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

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

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

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

最新号（2015前期号）発行！
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日本地質学会第 123 年学術大会（2016 東京・桜上水）
プログラム

会期：2016 年 9 月 10 日（土）～ 12 日（月）
会場：日本大学文理学部 3 号館，百周年記念館（世田谷区桜上水 3 − 25 − 40）

共催　日本大学文理学部
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会場への交通機関のご案内
【日本大学文理学部キャンパス最寄り駅（京王線　下
高井戸駅　桜上水駅）までのアクセス

【最寄り駅から日本大学文理学部までのアクセス】

当日の受付について

■ 事前参加登録者

【入金済みの場合】確認書２枚（本人控・受付提出用）と名札，
懇親会とお弁当を予約の方にはそれぞれクーポンをお送りし
ます．大会開催 10 日前頃には，皆様のお手元に届くようお
送りします．当日会場へ持参してください注１）．

【期日までに入金確認が取れていない場合】請求金額は当日
払いの金額に変更になります．また，大会 10 日前頃までに
未入金の旨記載された確認書のみ送付いたします注２）．当日
会場にて確認書をご提示いただき，代金の清算をして下さい注１）．
期日を過ぎて入金された場合でも，会場にて差額分のご精算
をお願いします．その際は，入金時の控え等を会場にお持ち
ください．

　事前登録者用受付にて，確認書に記載されている項目ごと
に受付して下さい．
　受付にてネームカードホルダーをお渡ししますので『参加
証（名札）』を入れ，大会期間中は身に付けてください．
１．確認書の提出（全員）→ネームカードホルダーの配布．

要旨付きの場合は，要旨の配布
２．講演要旨追加購入（予約購入者のみ）→要旨の配布
３．懇親会→参加者は直接懇親会会場でクーポンを提示して

ご入場ください．
４．お弁当（予約者のみ）→お弁当の引換所にてクーポンを

提示して，引き換えてください．
５．巡検（参加者のみ）→名簿確認と参加最終確認

注１）当日確認書やクーポンを忘れた方は，専用の用紙に申込
内容をご記入いただき，受け付けを済ませてください．
確認がスムーズに行えますよう，ご協力をお願い致します．

注２）未入金の方には，会場受付での入金確認後，懇親会やお
弁当のクーポンをお渡しします．

■ 事前登録をしていない方
１．当日は必ず参加登録をしてください．参加登録費の有料・

無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記
入し当日用受付へ

２．当日参加登録費（講演要旨集付きです．要旨集が不要の
場合でも割引はありません）

　　正会員：9,500 円
　　院生割引会費適用正会員：6,500 円
　　学部 学生割引適用正会員・名誉会員・50 年会員・非会

員招待講演者・学部学生（会員・非会員問わず）：
無料（講演要旨は付きません）

　　非会員（一般）：15,000 円
　　非会員（院生）：9,500 円
３．講演要旨当日販売
　　会　員：4,000 円
　　非会員：5,500 円
４．懇親会の当日参加費（ただし，人数に余裕がある場合に
限る）
　　正会員・非会員（一般）：6,000 円
　　名誉 会員・50 年会員・院生および学生割引適用正会員（家

族および非会員院生・学生含）：4,000 円
　別途領収書が必要な方は会場受付でその旨お申し出くださ
い．当日のお支払いは，現金のみの取扱いとなります．クレ
ジットカードはご利用いただけません．

京王線 下高井戸あるいは桜上水下車，徒歩8分

※ 日本大学文理学部には駐車スペースがないため，乗用車で
のご来訪はご遠慮下さい．宿泊施設は京王線または都営新
宿線沿いが便利です．

　大会の受付時間
　10 日（土）8：00 〜 16：30
　11 日（日）8：00 〜 16：30
　12 日（月）8：00 〜 15：00
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東京・桜上水大会　プログラム

16：00〜16：10　会長挨拶，来賓挨拶（加藤直人日本大学文理
学部長（予定））

15：40〜16：15　50年会員顕彰式，各賞授与式
16：15〜16：30　日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ　野田

博之会員「構造地質学における概念的断層モデルの数理モ
デルとしての具体化に向けて」

16：30〜17：00　日本地質学会国際賞受賞講演　Roberto 
Compagnoni 氏（トリノ大学）「Lithostatic pressure vs. 
tectonic overpressure: a geological conundrum?」

17：00〜17：30　日本地質学会賞受賞講演　荒井章司会員「マ
ントル物質と地質学」

　原則として予約制です（予約は８月18日に締め切りまし
た）．人数に余裕があれば当日参加の申込みも可能です．
会場受付で確認し，当日参加の申込みをしてください．その
場合の会費は，正会員・非会員（一般）6,000円です．名誉会
員・50年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会
員および会員の家族は4,000円です．非会員の会費は正会員に
準じます．

　巡検参加事前申込みは 8月8日に締め切りました．締切時
点で申込者数が，最小催行人数に達しなかったため，残念な
がら一部の巡検コースは中止となりました．また．一部の
コースについては実施内容を変更したうえで実施予定です．
参加者への連絡などは大会ホームページ，もしくは，案内者
よりご連絡いたします．
　巡検案内書は，例年冊子体は作成せずCD-ROMで発行して
おりましたが，昨年に引き続き，今大会も地質学雑誌122巻
7号および 8号（2016年 7月および 8月号）に掲載いたしま
す．また，J-STAGE<http://www.jstage.jst.go.jp/browse/-
char/ja>にて公開をいたします．
　なお，予告記事でもお知らせの通り，巡検参加者には各参
加コース箇所の巡検案内書を巡検当日に配布します．

　緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するた
めに，会場内に，災害調査報告や速報性の高い新技術・成果
紹介などの「緊急展示コーナー」を設けます．ポスターの掲
示場所およびコアタイムの日程は，大会HPまたは会場内の
掲示でご確認下さい．なお，緊急展示での発表も優秀ポス
ター賞へのエントリーが可能です．
会場：大会ポスター会場
問い合わせ先：行事委員会（main@geosociety.jp）
担当：亀高正男（行事委員会）

　学術大会での注目すべき学術発表や行事について，9月上旬

会員顕彰式・各賞表彰式・受賞記念講演

9 月 10 日（土）15：30 ～ 17：30
会場：文理学部百年記念館 2 階　国際会議場

（3 号館より徒歩 3 分）

にプレス発表を行う予定です．例年多数のメディアに取り上
げられ，会員の研究成果が大いに注目されています．プレス
内容は，プレス発表後学会ホームページに掲載いたします．

　企業・団体・研究機関などによる展示を行います．会場
は，日本大学文理学部 3号館 3F・4Fを予定しています．８
月5日現在，以下の各社よりお申込がありました．
　株式会社 地層科学研究所
　メイジテクノ株式会社
　株式会社建設技術研究所
　安井器械株式会社
　ライカマイクロシステムズ株式会社
　特定非営利活動法人 ジオプロジェクト新潟
　株式会社 パスコ
　株式会社 蒜山地質年代学研究所
　株式会社 テラ
　京都大学大学院理学研究科　活断層破砕帯評価プロジェクト
　高知コアセンター
　日本 地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）/海洋研究開

発機構（JAMSTEC）
　石油資源開発株式会社

　また，同じく日本大学文理学部 3号館 3F・4Fでは書籍・
物品の展示販売コーナーを設けます．8月5日現在，以下の
各社よりお申込がありました．
　地学団体研究会
　共立出版株式会社
　株式会社 ニチカ
　株式会社 朝倉書店
　株式会社 古今書院
　株式会社愛智出版
　株式会社 ニュートリノ
　エルゼビア・ジャパン株式会社
　第四紀文献センター
　英文校正エナゴ／論文翻訳ユレイタス
※ 変更がある場合もあります．随時大会ホームページをご覧

ください．

・手荷物について：会場内での手荷物のお預かりは致しませ
ん．参加者各自での管理をお願い致します．

・無線LANをご利用頂けます：会場内では，無線LANを各
自のパソコンでご利用頂けます．利用方法は，会場内に掲示
します．

・大会期間中のお食事について：
　◯お弁当予約販売（予約申込は締切りました）．
　　 予約弁当は日本大学文理学部 3号館3Ｆ弁当配布コー

ナーで配布します．
　○日大文理学部キャンパス近隣の飲食店
　　 キャンパス正門を出て，右折，下高井戸駅への「日大通

り」に多数の飲食店・コンビニンエスストアがございま
す．こちらもご利用いただけます．

　○ 会期中，文理学部 3号館 1Ｆの売店・食堂・軽食コー
ナー等は営業しておりません．

巡検および巡検案内書

緊急展示

懇　親　会

日時：9 月 10 日（土）18：00 ～ 20：00
会場：文理学部 3 号館 1 階

カフェテリア　秋桜（コスモス）

学術大会に関連したプレス発表

企業等団体展示 / 書籍販売

その他のお知らせ
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■発表終了時には拍手をお願いします
　 1 題の口頭発表はわずか15分で終了します（セッションの
場合）．しかし，その発表の裏には，発表者の弛まぬ努力
と，研究や発表準備に費やした多くの時間があるはずです．
講演終了時には，惜しみない拍手をお願いします．
■無断で撮影をしてはいけません！
　口頭発表・ポスター発表を，発表者に無断で写真撮影・ビ
デオ撮影してはいけません．撮影には発表者の許可が必要で
す．また，それらを発表者の許可なく，SNS等で配信もして
はいけません．
■軽装でお出かけ下さい
　 8 月中旬現在，関東地区の電力供給は逼迫した状況ではあ
りませんが，不測の事態で急な節電要求がある可能性も考え
られます．残暑厳しい時期，大会参加の皆様には軽装でお出
かけ下さい．ご理解，ご協力をお願いします．

【大会期間中（9/10～9/12）の問い合わせ】
　日本 地質学会第123年学術大会現地事務局（担当：田中・

豊澤）
　電話：080-5363-8921，9048
　e-mail：gsj2016tokyo@academicbrains.jp 

【上記以外の問い合わせ先】（平日9:30～18:00）
◯日本地質学会行事委員会／地学教育委員会／学会事務局
　〒101-0032　東京都千代田区岩本町 2- 8 -15井桁ビル 6F
　TEL：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156
　e-mail：main@geosociety.jp

◯日本地質学会第123年学術大会現地事務局
　（株式会社アカデミック・ブレインズ内）担当：田中・豊澤
　 〒540-0033　大阪市中央区石町 1 - 1 - 1 天満橋千代田ビル 2

号館10階
　TEL：06-6949-8137，FAX：06-6949-8138
　e-mail：gsj2015tokyo@academicbrains.jp

問い合わせ先会場での注意点
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ランチョン・夜間小集会の予定
ランチョン

　昼休みの時間帯を利用した会合です．昼食の用意はありませ
んので，各自でご用意下さい（口頭会場内は飲食不可の場合が
あります．ご確認ください）．都合により急遽会場が変更にな
る場合もありますので，会期中の掲示にご注意下さい．

9月10日（土）12:45～13:45

第 4 会場（3303教室）　地質学雑誌face-to-face編集委員会（世
話人：大藤　茂）
　地質学雑誌の諸問題について改善をはかるためのface-to-
face意見交換．

9月11日（日）12:00～13:00

第 1 会場（3305教室）　海洋地質部会（世話人：芦　寿一郎・
小原泰彦・板木拓也）
　海洋地質関連の研究機関における最近の研究動向と今後の
調査の紹介を行い，各種情報を共有するとともに，海洋地質
部会の活動について議論する．

第 2 会場（3307教室）　構造地質部会若手の研究発表会（世話
人：丹羽正和・平内健一・山本由弦）
　構造地質部会若手の研究発表会をランチョンにおいて行い
ます． 1 人20分程度で 2 名を予定しています．

第 3 会場（3308教室）　古生物部会（世話人：上松佐知子）
　地質学会における古生物部会の活動について，直近の課題
および今後の活動を報告・周知し，意見交換する機会とした
い．

第 4 会場（3303教室）　堆積地質部会（世話人：中条武司）
　堆積地質部会の活動報告および国内外の堆積学に関する情
報交換を行う．

第 5 会場（3405教室）　文化地質学（世話人：鈴木寿志）
　新特集号の原稿募集，現行科研費の進捗状況，新規科研費
の応募，研究会立ち上げ等について話し合います．興味のあ
る方，新規参加者どなたでも大歓迎．

第 6 会場（3407教室）　岩石部会（世話人：桑谷　立）
　岩石部会に関連した事項について，審議・報告を行う．そ
の他にも，提案したり，連絡をすべき件があれば，ランチョ
ンでの議題として取り上げる．

第 8 会場（3403教室）　火山部会（世話人：及川輝樹）
　火山部会の活動報告並びに今後の方針を決定する．

9月12日（月）12:00～13:00

第 2 会場（3307教室）　構造地質部会定例会（世話人：丹羽
正和・平内健一・山本由弦）
　過去の活動報告，会計報告，今後の活動計画など．

第 5 会場（3405教室）　現行地質過程部会（世話人：新井和
乃）
　現行地質過程部会の活動報告，年間予定などを話し合う．

第 8 会場　地域地質部会・層序部会合同ランチョン（世話
人：内野隆之・岡田　誠）
　部会活動やセッションについての議論と情報交換

夜間小集会
　都合により急遽会場が変更になる場合もありますので，会
期中の掲示にご注意下さい．

9月11日（土）18:00～19:30

第 1 会場（3305教室）　地殻ダイナミクス（世話人：竹下　
徹）
　新学術領域研究「地殻ダイナミクス」の研究内容の紹介と
情報交換を行う．特に，本領域に直接関連されていない方の
参加を歓迎する．

第 2 会場（3307教室）沈み込み帯スロー地震・巨大地震（世
話人：氏家恒太郎）
　沈み込み帯におけるスロー地震・巨大地震を対象とした大
型研究プロジェクトが複数立ち上がっている．各プロジェク
トにおける最新の知見・動向を持ち寄り，意見交換を行うと
ともに今後の研究の方向性を議論する．

第 3 会場（3308教室）　15th INTERRADに関する意見交換
（世話人：松岡　篤・鈴木紀毅・板木拓也・栗原敏之）
　第15回INTERRAD（国際放散虫研究者協会）の日本開催
（2017年10月22−27日）に向けて，準備状況を共有し，これ
からの取組について意見交換をおこないます．

第 4 会場（3303教室）　「産官学の堆積学者の集い：明日の
堆積学を担う若手研究者の育成プログラム」（世話人：高野
　修）
　昨今の堆積学研究者・履修者層の減少は，直近の人材不足
のみならず，今後の学問分野としての継承にも重大な問題を
残す可能性をはらんでいる．このような状況を鑑み，「産官
学のより緊密な連携体制の構築」を１つの切り口として，問
題解決に近づける方策を話し合う．

第 5 会場（3405教室）　地質学史懇話会（世話人：会田信
行）
　東京の地質学史に関する講演 2 題． 1 ．古滝修三：房総地
学会の歴史（仮題） 2 ．会田信行：東京の地学遺産

