

2016年（平成28年）10月６日（木）～８日

（土），神戸コンベンションセンターにて，日

本で唯一の海洋に関する総合的・国際的コン

ベンションTechno-Ocean2016を開催いたし

ます．Techno-Ocean は，2018年には，米国

で の 国 際 海 洋 コ ン ベ ン シ ョ ン で あ る

OCEANS Asia/Pacific国際会議との合同開

催で，OTO’18（OCEANS’18 MTS/IEEE

Kobe/Techno-Ocean 2018）として開催され

ることが決まっています．そこで，Techno-

Ocean 2016では，２年後のOTO’18を視野に

入れ，学協会の枠を超えた国際シンポジウム

を目指し，国内はじめ海外より広く発表論文

を募集いたします．また，学生による発表と

会議参加を奨励するために学生ポスターの募

集もいたします．

｠

【アブストラクト受付期間】 2016年４月10日

（日）～６月10日（金）

【申込方法】アブストラクト原稿（英文テキ

スト500～1000 wordsに図版を入れて２

ページ以内のPDF）をオンライン投稿サイ

トより提出．

申し込みはこちらをご覧ください．

https://www.gakkai-web.net/gakkai/ea/

techno-ocean/ab/index.html

【選考方法】投稿されたアブストラクトは査

読委員会で審査され，採否を決定．

【本論文の提出】会議当日配布されるプロ

シーディングス用の本論文，フルテキスト

原稿（英文４～10ページ以内）を提出．

【本論文の〆切】2016年８月５日（金）

【発表言語】英語

Techno-Ocean 2016
一般論文および学生ポスター
アブストラクト受付開始

第33回歴史地震研究会
（大槌大会）
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１．対象分野

自然科学の全分野

２．応募資格

わが国の大学等学術研究機関に所属する

常勤の研究者

３．開催件数

２件以内

４．開催費用援助額

１件につき　12,000千円　以内（総額

24,000千円以内）

５．セミナーの要件

（1）セミナーは，国際的にも学問的水準の高

いものとし，そのテーマはなるべく基礎

的なもので，関連分野を含めた発展に寄

与するものであること．但し二国間会議，

定期的に行われる国際会議，およびその

準備会議，サテライト会議は対象としな

い．

（2）参加者は，50～100人程度とし，外国人

研究者が参加者の５分の１程度含まれる

こと．なお，国内外の優れた研究実績を

有する若い専門研究者の参加を奨励す

る．

（3）セミナー開催対象期間は，2017年１月１

日～2018年12月31日

（4）セミナーの開催地は，日本国内であるこ

と．

（5）セミナー開催日数は，２～４日以内とす

る．

（6）参加者が，セミナー開催期間中，起居を

共にすることを原則とし，計画された講

演・討論のほか，個人的な討論など自由

な雰囲気で学問的な交流と人間的接触を

深め，永続する協力の基盤を作るような

ものであること．

６．申請受付期間

2016年４月１日（金）～７月31日（日）（必

着）（学会締切６月30日（木））

７．当財団が支給する経費

セミナー開催に直接必要な経費として当財

団が認めたもので，その費目は次のとおりと

する．

（1）準備費：準備費は，セミナー開催の準備

のために必要な国内外旅費，印刷製本費，

通信運搬費，会議費，賃金，消耗品費，

雑役務費等とする．

（2）海外参加者旅費

（3）国内参加者旅費

（4）セミナー経費：セミナー経費は，セミ

2017年～2018年開催
藤原セミナーの募集

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．

【発表形式】会議当日に各セッションにて口

頭発表

｠

一般論文投稿の詳細は，以下のURLをご覧

ください．

http://techno-ocean2016.jp/jp/technical/

学生ポスター投稿の詳細は以下のURLをご

覧ください．

http://techno-ocean2016.jp/jp/poster/

｠

＜Techno-Ocean 2016全体に関するお問合

せ＞

Techno-Ocean 2016実行委員会事務局（神戸

国際観光コンベンション協会）

TEL：078-303-0029

Email：techno-ocean@kcva.or.jp

＜Techno-Ocean 2016論文投稿に関するお問

合せ＞

Techno-Ocean 2016,TPC （越膳事務所）

TEL：03-3346-8007 Email：tpc-techno-

ocean@conferences.jp

海上保安庁では，海底調査で明らかになっ

た海底地形に名称を付与し海図や海底地形図

などに記載するとともに，学術分野等での利

用の便宜を図っており，下記のとおり，新た

な海底地形名称の提案を受け付けています．

ご提案いただきました海底地形名称は，年

に一度開催される「海底地形の名称に関する

検討会」で検討し，決定します．

１．提案の方法

地名提案のためには，当該海域の調査デー

タを用いて作成した海底地形図等を含む提案

書を作成していただく必要があります．詳細

については，以下の問い合せ先まで，直接に

ご連絡をお願いします．提案書の様式等を送

付致します．

２．提案の期限

ご提案は，随時，受け付けております．た

だし，提案書提出が，本年度の検討会に間に

合わない場合は，来年度の検討となりますの

でご了解ください．

なお，本年度の検討会は，５月下旬～６月

中旬に開催を予定しています．

３．「海底地形の名称に関する検討会」につ

いて

本検討会は，海底地形の名称を決定する国

内唯一の会合です．委員は，学識経験者（地

理学，海洋底地球科学の各専門家）及び関係

機関（産業技術総合研究所，水産庁，海洋研

究開発機構）の代表者から構成されます．

４．決定した海底地形名称の公表

これまでに決定した海底地形の名称は海上

海上保安庁海底地形名称の
提案募集

保安庁海洋情報部のホームページで紹介して

おり，今年度の検討結果も同様に公表するこ

ととしております．

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

USHI3/topographic/topographic.htm

５．問い合せ先

本件の問い合わせは，以下にお願いします．

海上保安庁海洋情報部航海情報課　　

海図地名情報官　牛島雅浩

電話　03-5500-7159 FAX 03-5500-7161

高レベル放射性廃棄物の最終処分につい

て，資源エネルギー庁と原子力発電環境整備

機構（NUMO）は，全国９都市でシンポジ

ウムを開催し，本年中の提示を目指している

科学的有望地の位置付けや検討状況，提示後

の対話活動の進め方等について，全国各地の

国民の皆さまにお伝えし，ご意見を伺ってい

きます．合わせて，原子力政策に関する自治

体向け説明会を開催します．

開催日時・場所

［東　京］５月９日（月）14:30～17:00 

大手町サンケイプラザ

［秋　田］５月12日（木）14:30～17:00 

秋田ビューホテル

［松　江］５月14日（土）14:30～17:00 

松江テルサ

［高　松］５月17日（火）14:30～17:00 

サンポートホール高松

［札　幌］５月21日（土）14:30～17:00 

札幌コンベンションセンター

［福　井］５月23日（月）14:30～17:00 

福井県国際交流会館

［大　分］５月28日（土）14:30～17:00 

大分県消費生活・男女共同参画プラザ

「アイネス」

［名古屋］６月２日（木）14:30～17:00 

中日パレス

［大　阪］６月４日（土）14:30～17:00 

グランフロント大阪

詳しくは，http://www.meti.go.jp/press/

2016/04/20160412001/20160412001.html

シンポジウム
「いま改めて考えよう地層処分～
科学的有望地の提示に向けて～」

全国 9 都市で開催
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ナー開催期間中に必要な組織責任者等の