第 6 会場（3407教室）　南極地質研究委員会（世話人：外田
智千）
　・ 第57次南極地域観測隊（2015/16）中央ドロンイング

モードランド調査報告
　・ 第58次南極地域観測隊（2016/17）地質調査計画の概要
　・ その他
　
第 7 会場（3408教室）　環境地質部会夜間小集会（世話人：
田村嘉之・風岡　修）
　環境地質部会の事務連絡および報告，環境地質に関する講
演等．

第 8 会場（3403教室）　博物館の展示リニューアル：地学系
展示で何をどのようにつたえていくか（世話人：川端清司・
田口公則）
　展示は博物館の顔であり，展示リニューアルは計画的に進
めていく必要があります．この小集会では，既に展示リ
ニューアルを行ったあるいは，現在リニューアル目前の博物
館から話題提供いただき，そこから展示に関わる新しいスタ
ンスを模索していきたいと思います．みなさまのご参加をお
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待ちしております．

3205教室　ジオ・アーケオロジー（世話人：渡辺正巳・松田
順一郎・井上智博・趙　哲済・小倉徹也・別所秀高）
　神奈川県を中心とする南関東地方の火山や地震災害の痕跡
を調査していらっしゃる，上本進二（神奈川災害考古学研究
所）さんに，『関東ローム層の遺跡特有の地震跡』として講
演して頂きます．

9月12日（日）18:00～19:30

第 2 会場（3307教室）　泥火山研究の最前線（世話人：井尻 
暁・浅田美穂・土岐知弘・森田澄人・辻　健）
　泥火山研究の最新情報の交換を行う．それとともに昨年の
地質学会，今年の連合大会の泥火山セッションでの講演内容
をふまえた特集号を出す可能性についても議論する．

第3会場（3308教室）　静大地学同窓会（世話人：竹内真

司・藤岡換太郎）
　静岡大学の地学出身者は，旧制静高時代より大塚弥之助，
松本達郎，杉村　新らを輩出し，現在でも各界で多くの研究
者・教育者・技術者らが活躍している．静大OBの交流を深
めるべく，同窓会設立のための会議を開催する．

第 4 会場（3303教室）　炭酸塩堆積学に関する懇談会（世話
人：柿崎喜宏・松田博貴）
　炭酸塩堆積学に関する最近の話題・トピックスについて討
論するとともに，最新研究動向・情報について意見交換を行
う．

第7会場（3480教室）　第６回地質技術教育委員会（世話
人：山本高司）

①地質系企業の採用状況，②フィールドマスター制度の進
捗状況，③その他．

発　表　者　へ
　発表者は本学会または共催学協会の会員に限ります（招待講演者を除く）．共同発表の場合は，この制限を代表発表者（講
演要旨に下線を引いた著者）に適用します．やむを得ない事情により，あらかじめ連記された共同発表者内で発表者の変更を
希望する場合は，必ず事前に行事委員会（会期前は学会事務局，会期中は学会本部）に連絡して下さい．この場合も，シンポ
ジウムおよびアウトリーチセッション以外の場合は「会員に限り 1 人 1 題（発表負担金を支払った場合は 2 題）」の制限を守
るものとします．代理人の代読，会場内での突然の発表者変更，発表順序の変更は認めません．口頭発表者は発表時間を厳守
して下さい．持ち時間15分のうち，発表は10〜12分とし，質疑応答と講演者の交代時間を確保してください（30分の招待講演
の場合，発表20〜25分）．発表に際しては座長の指示に従い，会場運営がスムーズに行われるようご協力下さい．

口頭発表

・ 1 題15分（質疑応答と講演者の交代時間 3 〜 5 分を含
む）．ただしシンポジウムとセッション招待講演は除きま
す．

・ 学術大会では，PCセンターを設置しません（ニュース誌 5
月号を参照）．セッションが円滑に進むように，注意点を
よくご確認ください．

・ 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン
（OS：Windows 10対応，PowerPoint2007. 2010. 2013. 
2016対応）を用意します．発表はできるだけ会場備え付け
のWindowsパソコンをご使用下さい（ただしMacご利用の
方，動画を使用する方などはご自身のパソコンをご用意下
さい）．プロジェクター解像度は1024×768ドット
（XGA）です．セッション開始前に試写し正常に投影され
ることを必ず確認してください．

・ 確認作業の混雑とそれによるセッション開始の遅れを防ぐ
ため，早めの確認作業をお願いします．なお，発表者が事
前確認を怠ったために発表時にトラブルが生じても時間延
長等の措置は取りません．

【講演ファイルを USB メディアでご持参の方】
　ファイルのインストールは，セッション開始前に，講演会
場前方パソコン設置台にて行ってください．各会場のパソコ
ンのデスクトップ上には日付（例 0911）のフォルダが配置
されており，その中にセッション番号のサブフォルダ（例
T1）が配置されています．そのサブフォルダ内に講演ファ
イルを保存してください．ファイル名は「発表番号と演者氏
名」にしてください（例：S1-O- １東京太郎，T1-O-13 江戸
花子）．インストール後，ファイルが正常に投影されること
を必ず確認してください．特に，会場の PC と異なるバージョ
ンで作成されたパワーポイントのファイルは，レイアウトが

崩れる場合がありますのでご注意ください．フォントは特殊
なものではなく，PowerPoint に設定されている標準的なも
のを使用して下さい．セッション終了後，世話人がファイル
を削除します．

【ご自分のパソコンを使用して講演する方】
　Mac パソコンをお使いになる方，ソフトの互換性からレイ
アウトが崩れる可能性のある方，パワーポイント以外のプレ
ゼンテーションソフトをご利用の方は，ご自身でパソコンを
ご用意ください．会場の液晶プロジェクターにパソコンの切
り替え器（ケーブル形状は D-SUB15 ピン）を用意します．
プロジェクターの解像度設定は XGA（1024 × 768）です．
講演前に出力調整の上，接続してください．Mac パソコンな
どパソコンによってはコネクタが必要になる場合がありま
す．必ず D-SUB15 ピンのアダプターをご持参ください（会
場にはありません）．接続は発表者自身が責任を持って行なっ
てください．セッション開始前に試写し，正常に投影される
ことを必ず確認してください．

ポスターセッション

・ 掲示する際のチェスピンを準備いたします．テープは利用
できません．

・ 掲示可能時間は 9:00 〜 18:00 です．最低掲示時間帯（10:00
〜 17:00）は必ず掲示して下さい．撤収は必ず 19:00 までに
お願いします．

・ コアタイムは，10 日（土）が 13:45 〜 15:05，11 日（日）
と 12 日（月）が 13:00 〜 14:20 です．この時間は必ずポスター
に立ち会い，説明して下さい．その他の時間は各自の都合
により随時説明を行って下さい．

・ ボード面積は，高さ 210cm，幅 120cm です．
・ ポスターには，発表番号・発表題名・発表者名を必ず明記
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して下さい．
・ コンピューターやビデオを使用される場合，機器の準備は

各自で行ってください．電源は確保できませんので，予備
バッテリーをご準備下さい．

・ 申込時にエントリーをしたポスター発表に対し，別記の要
領にて優秀ポスター賞が授与されます．奮ってご準備下さ
い．

OR，R6 のポスター発表について
　ORアウトリーチセッション，R 6ジオパークセッションは，
一般市民へのアウトリーチ活動を目的として，下記のように
発表を行います． 
　OR アウトリーチセッション
　　10 日 （土）：場所　3 号館 2 階（市民講演会会場前）．掲

示のみ，コアタイムはありません．
　　11 日 （日）：場所　3 号館 2 階（市民講演会会場前）．コ

アタイム（13:00-14:00，16:30-17:30；計 2 回）（※ポ
スター賞審査対象日）

　R 6 ジオパークセッション
　　11 日 （日）：場所　3 号館 2 階（市民講演会会場前）．コ

アタイム（13:00-14:20）（※ポスター賞審査対象日）

優秀ポスター賞について
　今大会でも学術発表の優秀ポスターに対して「日本地質学
会優秀ポスター賞」を授与します．今大会より，優秀ポスター

賞はエントリー制になります．発表当日エントリーされた講
演番号のボードに「エントリー講演」と書かれた紙が貼付し
てありますので，ご確認ください．賞の授与は毎日 3 〜 5 件
の予定です．受賞者には学会長から直接賞状を授与します（表
彰と写真撮影）．受賞ポスターは，その栄誉をたたえ，大会
期間中，別途設けるボードに掲示します．大会終了後，
News 誌（年会報告記事）に氏名，発表題目，受賞理由を掲
載します．

【審査】
　審査は各賞選考委員会が行い，学会長がこれを承認します．
選考委員会は日替わりで，行事委員会委員 5 名，大会実行委
員会代表 1 名および各賞選考委員会委員 2 名の合計 8 名によ
り構成されます．選考委員氏名は大会終了後に公表します

（News 誌 11 月号を予定）．
【審査のポイント】
・（研究内容）オリジナリティ
・ （プレゼンテーション）レイアウト・中心点の明示・わか

りやすさ・美しさ・斬新さ
【審査結果の発表時間と方法】
　発表は各日毎 16 時以降に行います．表彰は 17 時前後にポ
スター会場で行います．ただし，初日（10 日）の表彰は， 
2 日目（11 日）の表彰時にあわせて行う予定です．審査結果
は掲示板や廊下等の要所に貼り出します．受賞ポスターには
受賞花をつけ，会期中ポスター会場に掲示します．

シンポジウム・セッション一覧
＊印は代表世話人（連絡責任者）です．

 シンポジウム
S１．（一般公開シンポジウム）みんなで考えよう，都市ハザー

ドから放射性廃棄物問題まで－科学技術と社会科学の融合－
（企業編），（研究編）

Thinking Together Issues from Urban Hazards to 
Radioactive Waste: An Integration of Scientific Technology 
and Social Sciences
世話人：竹内真司＊（日本大；takeuchi.shinji@nihon-u.ac.jp）

S２．（国際シンポジウム）後期新生代における琉球列島の地質
および古地理発達史

Geological and paleogeographical evolution of the Ryukyu 
Islands in the late Cenzoic
世話人：井龍康文＊（東北大；iryu@m.tohoku.ac.jp），太田
英利（兵庫県立大／人博），荒井晃作（産総研）

 トピックセッション
T１．活断層破砕帯の掘削と断層年代測定による断層活動性の評

価
Trenching and drilling into active fault damage zone and 
assessment of fault activity by dating
世話人：林　愛明＊（京都大；slin@kugi.kyoto-u.ac.jp）・田
上高広（京都大）・堤　昭人（京都大）・宮脇昌弘（原子力
規制庁）

T２．日本海沿岸での津波堆積物研究の展開
Recent approach of the tsunami deposit researches in the 
Japan Sea area
卜部厚志＊（新潟大災害・復興科学研究所；urabe@gs.

niigata-u.ac.jp）・高清水康博（新潟大）

T３．グリーンタフ・ルネサンス
Green Tuff renaissance
天野一男＊（日本大；ikap@cap.ocn.ne.jp）・細井　淳（産総
研）

T４．表層型メタンハイドレートの地質と資源ポテンシャル
Geology and resource potential of shallow gas hydrates
松本　良＊（明治大；ryo_mat@meiji.ac.jp）・角和善隆（明
治大）・棚橋　学（明治大）・戸丸　仁（千葉大）・森田澄
人（産総研）

T５．都市地盤の地質学
Geological research on urban ground
中澤　努＊（産総研；t-nakazawa@aist.go.jp）・小松原純子
（産総研）・北田奈緒子（地域地盤環境研究所）・松浦一樹
（株式会社ダイヤコンサルタント）

T６．日本列島の構造発達史再考
Geotectonic evolution of the Japanese Islands: revisited
磯崎行雄＊（東京大；isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp）・青木一
勝（岡山理科大）

T７．文化地質学
Cultural geology
鈴木寿志＊（大谷大；hsuzuki@res.otani.ac.jp）・一田昌宏
（豊橋市自然博）・長　秋雄（産総研）・田口公則（神奈川
県博）・加藤碵一（産総研）

T８．極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解
Superficial sedimentology : Deciphering record processes 
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into sediments
新井和乃＊（JAMSTEC；k_arai@jamstec.go.jp）・成瀬　元
（京都大）・小栗一将（JAMSTEC）・清家弘治（東京
大）・川村喜一郎（山口大）

T９．付加体地質中に残る遠洋性堆積岩の研究：進展と展望
Study on pelagic sedimentary rocks in the accretionary 
complex：Progress and prospects
尾上哲治＊（熊本大；onoue@sci.kumamoto-u.ac.jp）・高橋　
聡（東京大）

 レギュラーセッション
※ セッション名に続く（　）内は責任母体となる専門部会ま

たは委員会名です．
R１．深成岩・火山岩とマグマプロセス（火山部会・岩石部
会）
Plutonic rocks, volcanic rocks and magmatic processes
草野有紀＊（産総研；y.kusano@aist.go.jp），鈴木和恵（東
京大），上澤真平（電中研）

R２．岩石・鉱物・鉱床学一般（岩石部会）
Petrology, mineralogy and economic geology
湯口貴史＊（山形大；takashi_yuguchi@sci.kj.yamagatau.
ac.jp），坂田周平（学習院大），五十公野裕也（山形大）

R３．噴火・火山発達史と噴出物（火山部会）
Eruption, evolution and products of volcanic processes
上澤真平＊（電中研；uesawa@criepi.denken.or.jp），長井雅
史（防災科研）

R４．変成岩とテクトニクス（岩石部会）
Metamorphic rocks and tectonics
吉田健太＊（JAMSTEC；yoshida_ken@jamstec.go.jp），小
林記之（名古屋学院大），足立達朗（九州大）

R５．地域地質・地域層序・年代層序（地域地質部会・層序部
会）

Regional geology and stratigraphy, chronostratigraphy
松原典孝＊（兵庫県立大；matsubara-n@stork.u-hyogo.
ac.jp），内野隆之（産総研），納谷友規（産総研）

R６．ジオパーク（地域地質部会・ジオパーク支援委員会：
一般公開）

Geopark
天野一男＊（日本大；ikap@cap.ocn.ne.jp），高木秀雄（早稲
田大）

R７．海洋地質（海洋地質部会）
Marine geology
芦　寿一郎＊（東大大気海洋研；ashi@aori.u-tokyo.ac.jp），
小原泰彦（海上保安庁），板木拓也（産総研）

R８．堆積物（岩）の起源・組織・組成（堆積地質部会）［共
催：日本堆積学会，石油技術協会探鉱技術委員会，日本
有機地球化学会］

Origin, texture and composition of sediments
太田　亨＊（早稲田大；tohta@toki.waseda.jp），野田　篤
（産総研）