旅費，印刷製本費，通信運搬費，会議費，

レセプション経費，賃金，消耗品費，雑

役務費等とする．

８．申請の方法

セミナー開催希望者は，「藤原セミナー開

催申請書」（１通）を，所属組織長を経由し

て当財団に提出すること．尚，著名な参加予

定者については，セミナーのテーマに関する

主要論文（５名以内１人につき１篇，コピー

で可）を添付のこと．

申請書提出先・連絡先

〒104-0061 東京都中央区銀座３-７-12

公益財団法人　藤原科学財団

TEL（03）3561－7736

FAX（03）3561－7860

藤原科学財団ホームページ

http://www.fujizai.or.jp

趣旨　天皇陛下の御即位20年に当たり，社会

的に厳しい経済環境の中で，勉学や研究に励

んでいる若手研究者を支援・奨励するための

事業の資として，平成21年11月に陛下から御

下賜金を賜りました．

このような陛下のお気持ちを受けて，将来，

我が国の学術研究の発展に寄与することが期

待される優秀な大学院博士課程学生を顕彰す

ることを目的として，平成22年度に「日本学

術振興会　育志賞」を創設しました．

対象者　平成28年４月１日現在34歳未満であ

り，次の①又は②に該当する者であって，平

成28年５月１日において我が国の大学院博士

後期課程（医学，歯学，薬学又は獣医学を履

修する４年制の博士課程を含む）に在学して

いる下記のいずれかの条件を満たす者

① 大学院における学業成績が優秀であり，

豊かな人間性を備え，意欲的かつ主体的に

勉学及び研究活動に取り組んでいる大学院

生であって，当該大学長から推薦された者

② に相当する大学院生であるとして所属す

る学会長から推薦された者

なお，推薦に当たっては，論文等の業績のみ

にとらわれず，将来，我が国の学術研究の発

展に寄与することが期待される優秀な者を多

様な観点から推薦願います．

また，海外からの留学生で大学院博士後期

課程に在学する者についても，推薦すること

ができます．

総授賞数　本会が設置する選考委員会におい

て16名程度選考します．

受付期間　平成28年６月８日（水）～６月10

日（金）（17時必着）［学会締切：５月16日

（月）］

第 7 回（平成28年度）
日本学術振興会育志賞
受賞候補者の推薦

推薦書類の提出先及び問い合わせ先

推薦書類は下記へ，配達記録の残る方法で

の送付によって提出してください．なお，配

達会社のホームページ等で到着の確認をして

ください．

〒102-0083 東京都千代田区麹町５-３-１

独立行政法人 日本学術振興会

人材育成事業部 研究者養成課「日本学術

振興会 育志賞」担当

TEL 03-3263-0912 FAX 03-3222-1986

ホームページアドレス

http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/

index.html

募集内容：

１）基礎科学の適切なテーマについて，国際

的視野で最高レベルの研究の現状を総括す

る国際学術集会．

２）基礎科学研究者の世代間の対話によって，

若い世代の研究の発展の基礎を構築する国

際学術集会．

３）基礎科学の異分野間の交流を図り，

cross disciplinaryな討論を通じて，新しい

発展を模索する国際学術集会．

応募者資格：日本の研究機関に所属する研究

者であること（身分，経歴，年齢等は問い

ません）

助成金額：総額800万円以内

募集期間：2016年４月１日（金）～2017年２

月24日（金）（必着）

開催時期：2019年開催予定の国際学術集会

選考結果：2017年８月所順位WEBサイトに

て発表

応募書類送付先及び連絡先

公益財団法人　山田科学振興財団

〒544-8666 大阪市生野区巽西１丁目８番

１号

電話　06-6758-3745（代表）

http://www.yamadazaidan.jp/jigyo/

bosyu_kokusai.html

基礎科学研究助成

助成対象研究：理学（数学，物理学，化学，

生物学）の各分野及びこれらの複数にまたが

る分野の基礎研究で萌芽的なもの（それぞれ

の分野における工学の基礎となるものを含

む．）

住友財団2016年度研究助成

山田科学振興財団
国際学術集会助成

応募資格：「若手研究者」（所属が営利企業

の場合には応募不可です）

助成金：総額１億5,000万円（１件当たり最

大500万円）

助成件数：90件程度　

環境研究助成

助成対象研究：

・一般研究　環境に関する研究（分野は問

いません．）

・課題研究　2016年度募集課題「喫緊の環

境問題解決のための学際研究または国際

共同研究」

応募資格：研究者の所属が営利企業（兼務を

含む）の場合には応募不可ですが，他には

特に制約はしておりません．

助成金：総額１億円

一般研究 8,000万円　１件当たり最大

500万円

課題研究 2,000万円　１件当たり最大

1,000万円

助成件数：一般研究 50件程度，課題研究２

件を予定

募集期間：2016年４月15日（金）～６月30日

（木）注）E-mailの締切は６月16日（木）

応募方法：

財団ホームページ（本ページ最下部URL）

から申請書をダウンロードし必要事項を記入

の上，E-mailと郵送の両方でお送りください．

連絡先：

〒105-0012 東京都港区芝大門１-12-16 住

友芝大門ビル２号館

公益財団法人　住友財団

TEL：03-5473-0161 FAX：03-5473-8471

E-mail：sumitomo-found＠msj.biglobe.ne.jp

URL：http://www.sumitomo.or.jp/

教員・職員公募等の求人ニュ

ース原稿につきましては，採

用結果をお知らせいただけま

すようお願い致します．

公募

職名・人員：テニュアトラック教員（特任助

教）１名

専任担当：海洋コア総合研究センター

専門分野：地球惑星科学

高知大学海洋コア総合研究
センター テニュアトラック
教員（特任助教）公募



算雇用継続期間は３事業年度（平成32年３

月31日）を限度とします．

応募書類：（1）履歴書（2）博士論文の要約

１通（A４　１枚程度）（3）これまでに

行ってきた研究の要約　１通（A４　１枚

程度）（4）当機構において実施したい研究

テーマについて　１通（A４　６枚以内．

必要に応じて図や表を加えてください．）

（5）研究業績リスト　１通（6）これまで

に受けた競争的資金（科学研究費補助金，

科学技術振興機構からの受託研究費など）

のリスト　１通（7）主要論文（２編以内）

の別刷またはコピー（8）推薦書　１通

提出方法：郵送による．注）郵送以外は受け

付けません．

応募締切：平成28年５月25日（水）必着

提出先：

〒237-0061 神奈川県横須賀市夏島町２-15

国立研究開発法人海洋研究開発機構

人事部　人事第2課　採用担当宛

お問い合わせ先：国立研究開発法人海洋研究

開発機構

人事部　人事第２課　担当 庵原

TEL：046-867-9415 FAX：046-867-9095

E-mail：jinji2@jamstec.go.jp

公募情報の詳細は，かきよりご確認下さい．

http://www.jamstec.go.jp/recruit/details

/jinji20160525.html

求める人材像：「新海洋資源学」の中核とな

る海底熱水鉱床，マンガンノジュール・マ

ンガンクラスト，レアアース泥，メタンハ

イドレートなどの海底鉱物・エネルギー資

源の研究・開発を推進するためには，卓越

した若手研究者の存在が不可欠です．「新

海洋資源学」の創成及び新たな研究領域を

開拓するため，斬新なアイデアで先駆的な

研究に主体的かつ意欲的に取り組む研究者

を募集します．

研究分野の詳細：高知沖黒潮圏をモデル海域

とし，北赤道海流域，黒潮続流域に至る海

域の，水中から海底深部に存在する多様な

資源（海底熱水鉱床，マンガンノジュー

ル・マンガンクラスト，メタンハイドレー

ト，レアアース泥，海洋天然機能物質，地

下圏微生物，海洋深層水等）の成因と利用

法を，時間軸を加えて総合的に解明する

「新海洋資源学」の創成及び新たな研究領

域の開拓に取り組んで頂きます．研究遂行

にあたっては，本センター及び平成28年度

から新たに改組・設置される農林海洋科学

部の海底鉱物・エネルギー研究分野の教員

との共同研究を積極的に推進することを望

みます．

採用予定日：平成28年10月１日以降（卓越研

究員候補者と雇用調整が完了した場合）

雇用期間：採用日から平成33年３月31日まで

応募締切：2016年５月９日（月）

問い合わせ先：

〒783-8502 高知県南国市物部乙200

高知大学 研究国際部 研究推進課 海洋コア室

Kk21@kochi-u.ac.jp

TEL：088-864-6712，FAX：088-864-6713

応募資格，提出書類など公募の詳細は下記を

参照して下さい．http://www.kochi-u.ac.jp/

_files/00082167/160328takuetsu.pdf

関連する専門分野：海洋学，地球科学に関連

するすべての自然科学分野

応募資格：

・関連分野の博士号取得者（採用日までに取

得見込みの者を含む）．

・博士号を取得した年度の末日から採用まで

が５年以内である事．

（平成23年４月以降に学位を取得した者．）

※国籍・性別を問いません．

募集人数：５名

雇用形態：任期制職員

雇用期間：平成29年４月１日～平成30年３月

31日

１回の雇用期間を１事業年度とし，契約を

更新することができるものとしますが，通

海洋研究開発機構
国際ポストドクトラル

研究員募集
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公募結果

新潟大学教育研究院自然科学系環境科学

系列　准教授（平成28年４月１日付）

椎野勇太氏

広島大学大学院理学研究科地球惑星シス

テム学専攻　教授（平成28年４月１日付）

柴田知之氏

学問分野においても趨勢というものがある

とするならば，確かに1970年代から1980年代

にかけての隆盛期に比べると，現在の堆積岩

石学の研究者数や研究発表数は減少傾向にあ

るかもしれない．しかしながら，堆積岩石学

は，堆積岩の組成，組織，続成，形成過程等

を扱う学問領域であり，河川工学，地下水工

学，環境工学，防災科学，石油探鉱開発など，

生活や産業に密接にかかわる研究・技術分野

の基礎技術体系として応用され続けている．

この点において，日本語で書かれた，包括的

で平易な教科書が待ち望まれていた．

今般出版された八木下晃司著「堆積岩石学

の概要」は，日本語で書かれた「堆積岩石学」

の稀有な専門書である．本書は，堆積岩石学

の主要分野である砕屑堆積岩の組成，組織，

続成に焦点を当て，以下の７つの章立てで構

成されている．第１章の「堆積岩石学とは何

か？」では，堆積岩石学の基礎事項を簡単に

解説し，本分野の研究意義を解説している

（粒度分析・空隙率，QFLダイヤグラム，測

定法，続成作業・粒子間充填）．第２章では

「砕屑粒子の形状・空隙・積算曲線」といっ

た堆積岩石学の基本的要素である粒子につい

ての表記法を解説している（形状，空隙状態，

円磨度，積算曲線，重力流中の泥質物質の役

紹　介

堆積岩石学の概要

八木下晃司　著

NSK出版，2015年11月発行，A５判，208

ページ，上製，定価（本体3200円＋税）

ISBN978-4-921102-37-1



による推薦派遣であった．ツアー実施前に，

学生ヒマラヤツアーの登録指導者ら32人を対

象にツアーリーダーの公募を行ったが希望者

は無く，吉田が昨年に引き続きリーダーを務

めた．ほかにトリブバン大学のM. Poudelがサ

ブリーダーを務めた．

実習ツアーの日程とコースは従来と同一で，

日程の順に中国昆明１泊，カトマンズ２泊，

ポカラ１泊，カリガンダキ河のトレッキング

コース４泊，ポカラ２泊，ルンビニ１泊，カ

トマンズ２泊，昆明１泊であった．

カトマンズ２日目の午前中はプレツアーセ

ミナーで，実習地域の地質概要やヒマラヤに

おける野外実習の特徴と注意，実習ツアーの

ハイライトのほか，丁度来ネ中であった元滋

賀県立大学教授で現カトマンズ大学客員教授

の伏見碩二博士による「Environmental

学生の所属は多い順に信州大（６人），千葉大，

トリブバン大（ネパール）（各２人），新潟大，

茨城大，筑波大，名古屋大，山口大（各１人）

で，男子学生９人と女子学生６人であった．

なお，筑波大学生は国際ゴンドワナ研究連合

表題の実習ツアーは３月４日から18日の14

泊15日間で，ネパールヒマラヤで無事実施さ

れた．参加者は日本から学生13人と引率教員

１人，ネパール側からは学生２人と引率教員

１人で，ツアーの総勢は17人であった．参加
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されている堆積岩石学概念・手法の発展経緯