R９．炭酸塩岩の起源と地球環境（堆積地質部会）［共催：日

本堆積学会，石油技術協会探鉱技術委員会，日本有機地
球化学会］

Origin of carbonate rocks and related global environments
山田　努＊（東北大；t-yamada@m.tohoku.ac.jp），足立奈津
子（鳴門教育大）

R10．堆積過程・堆積環境・堆積地質（堆積地質部会・現行地
質過程部会）［共催：日本堆積学会，石油技術協会探鉱
技術委員会，日本有機地球化学会］

Sedimentary geology, processes and environments
西田尚央＊（東京学芸大；nishidan@u-gakugei.ac.jp），酒井
哲弥（島根大），高野　修（石油資源開発）

R11．石油・石炭地質学と有機地球化学（石油石炭関係・堆積
地質部会）［共催：石油技術協会探鉱技術委員会，日本
有機地球化学会，日本堆積学会］

Geology and geochemistry of petroleum and coal
金子信行＊（産総研；nobu-kaneko@aist.go.jp），千代延仁子
（石油資源開発），三瓶良和（島根大）

R12．岩石・鉱物の変形と反応（構造地質部会・岩石部会）
Deformation and reactions of rocks and minerals
大坪　誠＊（産総研；otsubo-m@aist.go.jp），高橋美紀（産
総研），廣瀬丈洋（JAMSTEC），水上知行（金沢大）

R13．沈み込み帯・陸上付加体（構造地質部会・海洋地質部
会）

Subduction zones and on-land accretionary complexes
氏家恒太郎＊（筑波大；kujiie@geol.tsukuba.ac.jp），橋本善孝
（高知大），坂口有人（山口大），中村恭之（JAMSTEC）

R14．テクトニクス（構造地質部会）
Tectonics
武藤　潤＊（東北大；muto@m.tohoku.ac.jp），安江健一
（JAEA），針金由美子（産総研）

R15．古生物（古生物部会）
Paleontology
生形貴男（京都大），太田泰弘（北九州自然博），上松佐知
子＊（筑波大；agematsu@geol.tsukuba.ac.jp）

R16．ジュラ系＋（古生物部会）
The Jurassic +
松岡　篤＊（新潟大；amatsuoka@geo.sc.niigata-u.ac.jp），
近藤康生（高知大），小松俊文（熊本大），石田直人（鳥取
大），中田健太郎（いわき市アンモナイトセンター）

R17．情報地質とその利活用（情報地質部会・地域地質部会）
Geoinformatics and its application
野々垣　進＊（産総研；s-nonogaki@aist.go.jp），斎藤　眞
（産総研）

R18．環境地質（環境地質部会）
Environmental geology
難波謙二（福島大），風岡　修（千葉環境研），三田村宗樹
（大阪市大），田村嘉之＊（千葉県環境財団；tamura@ckz.
jp）

R19．応用地質学一般およびノンテクトニック構造（応用地質
部会）

Engineering geology and non-tectonic structures

プログラム_p01_17_40_42.indd   11 2016/08/26   16:30



（ 12 ）

西山賢一（徳島大），亀高正男＊（（株）ダイヤコンサルタ
ント），須藤　宏（応用地質（株））

R20．地学教育・地学史（地学教育委員会）
Geoscience Education/History of Geoscience
矢島道子＊（日本大；pxi02070@nifty.ne.jp），三次徳二（大
分大）

R21．第四紀地質（第四紀地質部会）
Quaternary geology
公文富士夫＊（信州大；shkumon@shinshu-u.ac.jp），竹下欣
宏（信州大）

R22．地球史（環境変動史部会）
History of the Earth
黒田潤一郎＊（JAMSTEC；kurodaj@jamstec.go.jp），小宮
剛（東京大），尾上哲治（熊本大），須藤　斎（名古屋
大），清川昌一（九州大），山口耕生（東邦大）

R23．原子力と地質科学（地質環境の長期安定性研究委員会）
［共催：日本原子力学会バックエンド部会］

Nuclear energy and geological sciences
吉田英一＊（名古屋大；dora@num.nagoya-u.ac.jp），梅田浩
司（弘前大），高橋正樹（日本大），渡部芳夫（産総研）

R24．鉱物資源と地球物質循環（鉱物資源部会）
Mineral resources and global material cycles
加藤泰浩＊（東京大；ykato@sys.t.u-tokyo.ac.jp），岩森　光
（JAMSTEC），中村謙太郎（東京大）

OR．日本地質学会アウトリーチセッション（一般公開，ポス
ター発表のみ）
Outreach session
星　博幸＊（愛知教育大；hoshi@auecc.aichi-edu.ac.jp），須
藤　斎（名古屋大）

ハイライト
　それぞれのシンポジウム・セッションがより盛り上がることを期待して，また，会場で学術大会に不慣れな方（学生など）
にわかりやすく情報を提供し，おもしろいサイエンスにひとつでも多く接してもらうことを目的に，「おもしろそう，注目すべ
き，ぜひ聞いてほしい」発表を世話人に選んでいただき，わかりやすく紹介いただきました．
　ハイライトは，本プログラム記事のほか，学会 HP と講演要旨集に掲載し，さらに学会プレス発表時に報道機関に配布いた
します．何らかの理由で学会のプレス推薦候補にならなかった優れた研究が埋もれているかもしれません．そのようなものを
できるだけ発掘し，より多くの学術情報を提供したいと考えます．
　今大会では 2 件のシンポジウムと 34 件のセッション（トピック，レギュラー，アウトリーチ）が開催され，580 題を超える
多くの発表が行われる予定です．このハイライト情報はきっと皆様のお役に立つと思います．日本最大の「地質学の祭典」を
お楽しみください．

2016 年 8 月
日本地質学会行事委員会

講演番号・
発表日時・会場

発表者
氏名 発表タイトル 紹介文 キーワード

T５．都市地盤の地質学
T5-O-1［招待］

9 月10日（土）
9 :45〜10:00
第5会場（3405）

先名重樹 関東地域における強震
動評価のための浅部・
深部統合地盤モデルの
構築

強震動評価に重要なS波速度構造モデルはボーリングデータをも
とに構築されることが多いが，先名氏は地震記録及び常時微動観
測記録を用いて周期特性・増幅特性のチューニングを行うことで
S波速度構造モデルをより実用的・現実的なものとしている．今
後の地震動予測・地震防災の道筋となる講演であり，地質研究へ
のフィードバックも大きいと考えられる．

S波速度構造，常
時微動観測，強
震動評価

T5-O-3

9 月 1 0 日 （ 土 ）
10:15〜10:30
第5会場（3405）

鈴木毅彦 関東平野南部，武蔵野
台地地下に伏在する上
総層群の層序・編年に
関する最近の研究

東京・桜上水大会の会場が位置する武蔵野台地の地下の更新統層
序研究は，鈴木氏らによる綿密なテフラ層序研究により近年著し
く進展し，関東堆積盆の成り立ちや立川断層帯を含む首都圏の構
造運動の実態像が明らかになりつつある．本講演ではこれらの研
究総括と首都圏地盤として今後解決すべき課題について言及す
る．

武蔵野台地，更
新統層序，テフ
ラ

T5-O-11［招待］

9 月 1 0 日 （ 土 ）
12:15〜12:30
第5会場（3405）

栗本史雄 地質・地盤情報の法整
備に向けた取り組み

ボーリング，物理探査などの地質地盤情報は，国民生活を支える
国土の重要な基本情報であるが，現状では適切な管理と活用が行
われていない．栗本氏は，地質地盤情報を国民の共有財産として
整備・活用を促進するには，「地質地盤情報活用推進基本法（仮
称）」の制定が有効であることを示し，2016年4月に「地質地盤
情報の活用と法整備を考える会」を設立した．これにより今後の
進展が期待される．

地質地盤情報，
法整備

T７．文化地質学
T7-O-2

9月11日（日）
11:15〜11:30
第5会場（3405）

宮本知治・
ほか

福岡城上之橋御門石垣
石材に使用された花崗
岩石材の鉱物組成とそ
の産出地特定の制約

歴史の面白さは当時の人々の思いや生き様を感じられるところに
ある．城の石垣石材は，材としては花崗岩などの無機物である
が，そこに人々の営みを見出したとき，それは歴史を紐解く有機
体に変わる．宮本たちは，表題歴史建造物の岩石試料を手に入
れ，鉱物の化学分析を通じて産地を明らかにした．広大な福岡城
の普請・作事の一端が地質学的手法で明らかにされた．

福岡城，志賀島
花崗閃緑岩
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T7-O-5［招待］

9月11日（日）
14:45〜15:15
第5会場（3405）

廣川智貴 地質の詩学－ゲーテ，
ヘ ル ダ ー リ ン ， ノ
ヴァーリス

「ドイツ文学」と聞くと地質学とは縁遠いと思いがちであるが，
文学ほど当時の社会情勢を反映しているものはない．18世紀のド
イツ文学作品に地質に関する記述がたびたび見られるのは，ドイ
ツにおける地質学の発展が社会に大きな影響を与えていたことを
物語る．ドイツ文学者の廣川智貴氏が，ゲーテをはじめとする作
家たちの地質記述について解説する．

ドイツ文学，18
世紀

T7-O-6［招待］

9月11日（日）
15:15〜15:45
第5会場

鈴木健司 宮沢賢治における白堊
紀砂岩の問題

宮沢賢治生誕120周年を記念して，文学者が見る賢治作品の地質
学についての講演を文教大学の鈴木健司教授にお願いした．宮沢
賢治の時代は日本で近代地質学が輸入され，新しい知識が次々と
伝わった時期であった．賢治が新しい地質学に敏感に反応して，
作品に取り込んでいったことが分かる．講演では「斜層理」に焦
点をあてて，賢治が作品に込めた思いを解き明かす．

T7-O-9

9月11日（日）
16:15〜16:30
第5会場（3405）

石橋弘明 和歌山県串本町の「橋
杭岩」伝説について　
〜文化地質学の観点か
ら〜

伝説は作者不明ながらその地で長く語り継がれており，地元の
人々に心底浸透した物語である．本発表では，類似の弘法大師伝
説がある和歌山県串本町の「橋杭岩」，岐阜県高山市の「材木
石」，栃木県那須塩原市の「材木岩」について紹介し，古くから
脈々と伝わる人々の地質観に迫る．

橋 杭 岩 ， 材 木
石，材木岩

T7-O-12

9月11日（日）
17:00〜17:15
第5会場（3405）

蟹澤聰史 『おくのほそ道』の地
質学

いわずと知れた松尾芭蕉の『おくのほそ道』．江戸時代初期の代
表的古典文学である．芭蕉は東北地方を旅して俳句を詠んだ．そ
れも東北の自然の美に魅せられてのことであった．蟹澤は芭蕉の
句に出てくる岩や地形の記述を地質学的に読み解いた．自然への
感嘆．俳人も，地質学者も，そして一般の人々も，自然の美に感
じ入る気持ちは同じではなかろうか．岩石の化学組成や同位体分
析の議論から少し離れ，一息ついてみてはいかがだろうか．

おくのほそ道，
第四紀火山，新
第三紀火山活動

T８．極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解
T8-P-1

9月12日（月）
ポスター会場
コアタイム
13:00〜14:20

佐藤　晃
ほか

2011年東北地方太平洋
沖地震津波による仙台
湾浅海域での堆積・侵
食過程

2011年の津波では，海底がかく乱され，生物学的・地質学的に大
きな影響を残した．発表者は，この津波により仙台湾の水深7–15 
mの海底が最大80 cm削られ，その上に海浜〜砂丘起源の津波堆
積物が堆積したことを明らかにした．既往研究に基づけば，陸域
の津波堆積物は大部分が海浜〜砂丘砂で構成されており，巻き上
げられた海底砂の大部分は海底に再移動した可能性があると結論
づけている．

2011年東北地方
太平洋沖地震津
波，仙台湾，海
底侵食

T8-P-3

9月12日（月）
ポスター会場
コアタイム
13:00〜14:20　

小川琴奈
ほか

生物攪拌による塊状構
造の形成条件－ルール
型格子モデルによる検
討－

地層は，私たちにさまざまな過去のイベントを伝えてくれるが，
それが保存されないと正確な情報ツールにはなり得ない．発表者
は，生物攪拌によって初生の堆積構造が失われる条件を数値実験
で検討した．その結果，堆積構造の保存される条件には，初生の
ラミナの幅が重要で，生物が海底を撹拌する限界深さや，それに
よる粒子の移動距離が強く影響している．

生物攪拌，塊状
構造，ルール型
格子モデル

R４．変成岩とテクトニクス
R4-O-2

9月11日（日）
9:00〜9 :15
第6会場（3407）

髙塚紘太
ほか

領家帯三河地域に産す
る新期領家花崗岩に見
られるU-Pbジルコン年
代とCHIMEモナズ石年
代の不一致

研究地域の花崗岩の固結年代は，これまでモナズ石のCHIME年代
測定に基づいて推定されていた．しかし，講演者らは同じ地域の
モナズ石のCHIME年代とジルコンのU-Pb年代が不一致を示すこ
とを見いだした．この年代の相違を，岩石学的記載と組み合わせ
ることで，より詳細に熱史・固結史を検討することが出来るよう
になる可能性がある．

地質年代学，花
崗 岩 の 固 結 年
代，領家帯

R4-O-5

9月11日（日）
9:45〜10:00
第6会場（3407）

志村俊昭
ほか

泥質変成岩におけるス
ピネル＋斜長石共生の
成因

講演者らはこれまで広く使用されてきたザクロ石－スピネル－石
英－珪線石共生に基づく地質圧力計に代わり，ザクロ石－スピネ
ル－斜長石－珪線石の共生を用いた新しい圧力計の提案を行って
いる．スピネル－石英共生は超高温変成作用の特徴的鉱物組み合
わせである一方，新しく提案された鉱物共生は角閃岩相〜グラ
ニュライト相の広い温度圧力領域で出現する．このため，本研究
は従来ものより広い条件での泥質変成岩の圧力見積もりを可能と
する提案となる．

地質圧力計，高
温変成作用，ス
ピネル

R4-O-8

9月11日（日）
10:30〜10:45
第6会場（3407）

宮崎一博
ほか

西彼杵泥質片岩ジルコ
ン変成リムの成長動力
学と成長時間

ジルコンのように年代測定に用いられる鉱物の消長過程は，変成作
用の時間軸を検討する上で重要である．この講演では長崎県西彼杵
半島の高圧型変成岩中に見られる砕屑性ジルコンの変成リムに注目
し，変成作用中のジルコンの成長が界面律速型であると推定した．
更に，成長の動力学をモデル化することでジルコンの成長継続時間
の見積もりを行い，変成場の時間発展を推定している．

地質年代学，変
成ジルコン，長
崎変成岩

R4-O-14

9月11日（日）
14:45〜15:00
第6会場（3407）

原田悠暉
ほか

四国中央部に分布する
秩父帯北帯におけるメ
タチャートの延性変形

西南日本に広く露出している三波川変成帯と四万十帯の関係は，
その間に存在する秩父帯の関係性も含めて未だ共通見解が得られ
ていない．講演者らは，三波川帯と御荷鉾－秩父帯のメタチャー
トを対象とし，電子線後方散乱回折を用いて鉱物の結晶方位パ
ターンを調べた．変形に伴って岩石中で鉱物の方位がどのように
発展したかの検討を行うことで，御荷鉾－秩父帯北帯が三波川沈
み込み帯の上盤側を成していた可能性を指摘している．

SEM-EBSD，西
南日本外帯，延
性変形
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R4-P-4

9月11日（日）
ポスター会場
13:00〜14:20

田口知樹
ほか

石 英 仮 像 内 の 非 晶 質
SiO2相：蘇魯超高圧エ
クロジャイトの例

集束イオンビーム加工装置（FIB）と透過型電子顕微鏡（TEM）
を用いて，超高圧変成岩中に含まれるザクロ石の中の，SiO2包有
物の詳細な記載を行っている．3GPaを超える超高圧変成作用下で
は，SiO2は通常コース石となるが，この試料中では非晶質物質と
してのSiO2が見いだされた．講演者らは超高圧変成岩の上昇・冷
却過程で関与した「超臨界流体」が非晶質SiO2相の形成に大きな
役割を果たしたと考察している．

超 高 圧 変 成 作
用，集束イオン
ビ ー ム 加 工 装
置，多相固体包
有物

R５．地域地質・層序
R5-P-39

9月10日（土）
ポスター会場
コアタイム
13:45〜15:05

石川杏奈
ほか

統合国際深海掘削計画
（IODP）第333次研究
航海Site C0011における
鮮新統浮遊性有孔虫化
石層序

演者らは，北西太平洋における鮮新統浮遊性有孔虫化石基準面の
年代解明を目指し，南海トラフで実施されたIODPで得られた深
海底コア試料を用いて，浮遊性有孔虫化石層序を検討した．その
結果，幾つかの基準面を確認し，その年代を明らかにした．中〜
高緯度海域での化石基準面の年代議論については，これまで研究
例が少ないため，本研究成果は鮮新世の詳細な浮遊性有孔虫化石
層序構築において非常に意義がある．

浮遊性有孔虫化
石 層 序 ， 鮮 新
統，北西太平洋

R７．海洋地質
R7-O-3

9月10日（土）
9:30〜9:45
第1会場（3305）

八木雅俊
ほか

沿岸域に分布する活断
層を対象としたSeismic 
Trenchingへの試み －
日奈久断層帯海域延長
部の例－

通常数100 mの測線間隔で実施されている海底活断層の高分解能
地層探査を25 m間隔という密な観測にすることで海底下構造の3D
可視化に成功し，これまで困難であった水平横ずれ成分の変動を
捉えた研究である．海域における活断層研究の分野にSeismic 
Trenchingという新たな手法を開拓し，陸域のトレンチ観測に対
応した活動履歴解読の高度化への可能性を示している．

高分解能地層探
査 ， 3 D 構 造 解
析 ， S e i s m i c 
Trenching

R7-O-7［招待］

9月10日（土）
10:45〜11:15
第1会場（3305）

兵藤　守
ほか

地 震 発 生 サ イ ク ル シ
ミュレーションとその
地震発生予測への活用

日本海溝・南海トラフの地震発生を計算機シミュレーションによ
り再現した最新の成果が紹介される．計算結果は断層摩擦則の各
種パラメタに依存するが，地震履歴や測地観測の情報を用いて過
去の地震発生の再現に成功している．また，将来予測や地震発生
にともなう誘発現象についても検討されている．地震性タービダ
イト等，古地震研究のモデル計算への寄与など地質学との連携の
貴重な情報交換の場となることが期待される．

地震発生サイク
ル，海溝型巨大
地震，断層摩擦
則

R7-O-8［招待］

9月10日（土）
11:15〜11:45
第1会場（3305）

池原　研 地震性タービダイトに
よる地震発生履歴研究
の現状と課題

地震性タービダイトは地震履歴復元において強力なツールとして
挙げられるが，一方で適用できる条件について十分な検討が必要
である．日本周辺の地震性タービダイト研究の第一人者により，
海洋域の古地震研究の国内外の最近の動向と問題点，今後の地震
性タービダイト研究の課題についてまとまった話を聞ける絶好の
機会である．

地震性タービダ
イト，古地震，
東北地方太平洋
沖地震

R7-O-10

9月10日（土）
12:00〜12:15
第1会場（3305）

大村亜希子
ほか

全有機炭素の放射性炭
素年代連続測定による
海底イベント堆積物認
定の試み

熊野沖の海底堆積物の年代決定に全有機炭素の放射性炭素年代を
用いた新しい手法を導入し，15世紀以降の地震と洪水に対応する
可能性のあるイベント堆積層を特定した．タービダイトを含まな
い半遠洋性泥のイベント特定は困難であるが，全有機炭素の放射
性炭素年代の連続測定による年代値の逆転から再堆積イベント層
が認定できた．この手法により，これまで認められていなかった
海底イベント堆積物の発見が期待される．

半遠洋性泥，放
射性炭素年代測
定，海底イベン
ト堆積物

R８．堆積岩の起源
R8-O-4

9月11日（日）
9:30〜9 :45
第4会場（3303）

安江健一
ほか

電子スピン共鳴法を用
いた後背地解析技術の
研究

本研究では，砕屑性石英粒子の電子スピン共鳴信号によって，東
海層群における後背地の変遷と共に，供給源であった岩体の特定
に成功している．砕屑性石英粒子は，後背地に関する情報が乏し
いために，従来は“沈黙の粒子”として扱われていたが，この状況
に風穴を開ける講演になる．

石英粒子，電子
スピン共鳴，後
背地解析

R8-O-5

9月11日（日）
9:45〜10:15
第4会場（3303）

笹尾英嗣 ウラン鉱床の形成プロ
セスと堆積・続成作用
との関連性

ウラン鉱床の形成プロセスを精査することで明らかになる酸化－
還元状態や鉱物吸着反応が議論される．原生代と顕生代では，時
代によってウラン鉱床の形成プロセスが異なっていたことが紹介
され，また，国内最大の東濃ウラン鉱床の成因も議論される．

ウラン鉱床，酸
化－還元，鉱物
吸着反応

R９．炭酸塩岩の起源と地球環境
R9-O-1［招待］

9月12日（月）
8:45-9 :15
第4会場（3303）

松田博貴 炭酸塩続成作用と炭酸
塩堆積物に基づく古環
境解析

炭酸塩堆積学および続成過程に関する研究分野をリードする一人，
松田博貴氏による招待講演である．炭酸塩堆積物や生物骨格の地球
化学的情報を用いた古環境解析には，堆積・続成過程についての十
分な理解が必須である．炭酸塩続成作用の基本を再確認し，古環境
解析において特に留意する点が議論される．また，炭酸塩研究のさ
らなる発展のために，今後検討すべき課題も議論される．

炭酸塩堆積物，
続成作用，古環
境解析

R9-O-5

9月12日（月）
10:00〜10:15
第4会場（3303）

牧野帆乃香
・佐野弘好

沖縄県久米島・新第三
系玄武岩中の石灰質裂
か充填堆積物の供給源

沖縄県久米島に露出する玄武岩中のネプチュニアンダイク（石灰
質裂か充填堆積物）の産状および鏡下での観察に基づいて，充填
物の供給源・堆積過程が論じられる．その結果は，現在は地表に
露出していない地層の存在を示唆する．

ネプチュニアン
ダイク，久米島
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東京・桜上水大会　プログラム

R9-P-1

9月12日（月）
ポスター会場
コアタイム
13:00〜14:20

杉 本 雄 祐 ほ
か

モンゴル西部ザブハン
盆地における下部カン
ブリア系微生物岩の多
様性

エディアカラン紀からカンブリア紀にかけての，海洋環境変化と
石灰質微生物類の多様性および特性の変化との関係を解明するた
めの一端を担う研究であろう．モンゴル西部に露出する下部カン
ブリア系石灰岩中の微生物岩と石灰質微生物類について，詳細な
記載と観察に基づいて，石灰微生物類の多様性と生物地球化学的
な特徴が議論される．

前期カンブリア
紀，石灰質微生
物類，多様性

R10．堆積過程・堆積環境・堆積地質
R10-O-6［招待］

9月11日（日）
14:30〜15:00
第4会場（3303）

片岡香子 火 山 砕 屑 堆 積 学 ・ ラ
ハール堆積学：見落と
されていた現象の理解
と復元

この招待講演では，過去の火山性洪水の規模の復元について，
2014年の御嶽山噴火後に発生したラハールの堆積物の特徴と意義
について議論がなされる．火山性洪水，ラハールはともに大規模
な災害を引き起こしうる自然現象で，過去の発生事例の認識やそ
の規模の推定は，防災・減災の立場から不可欠である．火山砕屑
物の研究を通じて，講演者が行ってきた防災分野に対する貢献を
理解し，堆積学分野の社会への貢献の事例を知る良い機会となる
であろう．

ラハール，火山
性洪水，御嶽山
噴火

R10-O-11

9月11日（日）
16:00〜16:15
第4会場（3303）

武藤鉄司 デ ル タ 性 陸 棚 成 長 の
オート層序学的考察: 多
サイクル海水準変動の
もとでの大規模オート
ジェネシスの収束

広さの違うデルタ性大陸棚で海水準変動が起きた時，河川やデル
タがどのように応答するかを実験的な研究を通じて検証した成果
がこの講演では示される．これはオート層序学な立場から，沖積
河川上流端〜大陸棚縁辺までの大きな系の発達について理解を試
みた，先駆的な研究である．大陸棚が狭い時，広い時で，海進現
象や平衡河川の実現されるタイミングに違いがあるという結論が
興味深い．

オート層序学，
平衡河川，大陸
棚の広さ

R10-O-13

9月11日（日）
16:30〜16:45
第4会場（3303）

大西由梨
ほか

重力流堆積物の長距離
マッピングにより明ら
かにされた高流砂階の
堆積構造の形成条件

これは宮崎層群青島層の最大700mに渡って連続する露頭におい
て，高流領域の流れ条件下で形成されたセディメントウェーブの
内部構造を数10cm間隔で記載し，その形成過程を議論した研究で
ある．高流領域の混濁流からの堆積作用は，堆積学分野で最も
ホットな話題の 1 つである．丹念な記載に基づき，これまでのモ
デルと異なる堆積過程を示した成果について，活発な議論が期待
される．

タービダイト　高
流領域　セディメ
ントウェーブ

R10-P-10

9月12日（月）
13:00〜14:20
ポスター会場

角張友律
ほか

ニュージーランド沖カ
ンタベリー堆積盆地に
おけるコア解析と震探
断面の再解釈に基づく
更新世海水準変動と堆
積シーケンス形成の関
連

この研究ではニュージーランド南島東縁のカンタベリー堆積盆
で，更新世以降に形成された堆積シーケンスの再解釈がなされて
いる．興味深い点は，｢0.7Ma以降の長周期・高振幅の海水準変動
のもとでは，海水準低下量がその前の海水準低下を上回る時，
シーケンス境界の形成される傾向が新たに示されたこと｣であ
る．これはシーケンス境界形成の理解に一石を投じる内容であ
る．

シ ー ケ ン ス 境
界 ， カ ン タ ベ
リー盆地，海水
準低下量

R11．石油・石炭地質学と有機地球化学
R11-O-5［招待］

9月12日（月）
10:15〜10:45
第6会場（3407）

三田　勲 水溶性天然ガスとヨウ
素鉱床について

我が国の天然ガス生産量の約15%を占める水溶性ガス田．その中
でも数百年分の埋蔵量を誇る南関東ガス田．世界でも稀なこの天
然ガス鉱床の中で，極めてガス生産性の高い茂原型鉱床の地質学
的特徴と，世界生産量の1 / 3（世界第二位）を占めるヨウ素の化
石海水への濃集機構について，国産資源の最新事情が語られる．

南関東ガス田，
茂原型，ヨウ素

R11-O-7［招待］

9月12日（月）
11:00〜11:30
第6会場（3407）

小鷹　長 パプアニューギニアに
おける石油天然ガスの
探鉱開発　－地質学が
果たした役割－

未開の地の地下深くに存在する石油や天然ガスをどうやって探し
当てるか？そしていかに日本へと運ぶか？パプアニューギニアを
舞台にした壮大な石油天然ガスの開発生産プロジェクト．その中
で地質屋が果たした役割とは？

石油探鉱，地下
構造解釈，パプ
ア褶曲帯

R12．岩石・鉱物の変形と反応
R12-O-1［招待］

9月12日（月）
9:00〜9 :30
第2会場（3307）

中島淳一 プレートの沈み込みと
地震：地震波で診る流
体の影

プレート境界地震はそこでの間隙流体圧と密接に関係しており，
スロースリップや深部低周波微動の発生にはきわめて高い間隙流
体圧が必要であることが知られている．ただし，まだそれらのメ
カニズムの理解は十分でない．中島氏の講演では地震波形を用い
た高精度な震源決定および構造解析によるスラブ内およびプレー
ト境界での水の挙動を示していただく．中島氏の講演を聞いて地
下の流体の影を見逃すな！

プレート沈み込
み帯，流体，地
震波形

R12-O-10［招待］

9月12日（月）
14:30〜15:00
第2会場（3307）

野田博之
ほか

室内実験結果を用いた
地 震 サ イ ク ル シ ミ ュ
レーション：日本海溝
沈み込み帯とJFASTコ
ア試料を例として

断層の力学的な性質は地震やその繰り返しのモデリングで不可欠
な要素である．野田氏らの講演では、2011年東北地方太平洋沖地
震調査掘削（JFAST）での断層岩調査や変形実験で得られた成果
を組み込んだ，より現実的な地震サイクルシミュレーションの成
果を発表していただく．本講演で地震発生の理解に対する地質学
の可能性がより見えてくる！

地震発生，摩擦
特性，モデリン
グ
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R13．沈み込み帯・陸上付加体
R13-O-7［招待］

9月11日（日）
14:45〜15:15
第2会場（3307）

日野亮太 近地観測から見えてき
た2011年東北地方太平
洋 沖 地 震 前 後 で の プ
レート境界断層の挙動

2011年東北地方太平洋沖地震前後では驚きの近地観測結果が得ら
れている．地震前にはプレート境界断層でゆっくりすべりやすべ
りの加速が，地震後には粘弾性緩和に支配された地殻変動やプ
レート境界断層における余効すべりが起こっていた．本講演で
は，これら画期的な観測結果について紹介して頂く．

東北沖地震，粘
弾性緩和，余効
すべり

R13-O-16［招待］

9月11日（日）
17:15〜17:45
第2会場（3307）

森　康ほか 蛇紋岩メランジュにお
ける流体岩石相互作用
と反応促進型透水性：
深部スロー地震との関
連

沈み込み帯深部スロー地震はどのように発生しているのであろう
か？その謎を解く鍵は，深部スロー地震発生深度で形成された蛇
紋岩メランジュにあるのかもしれない．本講演では，長崎変成岩
類中に分布する蛇紋岩メランジュからみた深部スロー地震の地質
学的描像について紹介して頂く．