や研究者間議論の最先端を知ることができる

という点において，これから堆積岩石学研究

を志そうとする研究者にとって，研究テーマ

の設定の手助けになる「生きた専門書」であ

るといえよう．通常，ある学問分野の深い掘

り下げを行う場合には英文原文をあたる必要

があるが，本書ではそれが平易な日本語で書

かれているという点も，本書が「稀有」とい

える大きな理由となっている．

本書は，堆積岩石学研究者のみならず，地

球科学系教員，石油探鉱開発技術者，河川・

地下水・環境工学・災害地質（防災科学）関

係者必携の書といえるであろう．本書は，出

版社のウェブサイト経由での購入か，もしく

は一般書店でのISBN番号による注文購入が

可能である．

（高野　修）

割）．第３章「組成鉱物の風化・磨耗」では，

粒子を構成する鉱物の風化や磨耗による変化

を解説している（気候と地形の影響，異なる

堆積エネルギーの影響，チャートの摩耗，組

成鉱物種の影響，モード比の変化，風化順序）．

第4章では構成粒子の組成を表現するための

「モード比の測定法」について解説し（２つ

の測定法，粒子パラメータ），第５章では貯

留岩の孔隙率にかかわる「砕屑砂岩の続成

（粒子間充填）作用」について解説と議論が

行われている（粒子間セメント，自生鉱物充

填，石英オーバーグロース，異常間隙水圧，

マトリックスの問題）．第６章「QFLダイア

グラムとテクトニックセッティング」では，

砂岩組成ダイアグラム表記とそれを用いたテ

クトニックセッティングの推定に関する研究

の展開が詳しく述べられている（Dickinson

スクールの３つの領域，補足ダイアグラム，

成熟火山島弧系，現世大洋底堆積物，化学分

析によるテクトニックセッティング）．最後

の第７章「シークェンス層序学と堆積岩石学」

では，1980年代後半から進展し，堆積物研究

や石油探鉱において広く適用されているシー

クェンス層序学と堆積岩石学との密接な関係

を解説している（クリプティックシークェン

ス境界，シークェンス境界と砂岩モード比の

変化，堆積岩石相区，続成作用とシークェン

ス層序学，海水準変動と堆積物の粒度変化）．

以上の各章では，堆積岩石学の主要概念・手

法の解説，研究が進展してきた経緯，概念や

手法に関する議論を，主要文献のレビューと

著者独自の研究成果と見解を基にして展開し

ている．通常の解説書・入門書であると，主

要概念の解説のみに終始してしまいがちであ

るが，本書は，研究進展経緯や研究者間議論，

著者自身の研究成果に基づく見解等が詳細に

記載されており，本書を通じて堆積岩石学研

究に関する深い理解が可能である．現在確立

学協会・研究会報告

第5回学生のヒマラヤ野外実習ツアー実施報告

吉田　勝１，２ Mukunda Raj Paudel２

１ゴンドワナ地質環境研究所
２ネパール国立トリブバン大学トリチャンドラキャンパス地質学教室

写真左）カグベニ東のテラスで，ダウラギリ峰をバックに実習ツアーメンバー全員集合．写真右）ダプドン尾根東斜面の見事な大横臥褶曲群を

気にしながら広いカリガンダキ河床を行く．JM，LUM，SPT，CHKはジュラ紀から白亜紀のテチス層群の地層．



からカリガンダキ河コースはジープ４台を

チャーターし，大いに活用した．とりわけ，

ジープ４台は始めてジョムソンでカリガンダ

キ河を横切り，ムクチナートまで行くことが

できた．過去４回の地元のバスとジープの

チャーター方式に比べ，ドライバー達は気持

ちよく協力してくれたので，格段と便利で余

裕のあるツアーを行うことができた．

今回の参加者は皆元気で仲良く，ツアー中

はまことににぎやかで陽気であった．しかし

後半から数人が若干体調を崩したほか，帰国

数日前から数人に原因不明の発熱があった．

マラリアやデング熱を疑ったが，帰国後の学

生たちからの報告では，特別な病気ではな

かったようであった．健康上の問題が若干発

生したものの，報告会での発表や帰国後の

メール連絡によれば，実習ツアーについての

参加者の評価は大変に高いものであった．こ

れはヒマラヤの地質のすばらしさだけでなく，

ネパール学生らとの交流やネパール文化との

接触に関しても大いに評価されているのであ

る．

実習ツアーの経理の概要は以下の通りであ

る．収入は学生の暫定参加費20万円×13人＝

260万円と１組織からの寄付金10万円が主であ

り，参加者１人当たり約216,000円であった．

参加者１人当たりの支出は引率者航空運賃を

含む準備経費が約28,000円，航空運賃が約

70,000円，中国昆明空港での２泊３日の宿

泊・食費が約5000円，ネパール都市域での８

泊９日の宿泊食費が約30,000円，全コースの

車チャーター料金とカリガンダキ河コース４

泊５日の宿泊・食費などを含むネパールの旅

行社への支払いが約60,000円で，合計約

193,000円であった．収入総額と支出総額の差

額は約303,000円であり，参加学生１人当たり

平均約23,000円を返金できることとなった．

Changes of the Nepal Himalaya」の講義が

あった．セミナー終了後はトリブバン大学生

多数を交えて３グループに分かれてそれぞれ

に街でランチのあと，震災で大きなダメージ

を受けた世界遺産のスワヤンブナート寺院見

学を行った．

カリガンダキ河コースでは，テチスヒマラ

ヤ帯，高ヒマラヤ帯，低ヒマラヤ帯の基盤及

び第四系の地質と岩石，及びそれらの境界断

層である南チベットディタッチメントシステ

ムと主中央衝上断層を観察した．カグベニ―

ジョムソン間では，カリガンダキ河右岸のダ

プドン尾根東斜面に見える見事な巨大横臥褶

曲群（写真）と，レテ～ダナ間のタンツン

コーラ合流部に発達する興味深い古扇状地段

丘と本流段丘の関係（写真）のスケッチを行

ない，後日に添削指導を行った．

帰路に２泊したポカラでは地盤沈下災害，

土石流堆積物，山岳博物館などを見学し，夜

にはツアー中間のサマリーセミナーを行った．

ポカラ～ルンビニ～ムグリン～カトマンズ

コースでは，低ヒマラヤ帯，シワリーク帯，

ガンジス沖積平野と，それらの境界をなす主

境界衝上断層と主前縁衝上断層を観察し，ル

ンビニでは釈迦生誕のマヤ・デヴィ寺院を訪

れた．

カトマンズ帰着の翌日，午前中はトリブバ

ン大学で，同大学の教員，学生も参加して報

告会が行われ，参加者全員が①実習ツアーで

最も感激した地質事象，②最も感激した地質

以外のことがらなどを英語で報告した．午後

には再び３グループに分かれ，トリブバン大

学生の案内でランチとなり，引き続いてカト

マンズ市内見学を行った．

実習ツアーでは，カトマンズ～ポカラ～ル

ンビニ～カトマンズ区間は中型バス，ポカラ

来年３月実施予定の第６回実習ツアーの参

加者の暫定募集はすでに開始されている（下

記ホームページ参照）．本プログラムにご賛同

頂ける会員の皆さまには，ご所属の学生等に

情宣下さいますよう，お願いします．

www.geocities.jp/gondwanainst/geotours/Stu

dentfieldex_index.htm

本実習ツアーには学生以外にも，学会員は

どなた様でもご参加大歓迎です．全行程に車

が付き添っているので，足に自信のない方で

も問題ありません．お問い合わせは吉田まで，

次のアドレスへお願いします<gondwana@

oregano.ocn.ne.jp>．なお，本ツアーの学生参

加費をできるだけ安価にして，希望者の参加

を容易にするため，個人や組織から寄付金を

募っています．ご協力頂けるときはご一報下

さい．

最後になりましたが，ご推薦，応援頂いた

個人の皆さま，ご後援名義を頂いている日本

地質学会，地学団体研究会，日本応用地質学

会，ネパール地質学会，ネパール地すべり学

会，ゴンドワナ国際研究連合，ご寄付を頂い

たゴンドワナ地質環境研究所に紙上を借りて

感謝の意を表します．
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学協会・研究会報告

写真左）STDSの新露頭を発見（TS：テチス層群の大理石，TG：第三紀優白質花崗岩，HHG：高ヒマラヤ帯の花崗片麻岩）．写真中央）タンツ

ンコーラで古ファンと古段丘の関係をスケッチ．写真右）ポカラでデヴィスフォールの特徴的な浸食地形を観察．

ラムディバザールのカリガンダキ河床でリズ

マイトとストロマトライトを観察．
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○第186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

５月27日（金）18:30～20:30

場所：北とぴあ901会議室

テーマ：福島第一事故炉の燃料デブリの臨界

性について

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

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

宇井忠英：日本列島の火山活動は活発化して

いるのか？

○第187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

６月24日（金）18:30～20:30

場所：北とぴあ901会議室

テーマ：コンクリートを診断する

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

（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/

○国際シンポジウム 地殻ダイナミク
ス2016
異なる時空間スケールにおける地殻ダイナミ

クス過程の統合的理解

７月19日～22日（19日：巡検）

場所：高山市民文化会館

http://cd.dpri.kyoto-u.ac.jp/iscd2016/index. htm

○第188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

７月29日（金）18:30～20:30

場所：北とぴあ901会議室

テーマ：社会福祉と環境（仮）

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

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/

8
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2016.４～

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　April

○第171回深田研談話会
関東平野と長周期地震動リスク

４月15日（金）15:00～17:00

講師：古村孝志（東京大学地震研究所）

80名（先着順）参加費無料

http://www.fgi.or.jp

月　May
○第15回重金属類・残土石処分地・廃
棄物処分地診断に関わる地質汚染調査
浄化技術研修会
日本地質学会環境地質部会　共催

５月５日（木）～８日（日）（時間は各日毎に

異なります）

場所：関東ベースンセンター

会費：会員 60,000円，非会員 75,000円，学

生 30,000円※昼食代を含む

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

第172回深田研談話会（現地）
地質技術者のための露頭写真の撮り方：箱根

火山岩類を対象に

５月14日（土）10:00～17:00

講師：白尾元理（写真家）

申込締切：４月19日（火）

http://www.fgi.or.jp/?p=3296

（共）第一回台日地質学会総合学術研討
会
1st Joint Symposium of Taiwan and Japan

Geological Societies in Taiwan 

Geosciences Assembly (TGA)

５月18日（水）

（TGAは５月16日（月）～20日（金）開催）

場所：台湾台北市南港展覧館

http://cgu-tga.org.tw/index.asp

★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）14:15～15:15

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2016年大会
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.htm

5

4

○第70回地学団体研究会総会（小川
町）
８月19日（金）～21日（日）

場所：埼玉県小川町 リリックおがわ

http://www.chidanken.jp/index.html

○第１回防災推進国民大会
主催：内閣府・防災推進協議会・防災推進国

民会議

８月27日（土）～28日（日）

場所：東京大学本郷キャンパス（安田講堂，

小柴ホール等）

http://bosai-kokutai.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）

演題登録・要旨受付期間：５月下旬～６月29

日（水）

○第33回歴史地震研究会（大槌大会）
９月11日（日）～13日（火）

会場：大槌町中央公民館（岩手県上閉伊郡大

槌町小鎚）

（注）開催地が被災地であることを考慮し，

変則的な内容となっています．それに伴い，

参加申込方法も例年とは異なります．

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

7.html

（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/

月　October
○Techno-Ocean 2016
10月６日（木）～８日（土）

場所：神戸コンベンションセンター

URL: http://techno-ocean2016.jp/jp/

〇IGCP589「アジアにおけるテチス
区の発達」第5回国際シンポジウム
10月27日（木）～28日（金）

プレ巡検：10月25日（火）～26日（水）

ポスト巡検：10月29日（土）～11月２日（水）

場所：Hlaing大学（ミャンマー，ヤンゴン市）

http://igcp589.cags.ac.cn/

10

9

C A L E NDAR



日本地質学会News 19（４） 11

地質学雑誌編集委員会

はじめに

2019年以降，月刊を維持することは困難です．地質学雑誌へ
の投稿数の減少について，これまで編集委員会から何度かご報
告してきましたが，今回は定量的データを示してそれを説明し
ます．そのうえで，１年ほどで対策をまとめ，2019年に新たな
出版体制に移行すべきことを述べます．冒頭で2019年以降と書
きましたが，今年にも欠号が出るおそれがありますので，投稿
をお願いします．