深 部 ス ロ ー 地
震，蛇紋岩メラ
ンジュ，曹長石
化

R14．テクトニクス
R14-O-11［招待］

9月10日（土）
11:30〜12:00
第2会場（3307）

谷　健一郎
ほか

伊豆衝突帯花崗岩類の
系統的なジルコンU-Pb
年代測定から明らかに
なった島弧－島弧衝突
のテクトニクスとマグ
マティズム

活動的な海洋性島弧が別の島弧に衝突する唯一の島弧‐島弧衝突
帯である伊豆衝突帯から得られた花崗岩類について，発表者らは
ジルコンU-Pb年代測定法を用いた系統的な年代測定及び地球化学
的モデリングを行った．これにより，伊豆衝突帯において生じた
花崗岩質マグマ活動に明瞭な時空間変遷が存在すること，そして
そのマグマの地球化学的特徴は衝突前の伊豆小笠原弧の地殻構造
によって制約されることを明らかにした．さらに詳細な伊豆衝突
帯の形成発達史について，北部伊豆小笠原弧の地殻構造について
の新知見も交えながら議論する．

ジルコン，花崗
岩類，伊豆衝突
帯

R17．情報地質とその利活用
R17-O-1

9月11日（日）
8:45〜9 :00
第8会場（3403）

内 藤 一 樹 ・
渡辺和明

地質文献データベース
（GEOLIS）を題材にし
た地質情報のLOD化の
試み

さまざまなデータの流通を促進し，自由な活用を目指すための方
法としてリンクト・オープン・データ（LOD）の利用が広まりつ
つある．LODを地質情報に適用することで，多様な地質情報が相
互に結び付けられ，異なるデータベースに跨る情報を一度に扱う
ことができるようになる．本発表では，地質調査総合センター
（GSJ）でのLOD構築の事例と利活用可能なデータが紹介され
る．

LOD, 地質情報，
データベース

R19．応用地質学一般およびノンテクトニック構造
R19-O-1［招待］

9月11日（日）
10:00〜10:30
第7会場（3408）

向山　栄 最近の地形計測・表現
技術の地質学への貢献

航空レーザー測量による詳細な地形データの取得や，GISを用い
た空間情報の表現・解析手法は，近年，急速な発達を遂げつつあ
る．この講演は，新しい地形解析・地形表現技術の開発と，その
応用地質学的な適用性・発展性に関する研究動向などについて，
第一線で取り組まれてきた向山会員に，招待講演としてご紹介い
ただくものである．

地形計測，地形
表現技術，航空
レーザー測量

R20．地学教育・地学史
R20-O-4

9月11日（日）
9:30〜9 :45
第2会場（3307）

矢島道子 東京大学地球惑星科学
専攻図書室保存書庫の
貴重史料

地質学の研究を進めていくには，新しい資料，新しい考え方がも
ちろん重要だが，過去の研究の歴史に学ぶことも大切である．東
京大学地球惑星科学専攻図書室には貴重資料がたくさんある．そ
の一部を紹介する．

東京大学，貴重
資料，地学史

R21．第四紀地質
R21-O-3

9月11日（日） 
15:00〜15:15
第3会場（3308）       

山田　桂・
池原　実

貝形虫殻の酸素・炭素同
位体比を用いた古気候
の定量的復元の可能性

中海における事例研究として，表層堆積物コア試料に含まれる貝
形虫殻の酸素同位体比の変動が中海の水理環境の変動とそれを引
きおこした気候変動をよく反映していることを示した．成体殻の
酸素同位体比からは大規模な洪水に対応した塩水楔の侵入が解明
された．また，A-1殻の酸素同位体比からは，冬〜春の水温低下
か，もしくは底層の塩分濃度の増加が示唆された．古気候復元に
ついての新しいアプローチとして評価できる．

貝形虫，中海，
酸素同位体比

R21-O-4

9月11日（日） 
15:15〜15:30
第3会場（3308）       

長橋良隆
ほか

大山倉吉テフラと山陰1 
テフラの層序と年代：
若狭湾沖堆積物コアと
水月湖SG06 コアによる
検討

大山倉吉テフラは中部から東北南部にまで分布する，更新世後期
のよく知られた広域テフラのひとつである．しかし，14C年代測定
法の測定限界を超える古さであることや，火山ガラスが消失して
いる場合が多く組成的特徴が確定できないことなどが原因で，層
位関係や年代については議論が多かった．その難問が若狭湾と水
月湖のコア試料の対比によって，SAN１および三瓶－若狭テフラ
との層位関係とともに明確な年代指標（SG06水月湖年代）を与え
られた意義は大きい．

更新世後期，広
域テフラ，日本
海

R22．地球史
R22-O-1

9月 1 2 日 （ 月 ） 
11:00〜11:15 
第4会場（3303）     

沢田　健・
風呂田郷史

北海道における中新世
の海洋基礎生産変動の
復 元 ： 北 太 平 洋 の オ
パールシフトの記録

今年の地球史セッションは，若い時代から古い時代へと研究発表
を進める．その先鋒を飾るのは沢田氏らによる中新世の有機地球
化学の研究発表である．中新世はイネ科植物が繁茂する大地，珪
藻が繁茂する海洋という，珪素をキーワードとする物質循環の大
変化が起こった時代である．有機地球化学的手法により中新世の
地球表層の珪素循環とオパールシフトの理解に重要な一石を投じ
た彼らの研究成果をハイライトしたい．

中新世，オパー
ルシフト，バイ
オマーカー
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R22-O-2

9月12日（月）
11:15〜11:30
第4会場 （3303）     

臼井洋一
ほか

南鳥島周辺の遠洋性赤
色粘土より測定した白
亜紀最後期からの風成
塵粒子サイズ変動

地球電磁気学界の風雲児，臼井洋一がついに地質学会に入会．彼
が地質学会員として最初の発表に地球史セッションを選んだこと
を，世話人一同は強い緊張感をもって迎え入れる．彼が選んだの
は，希土類泥としても注目を集める遠洋性赤色粘土であった．そ
れは，あらゆる微化石を含まない不毛の地の産物である．彼らは
地球電磁気学の研究に鉱物学的検討を組み合わせ，中緯度北大西
洋における新生代の気候変動の解読に挑む．

赤色粘土，風成
塵

R22-O-6［招待］

9月12日（月）
15:00〜15:30
第4会場（3303）

大河内直彦 ポルフィリンを用いた
古環境復元：原理と応
用

地球史において最も重要な転機は酸素発生型光合成生物の登場と
進化であろう．これにより大気の組成は激変し，生体エネルギー
通貨ATPが効率よく合成されるようになった．主要な色素化合物
はポルフィリンとなって堆積物中に保存される．これは基礎生産
者の生理生態を直接保存する重要な指標となる上に，窒素を含む
ため太古の窒素循環の情報も保持している．人気ノンフィクショ
ン作家でもある大河内氏が最新の研究成果を大いに語る．必見．

光合成色素，ク
ロロフィル，ポ
ルフィリン

R22-O-8

9月12日（月）
15:45〜16:00
第4会場（3303）

静谷あてな
ほか

有機地球化学分析から
みた南中国揚子プラッ
トフォームにおける新
原生代マリノアン氷期
周辺の海洋生物変動

後期原生代のマリノアン氷期と，その後の堆積物であるキャップ
カーボネート堆積期にかけて，どのような生物相の変化が起こっ
たのかを有機地球化学的手法を基に検討した静谷ほかの研究をハ
イライトする．複数のセクションの対比研究を行うことで，ス
ノーボールアースからの回復時の生物相にローカルな環境因子が
どのように影響しているかを評価している．

真 核 生 物 ， ス
ノーボール

R22-O-11

9月12日（月）
16:30〜16:45
第4会場（3303）

梅田早織
ほか

南アフリカ・バーバー
トン緑色岩帯にみられ
る初期太古代の海底熱
水活動による珪化変質
作用

セッションのトリを飾るのは，太古代の研究である．その中で
も，太古代の熱水の地球化学に注目した梅田氏らの研究に脚光を
当てたい．現在の海洋底変成作用が還元的・酸性の熱水循環が特
徴であるのに対し，太古代ではアルカリ熱水からの炭酸塩の沈殿
や，Mg，P，Siの海水への供給が支配的であった．彼らの新たな
研究結果は珪化が炭酸塩岩化した岩石に選択的に起こり，様々な
元素を供給する重要なメカニズムであったことを示す．

初期地球表層環
境，アルカリ熱
水

R23．原子力と地質科学
R23-O-7［招待］

9月12日（月） 
10:15〜10:45 
第7会場 （3408）     

須貝俊彦 関東平野・濃尾平野周
辺域における第四紀後
期の海水準・ 地殻変動
と侵食・堆積作用によ
る地形発達史

地層処分における長期的な安全性を評価するためには，日本列島
の長期的な地形の変化・変動を科学的データに基づいて理解する
ことが不可欠である．本講演では，濃尾・関東平野とその後背流
域を対象に第四紀 後期の地形発達史を概観し，長期的な地形変化
を解明するための課題について，最新の知見も含め紹介する．

地層処分，長期
変動，地形発達
史

R23-O-9［招待］

9月12日（月） 
11:00〜11:30
第7会場（3408）     

丸井敦尚 沿岸域の地下水環境と
その長期安定性

地層処分において地下環境中の地下水流動の長期的挙動を理解す
ることは，地層処分の安全性を評価する上で不可欠である．とく
に沿岸領域の評価も将来避けて通ることはできない．講演では，
沿岸域の深部地下水環境の安定性について，最新の知見も含め，
現在の課題を挙げ解決すべき問題点を示す．

地層処分，地下
水環境，長期安
定性，沿岸領域
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※講演番号は，シンポジウム（S），トピックセッション（T），レギュラーセッション（R）のそれぞれに，ポスター（P）/ 口頭（O）の記号と各セッション内での通し番号を付与しています．
※講演要旨とプログラムとで発表題目や著者氏名が異なっている場合，講演要旨を正しいものとします．
※太字氏名：代表発表者．　★印：ハイライト（本誌 p.（12）を参照）．　（招待）：招待講演．（エントリー）：優秀ポスター賞エントリー講演

会場

9：00

■ 9 月 10 日（土）午前

第 5会場（3405 教室）
T5．都市地盤の地質学

座長：1-3 中澤　努，4-6 北田奈緒子， 7-9 小松原純子，10-11 
松浦一樹

9：45 T5-O-1（招待）★
関東地域における強震動評価のための浅部・深部統合地盤モデ
ルの構築．先名重樹
10：00 T5-O-2
微動アレー探査による伏在断層の新探索手法と課題．原山　
智・信州大学震動調査グループ
10：15 T5-O-3★
関東平野南部，武蔵野台地地下に伏在する上総層群の層序・編
年に関する最近の研究．鈴木毅彦
10：30 T5-O-4
千葉県下総台地北部における更新統木下層谷埋め堆積物の層相
と物性の変化．中澤　努・坂田健太郎・野々垣進・本郷美佐
緒・中里裕臣
10：45 T5-O-5
茨城県筑波台地の地下に分布する更新統谷埋め堆積物の層序の
再検討．坂田健太郎・納谷友規・中澤　努・本郷美佐緒・中里
裕臣
11：00 T5-O-6
大磯丘陵の中・後期更新世テフラのカタログの高度化と下総層
群の編年への適用．中里裕臣・坂田健太郎・中澤　努
11：15 T5-O-7
千葉県千葉〜船橋地域における下総層群の層序と地質構造．納
谷友規・坂田健太郎・宮地良典・小松原純子・中里裕臣・中澤
　努
11：30 T5-O-8
多摩川低地における沖積層の堆積相とその時空間分布．田辺　
晋・中島　礼・石原与四郎
11：45 T5-O-9
大阪平野の表層地盤と地下水環境情報の融合について．北田奈
緒子・伊藤浩子・三村　衛・竹村恵二
12：00 T5-O-10
地質環境問題と地質のオーダー －アーバン地質学の発展を目指
して－．風岡　修・楡井　久・高嶋　洋・香川　淳・吉田　剛
12：15 T5-O-11（招待）★
地質・地盤情報の法整備に向けた取り組み．栗本史雄

第 2会場（3307 教室）
R14．テクトニクス

座長：1-3 武藤　潤，4-6 大橋聖和，7-9 安江健一，10-11 針金
由美子
9：00 R14-O-1
2016年熊本地震の地質学的背景と断層調査報告．大橋聖和・向
吉秀樹・小林健太
9：15 R14-O-2
阿蘇山下のマグマレザーバと2016年熊本地震の破壊過程の関
係：重力インバージョンにより推定される低密度体．宮川歩
夢・住田達哉・大久保泰邦・奥脇　亮・大坪　誠・上澤真平・
八木勇治
9：30 R14-O-3
熊本地震前後のb-値の時空変化．大槻憲四郎
9：45 R14-O-4
富士川河口断層帯における2014年度浅部高分解能地下構造探査
の結果報告．狩野謙一・伊藤谷生・渡辺俊樹・小田原啓・山本
玄珠・藤原　明・阿部　進
10：00 R14-O-5
1948年福井地震震源域および福井平野東縁断層帯の高精度反射
法地震探査および重力探査．石山達也・佐藤比呂志・加藤直
子・越谷　信・佐々木弾・戸田　茂
10：15 R14-O-6
四国西部，古第三紀における中央構造線のK-Ar年代測定による
運動時期．窪田安打・竹下徹・八木公史・板谷徹丸
10：30 R14-O-7
中部地方の領家花崗岩中に発達するヒールドマイクロクラック
を用いた古応力解析：特に中央構造線と直交する方向での変化
について．金井拓人・高木秀雄
10：45 R14-O-8
横すべり断層に伴うR1シア型およびPシア型の副断層形成に関
するアナログモデル実験．島田拓弥・山北　聡
11：00 R14-O-9
褶曲・断層構造からみた北部フォッサマグナ地域の隆起過程．
小林健太・飯田圭輔
11：15 R14-O-10
島弧における2つの重要な下部地殻プロセス〜コヒスタン古島弧
の例．中島　隆・河野義生・Kausar Allah Baksh・Khan Said 
Rahim
11：30 R14-O-11（招待）★
伊豆衝突帯花崗岩類の系統的なジルコンU-Pb年代測定から明ら
かになった島弧－島弧衝突のテクトニクスとマグマティズム．
谷　健一郎・齊藤　哲・金丸龍夫・相馬伸介・Dunkley Daniel J.