どうすべきかという結論はこの文書にはありませんが，取り
得る対策には，隔月刊化のほか，完全電子化（冊子体の廃止）
が考えられます．後者がなぜ解決になり得るかというと，冊子
がなくなるので号という区切りもなくなり，欠号も出なくなる
からです．その場合，受理して組版がすんだ論文からアップ
ロードすることになります．なお，完全電子化または隔月刊化
となると，ニュース誌を月刊のままにするか，電子化するか，
あるいは隔月刊になった地質学雑誌に再統合するかという検討
課題が残ります．受理・組版後ただちにJ-STAGEで公開する
ことに，技術的障害はありません．そうしても新たに入会して
もらえるかなどの検討課題はあります．

出版経費について簡単に紹介します．地質学雑誌の経費で大
きいのは，組版・冊子体作成（用紙代・印刷費・製本費な
ど）・郵送・J-STAGE登録で，2015年には全部で930万円ほど
かかりました．完全電子化なら，組版とJ-STAGE登録をあわ
せても，経費はおそらく半減もしくはそれ以下になります．冊
子体を希望する会員のみに配布する場合，および，隔月刊の場
合は，経費節減の効果はあまりありません．経費の精査は今後
の課題です．

隔月刊化は労力の少ない解決策ですが，10年程度で問題が再
発するおそれがあります．完全電子化（冊子体の廃止）の場合，
著者にはカラーの図が自由に使えるようになり，また，学会財
政には大きなゆとりができますが，種々の問題について対策が
必要になります．

解決策を練るとなると，学会財政やニュース誌の改革など，
地質学雑誌編集委員会だけでは決められない問題が絡みます．
そこで，４月の理事会において，地質学雑誌のあり方を考える
タスクフォース委員会の設置が決まりました．構成は，まとめ
役および経費の検討役として常務理事の齋藤　眞氏，ニュース
誌編集委員長の小宮　剛氏，学術出版担当執行理事の中澤 努
氏，および，地質学雑誌編集員の山路　敦氏，大藤　茂氏，藤
野滋弘氏の６名で発足します．

状況分析

地質学雑誌の現状を説明します．まず，中期的状況です．月
ごとの受理済み原稿数の推移を，最近５年間にわたって示した
のが第１図です．特集号が出ると，通常号用の受理稿が出版待
ちになるため，この数の減少が抑制または反転します．2012年
から13年にかけて特集号がたてつづけに７冊出たことで，受理
済み原稿数が急落してしまいました．それ以来，欠号が出かね
ない危機的状況が続いています．昨年若干持ち直したのは，年
会の巡検案内を通常の２号にわたって掲載したことが効いてい
るからです．今年を月刊で乗り切るために，東京桜上水大会で
も同様の措置をとることを，巡検案内の執筆者諸氏に了承して
いただきました．こうした地質学雑誌の中期的状況が，第１図

でよくわかります．では長期的にはどうでしょうか．
地質学雑誌は1893年に創刊されました．それからは草創期と

社会全体が混乱した時期をのぞいて，１年に１巻のペースで刊
行されています．各巻が含む号数を第２図に示します．関東大
震災のあと刊行が滞り，第二次世界大戦の最後の年（1945年）
には１号も出ませんでした．この図によると，戦前レベルに回
復したのが1950年です．今日まで続く月刊は，1962年に始まり
ました．

しかしここ四半世紀をみても，１巻の情報量は時期によって
大きく変化しています．それを示したのが第３図です．この図
には，1980年からの地質学雑誌の年間総ページ数の推移が示さ
れています．それは1990年代なかばに最大になり，90年代末か
らは多少のでこぼこをともないつつも，大きく減っています．
ただし，総ページ数といっても実際にはJ-STAGEで調査しや
すいという理由で，第12号の最後の論文の最後のページ番号を
総ページ数代わりに使っています．また，ニュース誌が分離す
る前は，学会記事（年間100ページ弱）を含んでいます．さら
にまた，ローマ数字のページ番号が振られた口絵を無視してい
ます．昨年については，通常号に入れられた年会の巡検案内も
含んだページ数です．これらのせいで数値自体は正確ではあり
ませんが，各年の情報量の目安としては十分役に立つでしょう．
地質学論集は2006年に最後の号が出て，それからは地質学雑誌
の特集号に統合されました．したがってこの図には，地質学雑
誌の上述の意味の総ページ数と当該年に出た論集の総ページ数
の和もプロットしてあります．毎月刊行を続けながらも（第２
図），その内実をみると，2000年頃から地質学雑誌の総ページ
数は半分程度になってしまっているわけです．地質学論集がな
くなった2007年からは，総ページ数を示した第３図では読み取
りにくいですが，特集号が多い年に投稿数が多くなる傾向があ
ります．2011年と2012年は特集号が多かった年で，総ページ数
も近年としては突出しています．多数の特集号で会員諸氏の息
が切れたせいか，昨年は平均約38ページであり，これは論説に
して２編分程度です．以前のように１号に３編以上の論文を載
せようとすると，年に12号を出すのがむずかしくなっているわ
けです．遠からず月刊体制は崩壊します．

会員が減れば投稿数も減って当然です．実際，地質学雑誌と
地質学論集をあわせた総ページ数にみられるこうした推移は，
非常にラフにみるならば，本会の正会員の数の推移と歩調を合
わせています（第３図）．2010年頃からは，投稿者として期待
される会員層である大学院生が，どの大学でも減りました．こ
のことも影響しているかもしれません．

しかし，会員数の減少だけでは，総ページ数の減少は説明で
きません．1990年代から会員数は３割ほど減っていますが，上

地質学雑誌の大改革

第１図　受理済み原稿数の推移．2015年から若干持ち直したのは，

通常号２号に巡検案内を載せたため．
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記の総ページ数は，同じ期間に1500前後から500弱へと，７割
ほど減っているからです．地質学雑誌単体でも，この期間に半
減しています．結果的に受理しなかった原稿を含めた投稿数で
みると，地質学雑誌と地質論集をあわせた数は５～６割の減少
です．この時期は大学改革で大学教員が忙殺された時期です．
また最近は，授業の負担が増大しています．しかし，総ページ
数の減少率が会員数の減少率より大きいことが，会員の研究活
動が鈍化していることで説明できるかどうかはっきりしませ
ん．研究職にはない会員も多いことですし，また，国際誌にな
がれる論文も多いからです．

本会の会員が国際誌に掲載した論文の総量が，年間で何ペー
ジか見積もるのは困難なので，そのかわりに，日本の研究機関
に属する著者の論文が，５つの国際誌に年間何編載ったかを調
べました（第４図）．地質学雑誌とテーマが重複した５誌を選
び，論文データベースScopusで調査した結果です．この見積も
りには非会員の論文数も含むので，時間的推移だけに注目する
と，1990年代から2000年代にかけて，日本の研究者を著者（の
一人）とする国際誌掲載論文の数が，どのサブ分野でも増大し
たことがわかります．この時期に日本の地質学界の国際化が進
行し，国際誌への投稿の「大衆化」が起きたわけです．国際誌
に論文を載せるのは40年前なら大家でした．単著論文が少なく
なったこともあり，国際誌掲載論文を複数持つ大学院生は，今
ではめずらしくありません．それは，かつてなら地質学雑誌に
投稿されていた原稿が，国際誌に流れるようになったことを意
味します．地質学会自体もIsland Arc誌を1992年から刊行しお
り，日本人著者の論文が年間数十編出ています．

自信のある研究成果を投稿するなら邦文誌より国際誌を選ぶ
のは，研究者として当然です．国際誌掲載論文を高く評価する
研究者人事も，近い将来に変わることはないでしょう．国際誌
で通用するレベルの論文が国際誌にながれることは止められま
せん．

他方では，ここ20年のあいだに，受理までたどり着かない原
稿が増えています．編集委員会がリジェクトした原稿と著者が
受理前にあきらめてしまった原稿をあわせた数は，現在，全投
稿数の３割ほどです．この比率は20年前の２割から，ほぼ単調
に上昇してきました．このことは，論文を書くことに慣れた会
員の原稿が，国際誌にながれていることを示唆します．編集委
員としても，こなれた原稿が減っているように感じます．

以上のデータをまとめると，地質学雑誌への投稿数の減少は
構造的な問題であり，会員諸氏に投稿努力を求めるだけで，挽
回しきれるものではないと言えます．もちろん，その努力はし
ていただきたいわけですが．地質学雑誌のありかたが，根本か
ら問われているわけです．雑誌の目的を果たしつつ，出版を安
定させる抜本的な対策が必要です．

ところで本学会の125周年記念論集は，地質学雑誌の特集号
シリーズとして，2017～2018年に出版されます．このシリーズ
は16号分をしめる予定であり，その２年間は原稿が潤沢である

と予想されます．しかしそこで息切れして，2019年の投稿数は
落ち込むおそれがあります．ともかくこのシリーズによって，
安定的な出版体制への移行について熟議する猶予が与えられた
わけです．もちろん今年を月間で乗り切らなければならないの
で，皆様には投稿をお願いします．あと１年ほどで結論を出し，
2019年に新体制に移行することが妥当です．

地質学雑誌の役割

日本地質学会の目的は，地質学とその応用についての研究を
公表し，知識を交換し，地質学の進歩と普及を図り，学術の振
興と社会の発展に寄与・貢献することです（学会の定款第3条
の内容の一部）．地質学雑誌の出版は，そのための基幹事業で
す．

地質学雑誌は，会員諸氏をはじめ一般国民に対して，これま
で３つの面から貢献してきました．第一に，国土に関する情報
を，高いレベルで提供すること．第二に，先端的地質学に触れ
ることができる環境を維持し，整えること．第三に，研究成果
の発表と討論の場を会員諸氏に提供することです．第一のこと
は，それ自体が科学的に意義あることですが，それに加え，土
木・災害・環境など応用面で基礎的情報を，地質学を専門とし
ない方々も容易に利用できるよう，母国語で提供する役割があ
ります．また，本会会員の地質学の研究・応用・教育事業を発
展させることにとどまらず，地質学の科学的・応用的考え方を，
国民が容易に理解できる環境を整備してきました．明治のはじ
め，日本語では地質学的なことを考えることすらできなかった
のに，今それができるのは，地質学雑誌をはじめ地学系の邦文
誌が日本の社会に対してこれまでなしてきた貢献の成果です．

地質学的概念を使って国民が議論すべきことが，防災・資源
開発・原発の立地を含む環境問題など，いくつもあります．科
学が社会に大きな影響を与える今日，国民が母国語で科学的概
念を扱えることは，民主主義の基盤でもあります．そのような
日本語の環境を維持発展させることは，国際誌には担うことの
できない邦文誌の大切な使命です．