第 1会場（3305 教室）
R7．海洋地質

座長：1-6 板木拓也，7-11 芦　寿一郎

9：00� R7-O-1
反射法データによる沖縄トラフの断層発達と海底火山の内部構
造．新井隆太・高橋　努・小平秀一・海宝由佳・三浦誠一・金
田義行
9：15� R7-O-2
富山トラフおよび周辺海域のネオテクトニクス．竹内　章
9：30� R7-O-3★
沿岸域に分布する活断層を対象としたSeismic Trenchingへの試
み－日奈久断層帯海域延長部の例－．八木雅俊・坂本　泉・田
中博通・藤巻三樹雄・根元謙次・アイダン オメル
9：45� R7-O-4
熊野沖南海トラフ巨大分岐断層周辺の海底地すべり．金松敏
也・芦寿一郎・池原　研・KH-15-2 Leg3乗船者
10：00� R7-O-5
貝化石を用いた東海沖シロウリガイ巨大コロニー形成過程の解
明： 放射性炭素年代の可能性．矢ヶ崎一浩・芦　寿一郎・横山
祐典・宮入陽介・倉本真一
10：15� R7-O-6
紀伊半島沖から採取された泥質タービダイトの特徴とその認定
の試み．奥津なつみ・芦寿一郎・大村亜希子・山口飛鳥・菅沼
悠介・金松敏也・村山雅史
10：30（休憩）
10：45� R7-O-7（招待）★
地震発生サイクルシミュレーションとその地震発生予測への活
用．兵藤　守・堀　高峰・中田令子・有吉慶介
11：15� R7-O-8（招待）★
地震性タービダイトによる地震発生履歴研究の現状と課題．池
原　研
11：45� R7-O-9
日本海溝陸側斜面mid-slope terraceのタービダイト堆積と地震
動との関連性．宇佐見和子・池原　研・金松敏也
12：00� R7-O-10★
全有機炭素の放射性炭素年代連続測定による海底イベント堆積
物認定の試み．大村亜希子・宮入陽介・平林頌子・横山祐典・
芦寿一郎
12：15� R7-O-11
南海トラフ土佐ばえ海盆の活断層とタービダイト：KY13-17航
海とH15-2 Leg 3 航海の成果．岩井雅夫・池原研・金松敏也・
芦　寿一郎・KY13-17 航海並びにKH15-2 Leg3 航海乗船研究者
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■ 9月 10 日（土）午前

会場

9：00

3206 教室（3号館 2階）
S1．みんなで考えよう，都市ハザードから放射性廃棄物問題まで

　－科学技術と社会科学の融合－（企業編）
座長：1-5 竹内真司

9：00 S1-O-1（招待）
空中物理探査の自然災害への適用．北原哲郎・結城洋一
9：30 S1-O-2（招待）
遠隔操作によるマルチクローラ型無人調査ロボットの開発．上
條宏明・南澤孝太・小栁栄次
10：00 S1-O-3（招待）
災害リスク情報と防災まちづくり．寺脇　学
10：45 S1-O-4（招待）
沿岸海底下処分における考慮事項．河村秀紀・Chapman Neil
11：15 S1-O-5（招待）
海水準変動を考慮した淡塩密度流解析．菱谷智幸・前村庸之
11：45（総合討論）

第 8会場（3403 教室）
R1．深成岩・火山岩とマグマプロセス

座長：1-4 市山祐司，5-9 加々島慎一

9：00 R1-O-1
南部北上山地，カンブリア紀甫嶺珪長質岩類の産状について．
土谷信高・足立達朗・中野伸彦・小山内康人
9：15 R1-O-2
阿武隈帯中央部に分布する角閃岩および花崗岩類の地球化学的
特徴．加々島慎一・鏡　早智・勝見貴史・斉藤翔里・松田秀
平・吉田哲平
9：30※講演取消 R1-O-3
西南日本，白亜紀火成活動の形成年代と組成変化．大和田正
明・亀井淳志・宮下由香里・浦島遼平・西塚　大
9：45 R1-O-4
ジルコンのU-Pb年代にもとづく山陽帯―領家帯の白亜紀火成活
動史および削剥史．早坂康隆・田島詩織
10：00 R1-O-5
瀬戸内高マグネシウム安山岩マグマ成因についてのマントル/メ
ルト反応仮説に対する地質学的検定．眞島英壽
10：15 R1-O-6
早池峰-宮守オフィオライト中の超苦鉄質貫入岩から推定するオ
ルドビス紀のマントルの熱状態．木村皐史・小澤一仁
10：30 R1-O-7
Mg かんらん石に富む深成岩中の spinel-hosted mineral 
inclusion の形成過程．前田仁一郎
10：45 R1-O-8
緑色岩の層序と岩石化学的検討による海洋域火山体の形成史の
推定―北海道静内・三石地域を例として―．小澤愛美
11：00 R1-O-9
嶺岡・瀬戸川帯かんらん岩類の再検討：IBM前弧玄武岩の溶け
残りマントルか？市山祐司

R2．岩石・鉱物・鉱床学一般
座長：1-2 五十公野裕也

11：30 R2-O-1
地球活動と構成物変化：炭素と水銀含有物の特徴と将来．三浦
保範
11：45 R2-O-2
和歌山県串本町の海岸に産する銅・亜鉛・鉛の含塩素二次鉱物
と鉄の硫酸塩二次鉱物．石橋　隆

第 6会場（3407 教室）
R5．地域地質・地域層序・年代層序

座長：1-4 内野隆之，5-8 堤　之恭，9-13 松原典孝

9：00 R5-O-1
関東山地，武甲山石灰岩下位の宇遠沢輝緑凝灰岩の主要・微量
元素組成．冨永紘平・久田健一郎・谷口英嗣・町田嗣樹・安川
和孝・加藤泰浩
9：15 R5-O-2
千葉複合セクションにおける高解像度Matuyama-Brunhes地磁
気逆転記録．岡田　誠・羽田裕貴・菅沼悠介・風岡　修
9：30 R5-O-3
横須賀軍港地域の地質とナウマンゾウの産地．蟹江康光
9：45 R5-O-4
赤石山脈、赤石構造帯に発見した黒瀬川帯の構成要素．坂本正
夫・長谷川美行・狩野謙一・酒井幸雄
10：00 R5-O-5
富山県の新第三系八尾層群東別所累層の底生有孔虫化石層序．
松永泰明・石垣武久
10：15 R5-O-6
U-Pb及びFT年代測定による富山県八尾地域の新第三系層序の
再検討．中嶋　健・檀原　徹・岩野英樹・山下　透・佐脇貴
幸・渡辺真人・中西　敏・三石裕之・山科起行・今堀誠一
10：30 R5-O-7
濃飛流紋岩のジルコンU-Pb年代：約70 Maの急速形成．星　博
幸・岩野英樹・檀原　徹・酒向和希
10：45 R5-O-8
玄武岩質岩を伴う下部〜中部三畳系珪質岩．佐野弘好・指田勝
男・上松佐知子・奥村よほ子
11：00 R5-O-9
舞鶴帯に見られるペルム―トリアス紀の後背地変遷．堤　之恭
11：15 R5-O-10
山口県美祢市における秋吉帯常森層の岩相と堆積環境．脇田浩
二・吉田瑠理
11：30 R5-O-11
四国東部，那賀地域の黒瀬川帯・三宝山帯の地質構造．村田明広
11：45 R5-O-12
フィリピン，レイテ島北西部新第三系の浮遊性有孔虫生層序．
古澤明輝・間嶋隆一・加瀬友喜・林　広樹・Yolanda M. 
Aguilar・Allan Gils. Fernando
12：00 R5-O-13
アラビア湾南岸地域におけるバレミアン階炭酸塩岩の化学層
序．水島大輔・高柳栄子・石田圭史郎・淺原良浩・山本鋼志・
佐藤時幸・井龍康文
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会場

8：45

■ 9 月 11 日（日）午前

第 1会場（3305 教室）
R7．海洋地質

座長：12-16 坂本 泉，17-21 小原泰彦 

9：00 R7-O-12
南鳥島北方の海底地形と海底地形名 小原泰彦
9：15 R7-O-13
島弧創成成長プロセスと海底拡大軸のインタラクション—伊豆
マリアナ前弧域KH-14-5航海—．石塚　治・針金由美子・谷　健
一郎・山崎俊嗣・田村千織・芦田将成・櫻本晋洋・海野進・金
山恭子・八木雅俊・坂本　泉・飯島さつき・井上智仁・Ghosh 
Tithi・宮嶋優希
9：30 R7-O-14
伊豆・小笠原弧のスミスリフトと北部フォッサマグナの類似性
とその成因に関する一考察．藤岡換太郎
9：45 R7-O-15
スミスカルデラ北部における水中音響異常と熱水変質帯．松下
小春・坂本　泉・上原太樹・八木雅俊・岡村　聡・棚橋道郎
10：00 R7-O-16
鉄マンガンクラスト表層に観察できる微細成長構造の古地磁気
層序による年代制約．高橋浩規・小田啓邦・野口敦史・臼井　
朗・河合　淳・佐藤雅彦・伊藤　孝
10：15（休憩）
10：30 R7-O-17
マントルセクション中のダイクの分布から推定されるオマー
ンオフィオライトにおけるマグマソースのバリエーション．
Python Marie・Ceuleneer Georges・Abily B é n é d i c t e・荒井章
司
10：45 R7-O-18
海洋下部地殻物質のモード組成と岩石物性の関係：大西洋とイ
ンド洋における2つの海洋コアコンプレックス比較．阿部なつ江
11：00 R7-O-19
北東アラビア海から採取された海洋コアから発見されたeolian-
sand turbiditsの特徴．村山雅史・山下広大・山本祐二・入野智
久
11：15 R7-O-20
薩摩硫黄島長浜湾における海洋底堆積物の堆積作用：コロイド
の沈殿挙動．原田拓人・清川昌一・池原　実
11：30 R7-O-21
プレート沈み込み境界部の地質学的・岩石学的研究に基く超巨
大地震発生回避策—海洋底掘削科学の超長期目標—．石井輝秋

第 2会場（3307 教室）
R20．地学教育・地学史

座長：1-2 矢島道子，3-4 松田義章

8：45 R20-O-1
高校生の科学研究の指導者に求められる姿勢．川勝和哉
9：00 R20-O-2
地学教材としての「小樽軟石」―地学教育における石材の活
用：事例研究―．松田義章・小樽軟石研究会
9：15 R20-O-3
ジオツアー“オンネニクルの森を歩こう”実施報告．重野聖
之・渡辺和明・石渡一人・七山　太
9：30 R20-O-4★
東京大学地球惑星科学専攻図書室保存書庫の貴重史料．矢島道
子

R13．沈み込み帯・陸上付加体
座長：1-5 坂口有人

10：30 R13-O-1
日本海溝におけるチャートの変形・続成過程．亀田　純・岡本
　敦・佐藤公法・藤本光一郎・木村　学
10：45 R13-O-2
台湾チェルンプー断層小断層のラフネス解析：パワースペクト
ル密度とハースト指数の地震前後における変化．橋本善孝・清
水千翔・岸　祥平・葉　恩肇・陸　挽中
11：00 R13-O-3
高知県馬路-魚梁瀬地域の安芸構造線： 岩相・年代境界断層と温
度構造境界断層．原　英俊・原　康祐・中村佳博・森　宏
11：15 R13-O-4
石炭化プロセスにおける炭質物の結晶構造・化学進化：高知県
四万十帯付加コンプレックスの例．中村佳博・原　英俊・鍵　
裕之
11：30 R13-O-5
Detection of frictional heating on faults using Raman spectra of 
carbonaceous material．氏家恒太郎・田畑皓輝・纐纈佑衣・鍵
　裕之・林　為人

第 3会場（3308 教室）
R16．ジュラ系＋

座長：1-3 松岡　篤，4-5 石田直人

8：45 R16-O-1
美濃テレーン上麻生ユニットのチャート岩体から産出した2つの
apical coneを持つFollicucullus．伊藤　剛・北川祐介・松岡　篤
9：00 R16-O-2
上部白亜系和泉層群から産出する花粉・胞子化石－パリノモル
フ生層序を目指して－．吉野恒平・松岡　篤・Wan Xiaoqiao
9：15 R16-O-3
放散虫スプメラリアの珪質殻における成長モデル．堀　利栄・
新木雄之・岩切彰宏・松岡　篤・鈴木紀毅・大金　薫・辻　彰
洋
9：30 R16-O-4（招待）
チャートシーケンスの炭素同位体比層序構築を目指した超微量
有機炭素の同位体比分析法の検討．長谷川　卓・長谷部桂一朗
10：00 R16-O-5
第15回国際放散虫研究集会と放散虫研究の未来．松岡　篤

R15．�古生物
座長：1-5 高津翔平

10：30 R15-O-1
中国雲南省における下部カンブリア系の高分解能年代学：SSF
多様化のタイミング．河野聖那・磯崎行雄・日達宇彦・佐藤友
彦・張　興亮
10：45 R15-O-2
被覆率に基づく異質性の基準化．生形貴男
11：00 R15-O-3
ペルム紀中期末の寒冷化に対する中緯度地域の浅海生物相の応
答： 南部北上帯ペルム系岩井崎石灰岩最上部の岩相・化学層
序．飛田知世・磯崎行雄・田畑美幸・吉田尚弘・松井洋平・坂
井三郎・西澤　学・奥村知世
11：15 R15-O-4
佐世保層群福井層から得られた漸新世フトヘナタリ類（腹足
綱： フトヘナタリ科）の一新種．松原尚志
11：30 R15-O-5
南部北上帯松川地域のペルム紀中期（ワード期）ボレアル型ー
テチス型混合腕足類フォーナ．田沢純一・荒木英夫
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会場

8：45

第 6 会場（3407 教室）
R4．変成岩とテクトニクス

座長：1-4 吉田健太，5-8 東野文子，9-12 桑谷　立

8：45 R4-O-1
Discrepancy between U-Pb zircon and monazite dates in 
granitoids from the Ryoke Belt （Iwakuni-Yanai area, SW 
Japan）．Skrzypek Etienne
9：00 R4-O-2★
領家帯三河地域に産する新期領家花崗岩に見られるU-Pbジルコ
ン年代とCHIMEモナズ石年代の不一致．髙塚紘太・河上哲生・
スクリペク エティエン・坂田周平・大林秀行・平田岳史
9：15 R4-O-3
モンゴル・アルタイ山脈，粗粒藍晶石を含む泥質変成岩中の
紅柱石と珪線石．中野伸彦・小山内康人・足立達朗・大和田
正明・Satish-Kumar M.・Jargalan Sereenen・Syeryekhan 
Kundyz
9：30 R4-O-4
東南極セール・ロンダーネ山地パーレバンデにおける大陸衝突
帯中-下部地殻への塩素に富む流体流入のタイミング．河上哲
生・東野文子・スクリペク エティエン・サティシュ・クマール 
M.・グランサム ジェフリー・土屋範芳・石川正弘・坂田周平・
平田岳史
9：45 R4-O-5★
泥質変成岩におけるスピネル＋斜長石共生の成因．志村俊昭・
原田悠暉・小島　萌
10：00 R4-O-6
ホットな変成岩ナップに被覆された1.9〜1.6Gaの現地性原生界の
被熱と15〜2Maの側方冷却．酒井治孝・平林沙織・岩野英樹・
檀原　徹
10：15 R4-O-7
ドラマイラUHPユニットの変形していない変成花崗岩からの
白雲母Ar-Ar年代．板谷徹丸・兵藤博信・郷津知太郎・Thanh 
Ngo Xuan・Groppo Chiara
10：30 R4-O-8★
西彼杵泥質片岩ジルコン変成リムの成長動力学と成長時間．宮
崎一博・森康・重野未来・檀原徹・岩野英樹・八木公史・菅賢
志・西山忠男・平田岳史
10：45 R4-O-9
海洋プレート拡大軸直下における最上部マントルの構造岩石学
的特徴〜オマーンオフィオライトを例として〜．道林克禎・大
家翔馬・尾上彩佳・小田島庸浩
11：00 R4-O-10
南部マリアナ海溝陸側斜面で採取された海溝カンラン岩の地質
学的研究．大家翔馬・上原茂樹・道林克禎・小原泰彦・石井輝
秋
11：15 R4-O-11
丹沢深成岩体に接する角閃岩の変形微細構造と結晶方位ファブ
リック．水野那希・道林克禎
11：30 R4-O-12
長期流体移動による交代縞構造と２Dパーコレション剪断不安
定．鳥海光弘・福山繭子

第 5会場（3405 教室）
T6�日本列島の構造発達史再考

座長：1-4 青木一勝，5-8 磯崎行雄

8：45 T6-O-1
太平洋型造山帯要素研究におけるジルコンU-Pb年代測定の貢
献： 顕生代日本弧-海溝系の例．磯崎行雄
9：00 T6-O-2
日立カンブリア系の帰属から日本海が開く前の東北日本弧の古
地理を考察する．田切美智雄・堀江憲路・足立達朗
9：15 T6-O-3
北海道東部地域に見られる屈曲構造の形成時期について．片桐
貴浩・大林秀行・成瀬　元・石川尚人・平田岳史・金松敏也
9：30 T6-O-4
LA-ICP-MS U-Pb zircon ages of the Nakanogawa Group in 
the southern Hidaka belt and implications for its provenance 
and protolith of the Hidaka metamorphic rocks．Nanayama 
Futoshi・Takahashi Yutaka・Yamasaki Toru・Nakagawa 
Mitsuru・Iwano Hideki・Danhara Tohru
9：45 T6-O-5
砕屑性ジルコンが示す白亜紀中-後期日本の構造浸食作用の実
態．青木一勝・磯崎行雄・坂田周平・佐藤友彦・山本伸次・平
田岳史
10：00 T6-O-6（招待）
隠岐帯の南限か？：大山南西麓、溝口地域に露出する片麻岩類
のジルコンU-Pb年代．堤　之恭・寺林　優・磯崎行雄
10：15 T6-O-7
ジルコン単結晶をもちいた古地磁気-包有物分析の試み： 丹沢
トーナル岩を例に．山本伸次・佐藤雅彦・山本裕二・大野正
夫・綱川秀夫
10：30 T6-O-8（招待）
レーザーアブレーションICP質量分析法による砕屑性ジルコン
分析の技術的進展．坂田周平・大野　剛・大林秀行・平田岳史

T7．文化地質学
座長：1-3 一田昌宏

11：00 T7-O-1
明治末期から昭和初期までの近代建築物に用いられた国産建築
石材の多様性について．乾　睦子
11：15 T7-O-2★
福岡城上之橋御門石垣石材に使用された花崗岩石材の鉱物組成
とその産出地特定の制約．宮本知治・島田和彦・中村啓太郎・
星野惠美・島田允堯
11：30 T7-O-3
高知県爪白海底石柱群の元素分析データを用いた多変量解析に
よる石材産地の特定．谷川　亘・濱田洋平・浦本豪一郎・山本
裕二・村山雅史・多田井修・廣瀬丈洋・尾嵜大真・米田　穣・
徳山英一

第 4会場（3303 教室）
R8．堆積物（岩）の起源・組織・組成

座長：1-3 太田　亨，4-5 野田　篤

8：45 R8-O-1
ヒマラヤ山脈前縁盆地堆積物シワリク層群下部の重鉱物分析に
基づく後背地の削剥史：西部〜中央ネパールにおける例．中嶋
　徹・吉田孝紀・松本悠暉・Regumi Amar Deep・Rai Larit・
酒井治孝
9：00 R8-O-2
瀬戸層群下部陶土層の化学組成の地域間比較：新第三紀の古風
化条件復元に向けて．葉田野希・吉田孝紀・笹尾英嗣・久保田
満・足立佳子
9：15 R8-O-3
炭酸塩球状コンクリーションの成因と形成速度の検討．吉田英
一・大江俊昭
9：30 R8-O-4（招待）★
電子スピン共鳴法を用いた後背地解析技術の研究．安江健一・
徳安佳代子・小松哲也・堀内泰治・清水麻由子・丹羽正和
9：45 R8-O-5（招待）★
ウラン鉱床の形成プロセスと堆積・続成作用との関連性．笹尾
英嗣

R10．堆積過程・堆積環境・堆積地質
座長：1-5 柴田健一郎

10：30 R10-O-1
横ずれ断層による河川地形の変化過程．相良雅也・北沢俊幸
10：45 R10-O-2
2015年9月10日鬼怒川破堤によって発生したクレバスチャネルと
クレバススプレー堆積物の水理条件．重野聖之・七山　太・渡
辺和明
11：00 R10-O-3
粒度組成に支配される土石流の性質とそれを理解するための教
育用モデル実験．林　慶一
11：15 R10-O-4
上部白亜系久慈層群のシーケンス層序と堆積史．三塚俊輔・安
藤寿男
11：30 R10-O-5
南相馬市小高区井田川で採取されたボーリングコア中のエス
チュアリー埋積完新統と津波堆積物．保柳康一・角張友律・松
田和久・太田勝一
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会場

8：45

3205 教室（3号館 2階）
R6．ジオパーク

座長：1-3 天野一男，4-6 高木秀雄

8：45 R6-O-1（招待）
International Geoscience and Geopark Programmeの発足と今後
のジオパークの動向．渡辺真人
9：15 R6-O-2
ジオパーク構築におけるpark boundaryの重要性について．太
田泰弘
9：30 R6-O-3
持続可能なジオパーク活動への課題－ゆざわジオパークの教育
と研究活動を例にして－．山崎由貴子・沼倉　誠・菅原　守・
金野寛子・金　潔・中三川洸太・加賀美典明
9：45 R6-O-4
ガイドブック「南三陸・仙台湾地域のジオツアーガイド」 ：理
科教育・防災教育への活用の提案．永広昌之・南三陸海岸ジオ
パーク準備委員会
10：00 R6-O-5
富山県の「県の石」”オニックスマーブル”と呼ばれる炭酸塩
岩について．久保貴志
10：15 R6-O-6
山陰海岸ジオパーク・但馬御火浦における地質学的研究と地域
活性化．郡山鈴夏・松原典孝・井口博夫

第 8会場（3403 教室）
R17．情報地質とその利活用

座長：1-4 野々垣進

8：45 R17-O-1★
地質文献データベース（GEOLIS）を題材にした地質情報の
LOD化の試み．内藤一樹・渡辺和明
9：00 R17-O-2
ASEANシームレス地質図（100万分の1）プロジェクトの
概要．高橋　浩・大久保泰邦・大野哲二・Bandibas Joel・
Wongsomsak Sompob
9：15 R17-O-3
特異スペクトル変換法を利用した大気中ラドン濃度異常検知と
地震活動．岩田大地・長濱裕幸・武藤　潤・安岡由美
9：30 R17-O-4
ボーリングデータから構築された3次元表層地質モデルの信頼度
の評価方法．升本眞二・根本達也・ラガワン ベンカテッシュ・
野々垣進

R3．噴火・火山発達史と噴出物
座長：1-5 長井雅史

10：00 R3-O-1
南西北海道，羊蹄火山の噴火活動史とマグマ変遷．上澤真平・
中川光弘・江草匡倫・梅津　茜
10：15 R3-O-2
南西北海道，横津火山群の地質と岩石：150万年間の活動様式と
マグマ化学組成の時間変遷．高田倫儀・中川光弘
10：30 R3-O-3
十和田湖地域における十和田火山活動以前の第四紀火山活動
史．工藤　崇
10：45 R3-O-4
小笠原群島古第三紀母島列島の火山地質．海野　進・石塚　
治・金山恭子
11：00 R3-O-5
姶良カルデラの後カルデラ火山活動と環境変遷．鹿野和彦・柳
沢幸夫・森脇　広・小林哲夫・内村公大・味喜大介・井口正人

第 7会場（3408 教室）
R18．環境地質

座長：1-5 田村嘉之 

8：45 R18-O-1
東京湾岸埋立地における浅層地下水位観測．香川　淳・吉田　
剛・風岡　修
9：00 R18-O-2
千葉県習志野市東部の２つの地質単元（水文地質と累層）の融
合とその地下水流動と地下水温．吉田　剛・風岡　修・八武崎
寿史・本田恵美・香川　淳・古野邦雄・荻津　達
9：15 R18-O-3
江戸時代（1840年）に記録された新潟県佐渡島相川鉱山のじん
肺について（その2）．仲川隆夫
9：30 R18-O-4
東京湾北部の埋立地における層序と2011年東北地方太平洋沖地
震時の液状化－流動化の層準：船橋市日の出町での調査から．
風岡　修・宇澤政晃・檜山知代・荻津　達・八武崎寿史・香川
　淳・吉田　剛・加藤晶子・本田恵理・小倉孝之
9：45 R18-O-5
2016年熊本地震と液流動化・地波現象・活地塊．楡井　久

R19．応用地質学一般およびノンテクトニック構造
座長：1-3 西山賢一，4-6 亀高正男

10：00 R19-O-1（招待）★
最近の地形計測・表現技術の地質学への貢献．向山　栄
10：30 R19-O-2
北アルプス，徳本峠北東の山体重力変形地形．小嶋　智・永田
秀尚・小出健太・大谷具幸
10：45 R19-O-3
知床半島幌萌地すべりの前面に形成された隆起帯とその地質構
造．田近　淳・川上源太郎・山崎新太郎
11：00 R19-O-4
2016年熊本地震で発生した地すべり・斜面崩壊の地形・地質的
特徴．西山賢一・鳥井真之・奧野　充・井口　隆・加藤靖郎・
高見智之・西村智博・田近　淳・田村浩行・橋本修一・横田修
一郎
11：15 R19-O-5
地盤情報データベースから復元した上町断層帯の表層地質構
造．櫻井皆生
11：30 R19-O-6
北海道の地熱地域周辺の地震と活断層．大津　直

■ 9月 11 日（日）午前
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会場

8：45

■ 9 月 11 日（日）午前

3206 教室（3号館 2階）
S1．みんなで考えよう，都市ハザードから放射性廃棄物問題まで

－科学技術と社会科学の融合－（研究編）
座長：6-10 高橋正樹

8：45 S1-O-6（招待）
東京直下地震災害とそれへの備え．平田　直
9：15 S1-O-7（招待）
東京の都市地質と地震災害．木村克己
9：45 S1-O-8（招待）
地すべりと都市ジオハザード．佐藤　浩
10：15 S1-O-9（招待）
地質記録を都市型津波災害の低減に活かす．藤原　治
10：45 S1-O-10（招待）
災害情報の社会的機能．中森広道

■MEMO■■MEMO■

プログラム_p18_31_口頭.indd   23 2016/08/26   16:42



（
 24 ）

日本地質学会第 123 年学術大会（2016 東京・桜上水大会）講演プログラム（口頭）

※講演番号は，シンポジウム（S），トピックセッション（T），レギュラーセッション（R）のそれぞれに，ポスター（P）/ 口頭（O）の記号と各セッション内での通し番号を付与しています．
※講演要旨とプログラムとで発表題目や著者氏名が異なっている場合，講演要旨を正しいものとします．
※太字氏名：代表発表者．　★印：ハイライト（本誌 p.（12）を参照）．　（招待）：招待講演．（エントリー）：優秀ポスター賞エントリー講演

会場

14：30

第 3 会場（3308 教室）
R21．�第四紀地質

座長：1-4 公文富士夫，5-7 山田　桂，8-10 長橋良隆，11-13 
瀬戸浩二
14：30 R21-O-1
活断層空白域 （熊本沖有明海）に存在する2本の活断層．秋元
和實
14：45 R21-O-2
松江平野の古環境（3）．渡辺正巳・瀬戸浩二・奥中亮太
15：00 R21-O-3★
貝形虫殻の酸素・炭素同位体比を用いた古気候の定量的復元の
可能性．山田　桂・池原　実
15：15 R21-O-4★
大山倉吉テフラと山陰1テフラの層序と年代：若狭湾沖堆積物コ
アと水月湖SG06コアによる検討．長橋良隆・深谷桃子・木村純
一・常　青・佐川拓也・中川　毅・池原　研
15：30 R21-O-5
琵琶湖における過去約6万年間の古湖水面変遷史．大塚佳祐・井
内美郎
15：45 R21-O-6
福井県三方五湖における過去3000年間の古環境変遷史．瀬戸浩
二・入澤汐奈・北川淳子・山田和芳
16：00 R21-O-7
静岡県焼津平野の完新統の解析に基づく安政東海型地震の発生
について．北村晃寿
16：15 R21-O-8
富山県・射水平野の海岸低地の形成過程と古地理の復元．卜部
厚志
16：30 R21-O-9
関東平野北西部，埼玉県寄居町用土付近の完新統〜上部更新統
（MIS3）の花粉分析．楡井　尊・斉藤明彦・小林健助
16：45 R21-O-10
北秋田市大野台の地形・地質と伊勢堂岱遺跡．藤本幸雄
17：00 R21-O-11
北海道石狩平野の沖積層基底とMIS5e期堆積物の堆積面．嵯峨
山積・井島行夫・藤原与志樹・岡村　聡・山田悟郎・宿田浩
司・赤松周平
17：15 R21-O-12
北海道十勝平野に分布する赤色土と更新世における赤色土の生
成上限．仲川隆夫
17：30 R21-O-13
野付崎バリアースピッツの地形発達史から読み解く根室海峡沿
岸域の完新世地殻変動．七山　太・渡辺和明・重野聖之・長谷
川健・石渡一人・和田直人・小野哲也