また，定期的に同じ雑誌を目にすることは，地質学会の会員
としての一体感をはぐくむことにもなるでしょう．これも地質
学雑誌の重要な役割です．地質学雑誌の新出版体制をどうする
にせよ，これらの役割が損なわれないようにする必要がありま
す．

国土についての最高レベルの地質情報を提示する地質学雑誌

第２図　地質学雑誌の１巻ごとの号数の推移．第120巻は2014年刊．

第３図　地質学雑誌と地質学論集の総ページ数の推移，および，正

会員数の推移．正会員数は地質学会の2015年版会員名簿第

32ページによる．
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の役割は，今後もつづくでしょうし，そうすべきでもあります．
地域地質の記載論文の権威を維持することは必須です．しかし
後述の理由から，記載論文の権威を維持しつつ，母国語による
情報共有の場として，総説（レビュー）・ノート・講座などの
カテゴリーの記事を充実してゆく必要があります．

投稿数を増やすには，国際誌とは違ったインセンティブが必
要です．総説・ノート・講座のような解説記事を投稿すること
は，国際誌に論文を出している会員にもメリットがあります．
国際誌は数が増えすぎました．かつては研究者ごとに購読する
雑誌があったはずですが，今はデータベースを検索して，必要
な論文をダウンロードして読むことが多いでしょう．そうなる
と，誰がどんな雑誌に何を書いたか，研究テーマが少し違うだ
けで目に入りません．国際誌掲載論文は，皮肉なことに隣人に
は見えにくいのです．国際誌に出した研究成果にもとづいて，
地質学雑誌に総説・ノート・講座を書けば，その成果は会員に
広く知られることになります．会員が定期的に雑誌を手にする
からです．冊子体を廃止して完全電子化する場合は，地質学雑
誌掲載論文をニュース誌，GeoFlash，学会ホームページなどで
宣伝する必要があるでしょう．日本生物物理学会の『生物物理』
は，そうした路線を明確に打ち出した邦文学会誌として参考に
なります．

ほとんどの会員が国内でポストや研究資金を得る以上，こう

した宣伝をしてもらえることは，著者にとって有利です．また，
どのグループがどんなことで成果をあげているかが母国語で容
易にわかれば，大学の地質系教室や地質系企業にとって，新人
の獲得に役立つでしょう．しかし地質学雑誌のこうした面は，
まだあまり活用されていないので，今後は総説・ノート・講座
に投稿数の伸びが期待できるでしょう．

補遺

仮に冊子体が廃止された場合，別刷りをどうするかも課題で
す．それを考える材料として，第５図を示します．最近３年間
に掲載した論文の著者が，いくつ別刷りを作ったかを示す図で
す．昨今は両面印刷できるカラープリンターが安く手に入りま
すが，別刷りを作らない著者のほうが少ないことがわかります．
オンディマンド印刷する場合は，100部につき１万円程度かか
るようです．もちろん論文のページ数やカラーの図があるかに
もよりますが，この金額は，現在の別刷り料金と大差はありま
せん．

冊子体を廃止しても，J-STAGEで学会誌は廃止前と同様に
扱われています．雑誌のISSN（国際標準逐次刊行物番号）も
変わりません．例えば電子情報通信学会の英文誌『IEICE
transactions on communications』と日本糖尿病学会の邦文誌

『糖尿病』があります．それらの学会の，冊子体の廃止を告げ
る会員向けアナウンスが，それぞれ次のURLで閲覧できます．

https://www.ieice.org/jpn/books/sasshi_haishi.html
http://www.jds.or.jp/modules/important/index.php?page=arti
cle&storyid=51

第４図　地質学雑誌とテーマが重複する国際誌５誌に掲載された，

日本の研究者による論文数の推移．所属が日本国内の者の

論文としてScopusに収録されているデータを検索した結

果．括弧は雑誌の創刊年．

第５図　最近３年間に掲載した論文の別刷り作成数．



撮影場所：三浦市諸磯海岸
講評：三浦半島の南西端にある諸磯海岸から
冨士山を臨んだ作品です．房総半島や三浦半
島の南部には1923年関東地震で隆起した海
岸が広く分布します．隆起海岸は平坦面とな
っている場所が多いのですが，諸磯海岸では
地層に硬さや色の違いがあってキノコ岩のよ
うな面白い地形になっています．冨士山を入
れたので，臨場感がアップしました．

惑星地球フォトコンテスト審査結果第7回第7回 惑星地球フォトコンテスト審査結果

優秀賞：
白亜紀蓋井島花崗岩に記録
されたマグマ混交・混合現象
　永山伸一（山口県）

撮影場所：山口県下関市蓋井島
講評：地層の中に円礫が散らばっているように見えますが，説明文を読むと，珪長質マグマ
と苦鉄質マグマが混合してできた地層ということです．マグマ同士の混合で，こんなに境界
がはっきりするは不思議です．地下深くでマグマがどんな挙動をしていたのだろうかと想像
力をかき立てます．

最優秀賞：奇岩越しの世界文化遺産　　後藤文義（神奈川県）

p00_フォトコンテスト.indd   14 2016/04/18   19:00



　惑星地球コンテストは今年で7年目を迎えまし
た．今回は273点の応募があり，このコンテスト
の趣旨にそった力作が多く集まり，審査会では熱
心に議論を重ねて入選作品を選ぶことができまし
た．
　今回は，地質研究者やジオパーク関係者など地
質専門家の作品が数多く入選しました．地質現象
をわかりやすく，興味深く，楽しく伝えるのは，
ジオフォトの重要な要素です．専門家の中にも，
一般の人々が注目するようなジオフォトを撮ろう
という意欲のある人が増えたのは嬉しいことで
す．
　スマホの応募数は29点でした．スマホ賞の「中
生代の水辺」は，他の入選作品と比べても遜色の
ないものです．現在のスマホは，30年前の高級カ
メラ以上の性能があり，GPSによる位置情報が得
られるのも便利です．普段は気軽に，そして時に
は気合いを入れて高いレベルの作品をものにでき
ます．来年は，より多くのスマホ写真の応募も期
待します．

（講評：審査委員長　白尾元理）

撮影場所：宮崎県宮崎市いるか岬
講評：宮崎市最南部のいるか岬で撮影した作品です．起伏に富んだ宮崎層群
の上に広がる，冬の天の川がこの作品の魅力です．冬の天の川には明るい星
団が多く，シミのように写っています．また右下の地平線の直上には南極老
人星（カノープス）が写り，南国宮崎ならではの作品となっています．

撮影場所：群馬県甘楽郡下仁田町御堂
山，下仁田ジオパークジオサイト「じ
ぃとばぁ」
講評：2011 年に認定された下仁田ジ
オパークは妙義山，荒船山などを中心
としたジオパークです．岩の上に生え
た松がスケールとなって巨岩であるこ
とがわかりますし，霞んだ谷間に見え
る家々や遠くの高圧鉄塔から高い場所
に登っている感動が伝わってきます．
下仁田ジオパークを訪れたくなる作品
です．

優秀賞：赤い惑星
　瀬戸口義継（鹿児島県）

ジオパーク賞：巨岩聳える
　小林健一（埼玉県）
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スマホ賞：中生代の水辺
　池上郁彦（オーストラリア）
撮影場所：韓国南東部・巨済島 ( 閑麗海上国立公園 )
　　　　　北緯 34 度 44 分 20.8 秒 東経 128 度 39 分 40.2 秒
講評：韓国南部は白亜紀の地層が広く分布し，恐竜足跡の残る多数の島々
からなり，その最大の島が巨済島です．マッドクラックを逆光によって
強調させて，目立たないようなスケールの置き方も憎いばかりです．池
上さんは毎回入選している地質研究者で，着眼点がしっかりしていれば，
スマホでもこれだけの作品が撮れるという好例です．

ジオ鉄賞：海岸線を行く　
　大宮　知（北海道）
撮影場所：北海道小樽市張碓町の海岸（恵比寿島付近）
　　　　　JR 北海道・函館本線（朝里～銭函）
講評：鏡のような海面，浅瀬の模様，礫岩からなる海岸，緑鮮やかな山
腹，その間に S 字を描いて走る赤い列車．ジオ鉄部門で難しいのは，
ジオと鉄道の要素の割合です．この写真では鉄道が 8 割，ジオが 2 割
というところですが，構図や色彩が整理され，清々しい作品なので，ジ
オ鉄賞としました．

入選：ハート型の礫　
　辻森　樹（宮城県）
撮影場所：台湾・花東海岸
講評：大したことのないようでも，よく見ると凄いということがあり
ますが，それがこの作品です．ハート型の礫だけが粗粒の火成岩で特
に目立ちますが，普通の人には気付きにくいものです．と思ったら，
作者はフィールドを得意とする岩石学者でした．遊び心がある楽しい
作品です．

入選：造形美　
　大矢　学（東京都）
撮影場所：イギリス・スカイ島
講評：スカイ島は，太古代の片麻岩から新生代の火山岩まで多様な岩石
が露出します．この作品は，火山岩が広く分布する島北部の名所，Old 
Man of Storr を早朝の絶妙なタイミングで撮影しています．なだらか
な遠景は氷河で削られてできた地形でしょうか．風景写真としても地質
写真としても通用する第一級の作品です．

入選：大地の息吹を感じて　
　岡本芳隆（神奈川県）
撮影場所：富山県中新川郡立山町
講評：室堂から撮影した立山です．紅葉や青空に浮かぶ絹雲も印象的
で，作品を見ながら氷期の立山に思いをめぐらすのも楽しいことで
す．作者は作品の説明で立山黒部ジオパークの１つとしてとらえてい
ます．今回は１枚の作品でしたが，組写真でジオパークの空間・時間
的な広がりを示すのも説得力があって面白いかもしれません．
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佳作（計20点）：
惜しくも入選には至らなかったものの，より多くの優れたジオフォ
ト作品を発掘するために「佳作」を設けました．今年は下記の16作
品が選ばれました．作品の画像はWEB上でご紹介します． 

佳作「青空と砂岩泥岩互層」藤原寛仁（高知県）
佳作「神の島」林 昌尚（福井県）
佳作「プトラナ台地の洪水玄武岩・トラップ・フィヨルド」奥村晃

史（広島県）
佳作「プトラナ台地のシベリアトラップ」奥村晃史（広島県）
佳作「自然のオブジェ」山内佳子（北海道）
佳作「南米の大地」  長谷川宗也（神奈川県）
佳作「自然が産んだ宝物」松原大翔（岩手県）
佳作「渓間のローカル線」斉藤宏和（北海道）
佳作「俵島の玄武岩の柱状節理 」永山伸一（山口県）
佳作「岩礁の道筋」神藤貴之（神奈川県）
佳作「室戸のタービダイト層」 雪本信彰（高知県）
佳作「銀河への定期便」山田宏作（鹿児島県）
佳作「太古の大波」  米岡克啓   （神奈川県）
佳作「天高く」大矢　学（東京都）
佳作「自然のコントラスト」森　祐紀（福岡県）
佳作「躍動は時を越えて」福原春輔（神奈川県）
佳作「マチュピチュ遺跡と花崗岩の造形」 横山俊治（高知県）
佳作「The Bean」池上郁彦（Australia）
佳作「地球は生きている」長山武夫（神奈川県）
佳作「極彩色の世界」長山武夫（神奈川県）

※�入選作品，佳作の各作品画像や撮影者からのコメント，地質学的解
説は学会ホームページ「地質フォト」のページに掲載しています．

入選：親子で地底湖探検〜龍泉洞第三地底湖
　熊谷　誠（岩手県）
撮影場所：岩手県岩泉町龍泉洞　第三地底湖
講評：洞窟は狭くて暗いため，一昔前までは最も困難な撮影対象
でした．ストロボ 1 灯だけでは光が全体に回らず，のっぺりした
写真になってしまいます．作者は最新のミラーレス一眼を使い，
ISO12800 の超高感度，普通の照明下で撮影しています．モノト
ーンの鍾乳洞に，照明の青，ボートの赤，ジャケットの黄が加わり，
印象的な作品になりました．

入選：海上の城壁　　小林健一（埼玉県）
撮影場所：千葉県銚子市屏風ヶ浦
講評：屏風ヶ浦の崖下に下りられる場所は数カ所しかなく，撮影場所は定
番ポイントとなっています．かつてこの崖は毎年 0.5 ｍずつ後退していま
したが，作者の立っている防波堤で護岸されたことによって後退は止まり
ましたが，そのために新鮮な崖が見られなくなってしまいました．防波堤
がなければこの作品はとれないので，痛し痒しですが ････････．

入選：リーセフィヨルドの説教壇 　上砂正一（大阪府）
撮影場所：リーセフィヨルド・ノルウェー
講評：ノルウェー西海岸には多数のフィヨルドがありますが，代表的な
観光地がプレーケストーレン（説教壇）です．崖上から撮影された写真
が多数紹介されていますが，私は下から見上げた写真を見るのはこれが
初めてです．高さは 600 ｍもあり，崖上の中央やや右に説教壇が写って
います．もしオリジナルに崖上の人が写っていればスケールとなり，作
品の価値が一段と高まります．

入選：朝陽輝く幾何学模様の干潟 　谷山誠四郎（東京都）
撮影場所：兵庫県　たつの市御津町　新舞子海岸
講評：作品の選考は，作品自身の素晴らしさに加えて，類似した作品
の有無，学術的な価値，意外性などの視点からも評価されます．新舞
子海岸は有名な撮影スポットで，展望台と干潟の位置関係から干潮の
明け方に撮影された類似作品が多数あることから，この作品のポイン
トは下げざるを得ませんでした．ジオの要素がもう少し加わればと思
います．
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第 7 回惑星地球フォトコンテスト
入選作品展示会

●地質標本館（茨城）（地質標本館
2016年春の特別展・第７回惑星地球
フォトコンテスト入選作展示会「地
球写真の世界」）
産業技術総合研究所地質調査総合セ
ンター 共催
日程：2016年４月19日（火）～５月
22日（日）
場所：地質調査総合センター　地質
標本館（茨城県つくば市）

本年の入選作品の展示は，「地質
写真コンテスト」（地質調査総合セ
ンター主催）の入選作品とあわせて標本館にて地質標本館2016
年春の特別展「地球写真の世界」として開催いたします．お誘
いあわせのうえ，是非ご来場下さい．

●銀座プロムナードギャラリー（東京）
日程：2016年６月11日（土）午後～25日（土）午前
場所：銀座プロムナードギャラリー（中央区銀座４丁目　東銀
座地下歩道壁面）

http://www.photo.geosociety.jp/

2016年の「地質の日」学会関連のイベントをご案内します．
イベントの情報は，学会HP< http://www.geosociety.jp>で
随時更新していますので，あわせてご覧下さい．

★フォトコンテスト入選作品展示会

「日本の地質学：最近の発見と応用2016」
Recent progress in geological science
in Japan, 2016

主催：一般社団法人日本地質学会
日時：2016年５月21日（土）11:00～13:00
会場：北とぴあ第２研修室
プログラム（順番は変わる可能性があります）
池原 研｠・宇佐見和子（産業技術総合研究所）・金松敏也

（海洋研究開発機構）：海底堆積物に残された地震・津波
の記録：陸上記録との統合的解釈の重要性

宮川歩夢・大坪　誠（産総研）：力学情報に基づく断層活動性
評価手法－地殻応力と断層姿勢に基づく評価の可能性と意
義－

吉田英一（名古屋大学）：ツノガイ球状コンクリーションの成
因と形成速度

兵頭政幸（神戸大学）：間氷期MIS 19の千年スケールの磁
気・気候層序：冷夏―地磁気逆転―猛暑の晩夏

本講演会への参加は，CPDの対象となります（CPDH：２単位）．
参加費：会員無料，非会員500円．

当日は，同会場にて以下の行事が予定されています．
・一般社団法人日本地質学会第９回総会（14:15～15:15）
※正会員は，総会に陪席することができます

★日本地質学会講演会

問い合わせ先（世話人）
斎藤　眞（常務理事）・竹内　誠（行事委員長）
e-mail；main@geosociety.jp

※講演要旨を本誌p. 20～21ページに掲載しています．

街中ジオ散歩in Tokyo「国会議事堂を石を見に行こう」
（５/14実施予定）は，参加申込を締切りました．多数のお
申込をいただき，ありがとうございました．

★北海道支部　記念展示ほか

北海道のジオパーク－地球の営みを体感
する－

主催：「地質の日」展 実行委員会
共催：北海道大学総合博物館，日

本地質学会北海道支部，産総研
地質調査総合センター，道総研
地質研究所，北海道博物館，札
幌市博物館活動センター，小樽
市総合博物館，北海道地質調査
業協会

後援：北海道教育委員会，札幌市
教育委員会
協力：洞爺湖有珠山ジオパーク，

アポイ岳ジオパーク，白滝ジオ
パーク，三笠ジオパーク，とかち鹿追ジオパーク，十勝岳ジ
オパーク（美瑛・上富良野エリア）構想，カムイの大地ジオ
パーク構想，小樽軟石研究会，NPO法人自然教育促進会

北海道は火山・山岳・湖沼などの地球活動に由来する自然景
観に恵まれ，道内には現在「洞爺湖有珠山ジオパーク」や「ア
ポイ岳ジオパーク」など，準備中を含め7か所のジオパークが
あります．本展示では，それらの各地のジオパークを紹介する
ことによって，道民・市民の皆さまに道内各地の自然の豊かさ
や自然の恵みを理解していただくとともに，それらをもたらす
地球の営みについて知っていただきたいと思います．

日時：４月26日（火）～６月５日（日）９:00～19:00
場所：札幌市資料館　１階展示室（札幌市中央区大通西13丁目）

【入場無料】
※５/２（月），５/９（月），５/16（月），５/23（月），５/30
（月）は休館

問い合わせ先：
北大総合博物館（在田）（電話：011-706-2414）

関連イベント
● 市民地質巡検「ぶらり 小樽の地質と軟石建造物」
日　時：６月５日（日）９:30～16:30
コース：小樽軟石採掘跡，小樽運河プラザなど
定　員：約20名（中学生以上，体力に自信のある方）
参加費：300円（保険代・資料代等込み，当日集金します）
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申込方法：５月20日（金）消印有効．
往復はがき（１人に付き１枚）に「地質巡検申込み」と明記．
返信先（住所）・氏名（フリガナも）・性別・生年月日及び
当日連絡可能な電話番号を明記．

申込先：〒047-0041 小樽市手宮１丁目３番６号　小樽市総合
博物館 本館　※申込み多数の時は抽選

問合せ先：小樽総合博物館　電話：0134-33-2523
メール：museum@city.otaru.lg.jp

●市民セミナー「北海道のジオパークを語る」
日　時：５月７日（土）13:30～16:30
場　所：札幌市資料館２階 研修室
※入場無料（申込不要）
※座席数（54席）を超えた場合は立見となります

★近畿支部　第33回地球科学講演会

第33回地球科学講演会
「カンブリア大爆発のあとさき」

５億数千万年前，古生代最初のカンブリア紀と呼ばれる時代
の前半には，現在海洋中で生息する主要な動物の祖先型がすで
に出現していました．その時期に生じた「カンブリア大爆発」
と呼ばれる現象はあまりにも有名です．しかし，その前後での
地球生物環境の様子はあまり知られていません．カンブリア紀
の前半に，地球の海洋生物相はどのように移り変わっていった
のでしょうか．時代背景や移ろいを知ることによって，カンブ
リア大爆発の実像のみならず，その現象が，後の地球生物環境
の変遷に及ぼした影響を正しく評価できるはずです．今回の講
演では，中国やモンゴルでの野外調査のデータも紹介しながら，
カンブリア紀の海洋環境の変遷をわかりやすく紹介します．

主催：地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪
市立自然史博物館
日時：2016年５月８日（日）13:30～15:30 （受付は12:30～）
場所：大阪市立自然史博物館　講堂
講師：江闢洋一氏（大阪市立大学 大学院理学研究科 地球学科
教授）
申込み：不要
※講演の手話通訳を希望される方は，４月19日（火）までに，
博物館までご連絡ください．

テーマ別自然観察会
「岸和田市南部の地質」

主催：大阪市立自然史博物館・きしわだ自然資料館・地学団体
研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部

岸和田市南部，河合町周辺には，白亜紀の断層活動によって
地下10数キロで作られた，マイロナイトと呼ばれる変わった岩
石が分布します．他にも周辺には花こう岩と大阪層群の関係が
見られる露頭，1500万年前の火山活動による岩石など，様々な
地質現象を観察することができます．中生代から現在に至る大
地のおいたちを観察してみましょう．

日時：５月29日（日）終日 雨天中止
場所：岸和田市河合町周辺
講師：奥平敬元氏（大阪市立大学大学院理学研究科）・佐藤隆

春氏（大阪市立自然史博物館外来研究員）ほか
対象：小学生以上（小学生は保護者の同伴が必要）
定員：40名（定員を超えた場合は抽選）
参加費：100円，小学生50円
申込：大阪市立自然史博物館HPのイベントページの申込

フォーム，往復はがき又は電子メールに「岸和田市南部の地
質に参加希望」と明記の上，希望者全員の名前，年齢，住所，
電話番号，返信用の宛名を書いて，５月13日（金）までに届
くように，大阪市立自然史博物館普及係宛に申し込んでくだ
さい．

申込先：
自然史博物館ホームページ：http://www.mus-nh.city.osaka.jp/
行事申込メールアドレス：gyouji[at]mus-nh.city.osaka.jp
住所（往復はがき申込先）：〒546-0034 大阪市東住吉区長居

公園１-23 大阪市立自然史博物館普及係宛

その他：抽選の結果や参加方法などは返信でお知らせします．
問合せ先：大阪市立自然史博物館・中条（TEL: 06-6697-6221）

★近畿支部　観察会

問い合わせ先：大阪市立自然史博物館・地史研究室・塚腰
TEL：06-6697-6221 FAX：06-6697-6225
E-mail：monitor@mus-nh.city.osaka.jp
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講演会「日本地質学：最近の発見と応用2016」：講演要旨
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講演会「日本地質学：最近の発見と応用2016」：講演要旨
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らに，海外の研究者
が，日本の地質を見
学する場合を想定し
て，公共交通機関を
使用した巡検コース
が紹介されています

（第12章）．それらの
紹介には，ジオパー
クや博物館の情報も
含まれています．な
お各章の最後には，
地質学的に重要な名
称が，漢字・ローマ
字・かなで表記して
あります．

【購入方法】
“The Geology of Japan”はロンドン地質学会の出版物です

が，執筆者の多くは本学会の会員であり，本書の企画から出版
においては，日本地質学会も大きく貢献しました．そこで，販
売についてもロンドン地質学会と日本地質学会が協力体制をと
り，日本地質学会の会員にできるだけ安く提供しようと考えて
います．

購入方法ですが，以下の２つを推奨します．
１．ロンドン地質学会のHPを通じた購入

日本地質学会会員は，ロンドン地質学会の会員と同じ特別価
格（37.50GBP+送料 13.50GBP：日本円で約8,000円）で購入可
能です．１冊のみの注文の場合，送料が割高となってしまいま
すが，まとまった数を同時に注文すると安くできます．下記の
日本地質学会を通じての購入に比べ，早く入手することができ
ます．詳しくは，http://www.geolsoc.org.uk/GOJAPPをご参
照下さい．

２．日本地質学会を通じた購入（６月下旬納品予定）
本学会では，下記の要領で，本書の注文を受け付けます

（ペーパーバックのみ）．なお，注文を受けてからの船便での発
送になりますので，お手元に届くのに多少時間を要することを
あらかじめご了承ください．授業でもぜひ使って欲しいと考え
ていますので，たくさんの注文をお待ちしています．
購入価格：7,000円（送料込）（※）注文部数が目標（200冊）

に達した場合にはこの金額よりさらに安くなる予定です．
目標数：200冊
締め切り：５月26日（木）
注文方法：専用申込フォーム<http://www.photo.geosociety

.jp/book_form.html>よりお申込下さい.（※学会HPトップ
ページからもリンクしています．）
なお，お支払は，送本時に請求書を同封しますので，ご送金
をお願いします．

問い合わせ先：日本地質学会事務局　
メール：main@geosociety.jp FAX：03-5823-1156

2011年に編集計画がスタートした“The Geology of Japan”
ですが，ほぼ５年という歳月をかけて，この３月に出版となり
ました．本書は，日本地質学会と学術交流協定を締結している
ロンドン地質学会の出版物でありますが，その企画段階から，
日本地質学会の会員が主導的な役割を果たして完成しました．
ここでは，本書の内容を簡単に紹介するとともに，購入方法に
ついてお知らせします．

【書籍の紹介】
日本列島の地質学的成り立ちや日本列島で詳細な研究が行わ

れてきた島弧の形成過程を，国際的に広く紹介することは非常
に重要です．残念ながら，それらの研究成果の一部は日本語で
発表されており，日本人の研究成果や日本の地質に対して関心
をもつ海外の研究者のアクセスの妨げとなってきました．よっ
て，日本の地質を総括した英文の出版物が必要さとされ，これ
まで，数冊の書籍が出版されてきました．しかし，そのような
趣旨で書かれた書籍が，最後に出版されてから，すでに25年が
過ぎています．この間，地球科学は急速な進歩を遂げました．
これは，日本の地質に関しても同様であり，数多くの新事実が
明らかになり，日本列島の地質発達史は大幅に書き換えられま
した．よって，今回，出版された“The Geology of Japan”は，
この進歩と研究の最前線を国内外の研究者に紹介する重要な役
割を担うと期待されます．

本書は，日本列島の地質に関して先端的な研究を行ってきた
地球科学者70名以上によって執筆され，以下の12章から構成さ
れています（Google Booksで“The Geology of Japan”という
語で検索すれば内容の一部を閲覧できます）．

Ch. 1: Geological Evolution of Japan: an Overview
Ch. 2: Regional Tectonostratigraphy

2a. Paleozoic basement and associated cover
2b. Pre-Cretaceous accretionary complexes
2c. Paired metamorphic belts of SW Japan: the geology of

the Sanbagawa and Ryoke metamorphic belts and the
Median Tectonic Line

2d. Cretaceous－Neogene accretionary units: Shimanto Belt
2e. The Kyushu－Ryukyu Arc
2f. Izu－Bonin Arc
2g. Hokkaido

Ch. 3: Ophiolites and ultramafic rocks
Ch. 4: Granitic rocks
Ch. 5: Miocene－Holocene volcanism
Ch. 6: Neogene－Quaternary Sedimentary Successions
Ch. 7: Deep Seismic Structure
Ch. 8: Crustal Earthquakes
Ch. 9: Coastal geology and oceanography
Ch. 10: Mineral and hydrocarbon resources
Ch. 11: Engineering geology
Ch. 12: Field geotraverse, geoparks and geomuseums. 

“The Geology of Japan”では，日本列島の基盤岩類の形成と
テクトニクスとの関係が紹介された上で，火成作用について解
説されています．また，地質学と他の分野とのリンクのため，
地震学・土木工学・資源の分野の専門家も執筆しています．さ

「The Geology of Japan」が出版！～会員特別販売のお知らせ～
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山口大学理学部地球圏システム科学科と日本地質学会西日本
支部が共催し，地質技術者継続教育の一環として，基礎研究か
ら応用研究までの最近の進歩をレビューし，情報交換を行い，
研究者と技術者の互いのアップデートと地質学の発展を図りま
す．

主催：山口大学理学部地球圏システム科学科・日本地質学会西
日本支部

場所：山口大学 大学会館2階（山口市吉田1677-１）

（1）日時：６月１日（水）10時～ 講習会５時間（５単位）
場　　所：山口大学 大学会館２階
参 加 費：会員 4000円（非会員 5000円）
参加者数：最大100名
10:00 地形学の活断層研究の10年ダイジェスト：楮原京子 先生
11:10 断層の高速摩擦研究の10年～フィールドと実験室から

～：大橋聖和 先生
13:40 花崗岩マグマの形成・定置・風化：大和田正明 先生
14:50 花崗岩と土石流：金折裕司 先生
16:00 室戸：世界ジオパークへの道～現場はここで困ってい

る！～：柚洞一央 先生

（2）６月２日（木）９時～地質巡検６時間（６単位）
場　　所：山口大学 大学会館２階
参 加 費：会員 8000円（非会員 10000円）
参加者数：最低催行10名，最大30名
内　　容：須佐の地質・岩石と日本海の形成：今岡照喜 先生

その他：
・CPD単位は１日単位で発行します．
・地質巡検の最低催行人数は10名です．
・企業説明会も開催します．お問い合わせください．
・初日の夜には簡単な懇親会も開催します（事前に坂口に出欠

をお知らせください：3,000円）．

申込方法：ジオスクーリングネットからお申し込みください
<https://www.geo-schooling.jp/>
申込締切：５月19日（木）
問い合わせ先：山口大学理学部　坂口有人
メール　arito@yamaguchi-u.ac.jp tel 083-933-5764

【企業説明会】６月１日の昼休み（１時間半）に企業説明会を
実施します．希望の方はご連絡下さい（ブース代10,000円）

☆西日本支部
お知らせ

第二回西日本地質講習会（CPD講習会）

支部コーナー

中部支部では下記のとおり2016年支部年会を開催します．詳
細は下記ウェブページにて逐次お知らせいたします．
http://www.ipc.shizuoka.ac.jp/̃sekmich/Chubu_GSJ_2016.html

2016年６月11日（土）
会場：ふじのくに地球環境史ミュージアム（〒422-8017静岡市

駿河区大谷5762） https://www.fujimu100.jp/
支部年会：10:00～　（参加費：2,000円，学生割引有り）

総会
シンポジウム：「地質記録から探る静岡県の低頻度大規模自然

災害」
研究発表会（口頭＋ポスター）

懇親会：18:00～20:00（静岡大学内）（参加費：1000円程度）

2016年６月12日（日）
地質巡検：安倍川源流部大谷崩れ（定員20名程度）（参加費：

1,000円程度）
宝永地震に伴う崩壊で，日本三大崩れ．案内者：狩野謙一静
岡大学名誉教授
日程：静大集合（８:30）→時の栖→静岡駅→安倍川上流部
巡検→静岡駅（15:00予定）
参考文献：日本地方地質誌第４巻中部地方「22.6 大谷崩　解
体していく赤石山地（南アルプス）」

CPD：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・巡検参加者へCPD単位を発行します．大会参加と口頭/
ポスター発表の参加証明書は，参加日の15時以降に「CPD受付」

（会場内総合受付付近を予定）においてお渡しします．また，
巡検参加者については各コースにおいて案内者よりお渡しする
ことになります．

【CPD単位】
・学術大会参加に対するCPD（時間に応じて）：例）７時間出

席＝７単位
・口頭発表に対するCPD：0.4×15分発表＝６単位
・ポスター発表に対するCPD：２単位
・巡検参加に対するCPD：日帰り＝８単位

参加申込締切：５月27日（金）なお，巡検は定員になり次第締
め切らせていただきます．

申込方法，宿泊予約（支部で宿泊先を仮予約しています）など
詳しくはウェブでご確認下さい．

申し込み先
E-mail：michibayashi@shizuoka.ac.jp
郵便：〒422-8529 静岡市駿河区大谷836

静岡大学理学部地球科学科　道林克禎 宛

☆西日本支部
お知らせ

中部支部　2016年支部年会開催のお知らせ
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院生コーナー

写真１：プレ巡検参加者の集合写真．Bornovaフリッシュ帯の露

頭前．

2015年３月23日から26日にトルコ南部の地中海沿岸の町アンタ
ルヤ（Antalya）において第14回INTERRADが開催され，国際
シンポジウムA conference on Fossil and Recent Radiolarians
が行われた．また，トルコ中西部でのプレ巡検（３月19日～22
日）およびトルコ南部でのポスト巡検（３月27日～30日）が実
施された．今回は，プレ巡検およびシンポジウムの模様につい
て報告する．プレ巡検の内容については李が執筆し，伊藤が訳
した．シンポジウムについては原と伊藤が担当した．

プレ巡検（３月19日～22日）
プレ巡検の参加者は合計14人で，日本から４名，スイスから

２名，トルコから３名，中国から２名，そしてスペイン，オー
ストラリア，スロベニアから各１名と，バラエティーに富んだ
メンバーとなった．アンカラを出発し，トルコ中西部に分布す
るKarakaya複合体およびIzmir－Ankara縫合帯を観察しつつ，
アンタルヤに向かって南下する行程であった．一日目はKⅠrⅠkkale
市周辺のIzmir－Ankara縫合帯およびOrtakö y村近くの
Karakaya複合体を観察した．二日目はCentral Sakarya地域の
Izmir－Ankara縫合帯を訪れた．三日目はIzmir－Ankara縫合
帯のBornovaフリッシュ帯の２つのセクションを見学した．最
終日である四日目はアンタルヤに向かいつつ，その途中にある
Sardes市を訪れた．

巡検中に観察した放散虫を含む地層は主に三畳系から白亜系
であり，放散虫と地球化学を組み合わせた検討が行われている
セクションが多かった．筆者（李）は，南チベットのYarlung－
Tsangpo縫合帯を対象に放散虫を用いた検討を行っている．今
回見学したIzmir－Ankara縫合帯はYarlung－Tsangpo縫合帯
の西方延長に当たり，地質学的背景については共通点が多いが，
その一方でいくつかの相違点もみられる．例えば，トルコの
Izmir－Ankara縫合帯は植生に覆われており，チベットに比べ
て地層の露出が限られる．また，Izmir－Ankara縫合帯中の含

放散虫セクションはチベットのセクションよりも連続性が良い
が，産出する放散虫化石の保存は悪い．Izmir－Ankara縫合帯
のBornovaフリッシュ帯からは白亜紀新世の放散虫群集が得ら
れているが，チベットでは同時代の地層は有孔虫を産出する石
灰岩が主体となる．この巡検で自身の研究と比較することによ
り，堆積環境の差異，あるいは植生なども含めた国による研究
状況の違いなどについて考える契機となった．今後，チベット
での自身の研究に活かしていきたい．

シンポジウム（３月23日～26日）
シンポジウムはアンタルヤのCrowne Plazaホテルを会場と

して開催され，20ヶ国から88人が参加した．日本人は開催国ト
ルコの21人に次ぐ17人が参加しており，世界的に見ても日本の
放散虫研究が盛んであることがうかがえた．発表は，

「Taxonomy, Systematics and Phylogeny of Radiolarians」，
「Resent Advances in Radiolarian Biostratigraphy」，
「Radiolarians in Geodynamics」，「Reconstruction of
Paleoenvironmental Conditions and Detection of Climate
Changes Through Time Using Radiolarians」，「Biological and
ecological characteristics of recent radiolarians」の５つのセッ
ションが設けられ，４日間で57件の口頭発表と47件のポスター
発表が行われた．セッションタイトルからもわかる通り，放散
虫の分類・生層序や放散虫を示準化石として用いた地質学的な

原　康祐（新潟大学大学院自然科学研究科）
（新潟大学大学院自然科学研究科）

伊藤　剛（産業技術総合研究所地質情報研究部門）

第14回INTERRAD ―International Conference
on Fossil and Recent Radiolarians― 参加報告

写真２：シンポジウム参加者の集合写真．Crowne Plazaホテル前．

李　　鑫
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検討から放散虫の殻形態への数理工学的なアプローチまで多岐
に渡る研究が紹介された．

発表で印象に残ったテーマの１つは，マイクロX線CTによ
る立体撮影とそれを応用した３Dイメージの復元である．2012
年にスペインのCadizで開かれた第13回Interradの際にも既に
こういった技術は紹介されていたが，解像度の向上が著しいこ
とは注目に値するだろう．これまでの水準でも同一標本の外部
構造と内部構造を非破壊で同時に観察できるという大きな長所
はあったものの，解像度に課題が残されていた．しかしながら
解像度の上昇により，詳細な仕事，例えば新種記載などにも十
分に耐えられる水準まで達したと思われる．放散虫の記載論文
において，模式標本の３Dデータの添付が一般的になる日も近
いのではないだろうか．

また，最古の放散虫化石に関する議論も盛んであった．放散
虫がどの時点で出現しどのように進化してきたのかという問題
は，顕生代最初期の生物史を語る上でも重要である．それ故に，
放散虫とされる化石が本当に放散虫なのか，あるいはコンタミ
ネーションの可能性はないのかという疑問は常に議論の俎上に
載る．今回の会議においても，コンタミネーションの可能性を
指摘する発表者もいれば，それに対して実験室の写真などを見
せてその可能性は低いとする発表者もいた．近年では，中国な
どのカンブリア系や先カンブリア系から放散虫を探す研究が盛
んになってきている．今後もこの問題は議論され続けるだろう．
シンポジウム中の25日には，アンタルヤ西部での巡検が行われ
た．アンタルヤ周辺には複数のナップが分布しており，その内
の１つであるアンタルヤナップ中のDoyranセクションを訪れ
た．ホテルから林道の入り口までバスで向かい，そこからは乗
用車に乗り換えて数人ずつ露頭まで行く予定であった．しかし，
待ちきれない参加者たちは各々徒歩で露頭まで歩き始めてしま
い，最終的にはほとんどの参加者が乗用車に乗ることなく露頭

に向かうこととなった．このDoyranセクションでは，地球化
学的検討と放散虫を用いた検討が行われており，白亜紀新世の
CenomanianとTuronianとの境界で起きた海洋無酸素事変が記
録されている．その境界部では，有機物に富んだ黒色頁岩がみ
られるため，川沿いの足場が悪いセクションではあったが，多
くの参加者が代わる代わる熱心に露頭を観察していた．

次回INTERRADに向けて
シンポジウム最終日に開かれたBusiness meetingでは，次回

の第15回INTERRADが2017年10月に新潟で開催されることが
決定した．これは第７回INTERRADが1994年に大阪で開かれ
て以来23年ぶりの日本開催となる．日本は放散虫研究が世界で
も最も盛んな国の1つである．今回は全体的に若手研究者の数
が少なかったため，次回の第15回INTERRADでは是非多くの
研究者，特に若手研究者や学生の参加に期待したい．

最後にこの場を借りて，今回のINTERRADの主催者である
Kagan Tekin教授ならびにプレ巡検の案内者であるCemal 
Göncüoglu教授およびKaan Sayit博士に厚くお礼申し上げる．

――――――――――――――――――――――
これまで院生コーナーを担当頂いた菅谷真奈美さんが茨城大

を卒業され，新しく山田眞嵩さんにコーナー担当をお引き受け
頂きます．どうぞよろしくお願いいたします．

院生コーナー

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．
kouzu_0419@geol.tsukuba.ac.jp 高津翔平（筑波大）
16nd204l@vc.ibarkai.ac.jp 羽田裕貴（茨城大）
k0231215@kadai.jp 山下大輔（熊本大）
yamada-masataka1@ed.tmu.ac.jp 山田眞嵩（首都大）

＾
＾

において，「地学」の平均点が38.64と極めて低く，理科②の中
で最も平均点が高かった「生物」の63.62との差が20点以上あ
るにもかかわらず，受験者数が1万人未満であることを理由に
得点調整が行われませんでした．

日本地質学会は，昨年４月，平成27年度大学入試センター試
験の地学関連科目について，新教育課程の「地学基礎」，「地学」，
および，旧教育課程の「地学I」において，いずれも平均点が
他の理科科目に比べて低かったことを憂慮する旨の意見並びに
改善に向けた要望を大学入試センターに申し入れたところです
が，昨年に引き続き「地学」の平均点が低かったことについて，
遺憾の意を表します．

日本地質学会は，今回の結果を踏まえて，以下の点を強く要
望します．

（1）今回の「地学」の問題についての検証を高校教員なども含
めて十分に行っていただきたい．

（2）地学関連科目について，他科目との平均点の差が20点以上
とならないように問題を作成していただきたい．

（3）受験者数が１万人未満の場合であっても，平均点に極めて
大きな差が生じた場合には得点調整ができるよう，対応す
る得点調整方法を検討し，確立させていただきたい．

平成28年度大学入試センター試験の

地学関連科目に関する申し入れ

標記申し入れ書を（独）大学入試センター理事長に３月15日
付で提出し，プレスリリースを行いました．

-----------------------------------以下全文掲載-----------------------------------

平成28年３月15日

独立行政法人　大学入試センター
理事長　山本　廣基　様

一般社団法人日本地質学会
会長　井龍　康文

平成28年度大学入試センター試験の
地学関連科目に関する申し入れ

先に実施された平成28年度大学入試センター試験（本試験）

意見・提言
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一般社団法人日本地質学会第8回総会開催について

一般社団法人日本地質学会第８回総会を下記の次第により開催いたします．

2016年４月２日

会長　井龍　康文

2016年５月21日（土）14:15～15:15
会場　北とぴあ　第２研修室（東京都北区王子 1 -11- 1 ）

総会議事次第

１．開会

２．議長選出

３．議案

第１号議案　2015年度事業報告・決算報告

第２号議案　代議員および理事選挙結果報告

第３号議案　2016年度事業計画

第４号議案　2016年度予算案

第５号議案　名誉会員の選出

４．閉会

同日同会場にて下記の催しが予定されています．

特別講演会「日本の地質学：最近の発見と応用2016」 時間：11:00～13:00

※詳細は本誌p.18参照．

１．定款20条により，本総会は役員ならびに代議員による総会となります．代議員には，総会開催通知とともに総会

に必要な資料等を別途お送りいたします．ご都合で欠席される方は，定款28条第1項にもとづき，議決権行使書お

よび議決権の代理行使（委任状）などにより，総会に出席したものとして議決権を行使することができます．

２．正会員は，総会に陪席することができます．ただし，総会規則12条3項により，許可のない発言はできません．
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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
Fax 03-5823-1156   E-mail：main@geosociety.jp  ホームページ http://www.geosociety.jp
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スタラード・サイエンティフィック英文校正のDr.アーロン・スタラードにお任せください．
貴方の地球科学の学術論文の英語をネイティブレベルの完璧な英語に英文校正します．
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Dr.アーロン・スタラードの略歴：

www.stallardediting.com
Stallard Scientific Editing, 56 Brougham St, Nelson 7010, New Zealand

Tel: +64 3 5489108
Fax: +64 3 5489106

Internet:  www.stallardediting.com
Email:  aaron@stallardediting.com
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