第 2会場（3307 教室）
R13．沈み込み帯・陸上付加体

座長： 6-11 氏家恒太郎，12-16 橋本善孝

14：30 R13-O-6
紀伊半島南部四万十帯の海底地すべりの構造．中屋志津男・中
屋志郎
14：45 R13-O-7（招待）★
2011年東北地方太平洋沖地震前後でのプレート境界断層の挙
動．日野亮太
15：15 R13-O-8
最近の地震学的研究成果によって明らかとなった伊豆衝突帯の
地殻構造．伊藤谷生
15：30 R13-O-9
Latest-Miocene onset of Nankai Trough Subduction due to 
regional Change in Plate tectonic Framework．木村　学・高下
裕章・辻　健・Moore Gregory
15：45 R13-O-10
南海トラフ付加体最近10Maの温度場復刻の試み．木下正高
16：00 R13-O-11
カッティングス試料のビトリナイト反射率測定・砕屑性ジルコ
ン年代測定に基づく南海付加体深部構造の推定．福地里菜・山
口飛鳥・山本由弦・伊藤久敏・芦寿一郎
16：15 R13-O-12
熊野海盆下に位置する南海トラフ付加体形成プロセスの推定．
川端訓代・北村有迅・坂口有人・齋藤実篤
16：30 R13-O-13
カッティングスからみた南海震源域上盤のテクトニック応力．
坂口有人・井上美季・小峯裕弥・林　為人・多田井修・畠田健
太郎・山口飛鳥
16：45 R13-O-14
IODP掘削地点C0002の海底下1000〜3000 mから採取された、南
海トラフ付加体泥質堆積物試料の摩擦特性．星野紘輝・阿部浩
典・澤井みち代・金川久一
17：00 R13-O-15
沈み込み帯浅部における地震性すべりの材料物質：房総半島石
堂断層（OST）．山本由弦・福山繭子・千代延俊・氏家恒太
郎・濱田洋平・神谷奈々
17：15 R13-O-16（招待）★
蛇紋岩メランジュにおける流体岩石相互作用と反応促進型透水
性：深部スロー地震との関連．森　康・重野未来・西山忠男

■ 9月 11 日（日）午後
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会場

14：30

第 6 会場（3407 教室）
R4．変成岩とテクトニクス

座長：13-16 田口知樹，17-21 松村太郎次郎

14：30 R4-O-13
ヒマラヤに産するエクロジャイトの種類の特徴．REHMAN 
Hafiz Ur
14：45 R4-O-14★
四国中央部に分布する秩父帯北帯におけるメタチャートの延性
変形．原田悠暉・ウォリス サイモン・永冶方敬・遠藤俊祐・
15：00 R4-O-15
新潟県糸魚川市に分布する蓮華変成岩類の変成作用と年代学的
検討．吉田拓海・Satish Kumar・植田勇人
15：15 R4-O-16
神居古潭変成帯幌加内地域の緑簾石青色片岩とローソン石形成
時期の再検討．平島崇男・皆川広太・片岡晃一・金川久一
15：30 R4-O-17
ベイズ推論による鉱物組成累帯構造からの温度－圧力－時間履
歴推定の試み．桑谷　立・岡本　敦・吉田健太・奥平敬元
15：45 R4-O-18
非負値行列分解による広域変成帯の全岩化学組成特徴抽出〜四
国・三波川変成帯を例として〜．吉田健太・赤穗昭太郎・岩森
　光・桑谷　立
16：00 R4-O-19
下部地殻剪断帯の発達過程：ノルウェー北部Eidsfjord剪断帯．
奥平敬元・重松紀生・針金由美子・吉田健太
16：15 R4-O-20
メタチャート中の紅簾石の幅と縦横比：2変量対数正規分布によ
る定量化．増田俊明・大森康智・西脇　伸・松村太郎次郎・桑
谷　立
16：30 R4-O-21
三波川変成帯における古応力場：石英の流動則と再結晶粒径か
らの推定．清水以知子・上田匡将・福田惇一

第 5会場（3405 教室）
T7．文化地質学

座長：4-5 大友幸子, 6-8 田口公則, 9-12 鈴木寿志

14：30 T7-O-4
地質文学．鈴木寿志・田口公則
14：45 T7-O-5（招待）★
地質の詩学－ゲーテ、ヘルダーリン、ノヴァーリス．廣川智貴
15：15 T7-O-6（招待）★
宮沢賢治における白堊紀砂岩の問題．鈴木健司
15：45 T7-O-7
地貌と地質から見た文学と地質学．加藤碵一
16：00 T7-O-8
歴史的建造物の石材と地域地質の見学を有機的に結合させた文
理融合型の文化・地質巡検の実施：－日本地質学会北海道支
部・「地質の日」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」実施報告－．松田義章・仁科健二･大鐘卓
哉･高見雅三･竹内勝治･菅原慶郎･松枝大治
16：15 T7-O-9★
和歌山県串本町の「橋杭岩」伝説について〜文化地質学の視点
から〜 ．石橋弘明
16：30 T7-O-10
小豆島山岳霊場の行場の地形学・地質学的特徴について．川村
教一
16：45 T7-O-11
古事記を地学で読み解く（その2）．長　秋雄
17：00 T7-O-12★
『おくのほそ道』の地質学．蟹澤聰史

第 4会場（3303 教室）
R10．堆積過程・堆積環境・堆積地質

座長： 6 西田尚央，7-11 関めぐみ，12-17 北沢俊幸

14：30 R10-O-6（招待）★
火山砕屑堆積学・ラハール堆積学：見落とされていた現象の理
解と復元．片岡香子
15：00 R10-O-7
汽水湖・宍道湖における湖底有機物の分布と湖水の動態からみ
た石灰質有孔虫殻の溶解．野村律夫・辻本　彰・井上睦夫
15：15 R10-O-8
岩手県広田湾における3.11津波堆積物の堆積モデル．横山由
香・坂本泉・八木雅俊・藤巻三樹雄・根元謙次・笠谷貴史・藤
原義弘
15：30 R10-O-9
九十九里浜沖陸棚堆積物の発達過程．西田尚央・味岡　拓・池
原　研・中島　礼・宇都宮正志
15：45 R10-O-10
GiSedTrendによるDeflected wave-influenced deltaの成長過程
の解析：石狩デルタを例として．川上源太郎・仁科健二・菅　
和哉・濱田誠一
16：00 R10-O-11★
デルタ性陸棚成長のオート層序学的考察： 多サイクル海水準変
動のもとでの大規模オートジェネシスの収束．武藤鉄司
16：15 R10-O-12
「三陸海岸は何故リアス式か?」沈込スラブのプレートテクトニ
クスからの解答．新妻信明
16：30 R10-O-13★
重力流堆積物の長距離マッピングにより明らかにされた高流砂
階の堆積構造の形成条件．大西由梨・瀧井喜和子・石原与四
郎・横川美和
16：45 R10-O-14
北部フォッサマグナ新第三系の陸棚斜面埋積モデル．関　めぐ
み・保柳康一
17：00 R10-O-15
房総半島下部更新統勝浦層に認められる海底堆積物の剥離をと
もなうハイブリッド重力流堆積物の形成過程．伊藤　慎・菅沼
浚
17：15 R10-O-16
水路実験における重力流によるサイクリックステップの形態．
横川美和・成瀬　元・武藤鉄司・泉　典洋
17：30 R10-O-17
シェール堆積盆におけるシーケンス層序と堆積相モデリング：
秋田堆積盆中新統女川層の例．高野　修・熊田祐子・辻　隆
司・並川貴俊

■ 9月 11 日（日）午後
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会場

14：30

3206 教室（3号館 2階）
S1．みんなで考えよう，都市ハザードから放射性廃棄物問題まで

－科学技術と社会科学の融合－（研究編）
座長：11 吉田英一，12-13 竹内真司

15：00 S1-O-11
原発事故と都市ジオハザード．竹内真司
15：30 S1-O-12（招待）
地層処分と地下環境—自然に学ぶ現象とその応用—．吉田英一
16：00 S1-O-13（招待）
放射性廃棄物処分の社会的側面に関する研究．小松崎俊作
16：30
総合討論

第 8会場（3403 教室）
T1�活断層破砕帯の掘削と断層年代測定による断層活動性の評価
座長： 1-5 堤　昭人，6-9 長谷部徳子

14：30 T1-O-1
活断層破砕帯の掘削と断層岩構造解析・断層年代測定による断
層活動性の評価手法の構築．林　愛明
14：45 T1-O-2
断層ガウジとシュードタキライトの放射年代からみた西南日本
の主要断層の生成年代とその意味．高木秀雄
15：00 T1-O-3
中期更新世に活動を停止した断層破砕帯の特徴：紀伊半島中央
部の中央構造線の例．大谷具幸・椿　純一・河野雅弘・小嶋　
智
15：15 T1-O-4
掘削と孔内検層からみた断層帯の構造－野島断層，根尾谷断層
の例．小村健太朗・松田達生
15：30 T1-O-5
断層帯の年代学と熱年代学：現状と展望．田上高広
15：45 T1-O-6
Constraining timing and conditions of brittle deformation in the 
shallow crust．Zwingmann Horst・田上高広
16：00 T1-O-7
断層ガウジのESR年代測定による活動性評価－淡路市・浅野断
層を例として．福地龍郎
16：15 T1-O-8
断層運動の温度時間推定：熱ルミネッセンス法の可能性．長谷
部徳子・三浦知督・鴈澤好博
16：30 T1-O-9
野島断層2015年小倉トレンチ破砕部から得た石英のルミネッセ
ンス特性．三浦知督・長谷部徳子・鴈澤好博・田上高広・林　
愛明

第 7会場（3408 教室）
R24．�鉱物資源と地球物質循環

座長： 1-4 高谷雄太郎，5-7 藤永公一郎

14：30 R24-O-1
海の鉱物資源の全容解明へ向けた新しい試み．加藤泰浩・岩森
　光・中村謙太郎・尾上哲治・野崎達生・藤永公一郎・町田嗣
樹・高谷雄太郎・安川和孝・大田隼一郎
14：45 R24-O-2（招待）
レアアース泥の起源と地球システムのダイナミクス：独立成分
分析による数理統計的アプローチの成果．安川和孝・中村謙太
郎・藤永公一郎・岩森　光・加藤泰浩
15：15 R24-O-3
南鳥島EEZにおけるレアアース泥を含む深海堆積物の化学層
序．中村謙太郎・見邨和英・安川和孝・藤永公一郎・加藤泰浩
15：30 R24-O-4
南鳥島EEZ南部における超高濃度レアアース泥の地球化学的特
徴および分布状況．藤永公一郎・安川和孝・中村謙太郎・髙谷
雄太郎・大田隼一郎・大矢和孝・町田嗣樹・野崎達生・飯島耕
一・加藤泰浩
15：45 R24-O-5
炭酸・シュウ酸を用いたレアアース泥の製錬手法構築：化学
リーチングによるレアアース元素の抽出と分離回収．髙谷雄太
郎・藤永公一郎・加藤泰浩
16：00 R24-O-6
南鳥島EEZ南東部全域に分布するマンガンノジュール 〜YK16-
01航海速報〜．町田嗣樹・飯島耕一・下村遼・安川和孝・藤永
公一郎・野崎達生・金子純二・大田隼一郎・山本浩文・高谷雄
太郎・石井輝秋・佐藤太一・中村謙太郎・加藤泰浩
16：15 R24-O-7
沖縄トラフ伊平屋北海丘の人工熱水孔から採取された硫化物コ
ア試料：海底下鉱化作用の再現．野崎達生・長瀬敏郎・鳥本淳
司・髙谷雄太郎・石橋純一郎・島田和彦・渡邊正之・正木裕
香・横山貴大・秋山敬太・櫻井紀旭・猿橋具和・許正憲・熊谷
英憲・前田玲奈・高井　研

■ 9月 11 日（日）午後
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会場

8：45

■ 9 月 12 日（月）午前

第 3会場（3308 教室）
T9．付加体地質中に残る遠洋性堆積岩の研究：進展と展望
座長：1-4 尾上哲治，5-8 高橋聡，9-11 佐藤峰南

8：45 T9-O-1（招待）
付加体遠洋深海チャート中の鉄化学種に記録された古海洋酸化
還元環境．佐藤友彦
9：00 T9-O-2
ペルム紀末の遠洋域深海堆積岩に記録された還元鉄とモリブデ
ン化学種の変化．高橋　聡・中田亮一・渡辺勇輔・高橋嘉夫
9：15 T9-O-3
遠洋域深海堆積岩に記録された三畳紀古世から中世初期にかけ
ての遠洋域への砕屑物供給様式の変化．武藤　俊・高橋　聡・
山北　聡・池田昌之・尾上哲治・山口飛鳥
9：30 T9-O-4
美濃帯三畳系層状チャートに記録された天文学的周期に伴う生
物地球化学的動態．曽田勝仁・尾上哲治
9：45 T9-O-5
タイ国半島部および北西部に分布する三畳系珪質堆積物の岩相
層序．鎌田祥仁・山本力哉・上野勝美・宮東照・原　英俊・久
田健一郎・Thasinee Charoentitirat・Punya Charusiri・Apsorn 
Sardsud
10：00 T9-O-6
タイ国半島部および北西部に分布する三畳系珪質堆積物の無機
化学組成の特徴．山本力哉・鎌田祥仁・上野勝美・宮東照・原
英俊・久田健一郎・ThasineeCharoentitirat・Punya Charusiri・
Apsorn Sardsud
10：15 T9-O-7
三畳紀後期ノーリアンの遠洋性堆積岩を用いたオスミウム同位
体変動からみる地球外物質付加の検討．佐藤峰南・野崎達生・
石川　晃・尾上哲治・木村純一・常　青・鈴木勝彦
10：30 T9-O-8
大分県東部佐伯地域の秩父帯に産する層状マンガン鉱床の層序
と放散虫化石年代．冨松由希・尾上哲治
10：45 T9-O-9
美濃帯の三畳系ージュラ系層状チャートの堆積過程．尾上哲
治・曽田勝仁・池原　実
11：00 T9-O-10
美濃帯上部三畳系〜ジュラ系層状チャートを用いた古地磁気・
化石統合層序の確立．山下大輔・宇野康司・尾上哲治
11：15 T9-O-11（招待）
日本海溝の陸上アナログとしてのジュラ紀付加体研究．山口飛
鳥

第 2会場（3307 教室）
R12．�岩石・鉱物の変形と反応

座長：1-4 上田匡将，5-9 澤井みち代

9：00 R12-O-1（招待）★
プレートの沈み込みと地震：地震波で診る流体の影．中島淳一
9：30 R12-O-2
鉱物の溶解析出から見積もられる沈み込み帯地震発生領域での
鉱物脈形成に必要な流体量とその形成速度：延岡衝上断層の
例．大坪　誠・最首花恵・岡本　敦・宮川歩夢
9：45 R12-O-3
石英粒間水における溶存シリカの拡散特性：圧力溶解変形への
応用．西山直毅・佐久間　博
10：00 R12-O-4
単斜輝石ナノ多結晶焼結体の高温変形実験．石川正弘・坪川祐
美子
10：15（休憩）
10：30 R12-O-5
三波川変成帯石英片岩の石英粒径分布測定と改訂された動的再
結晶粒径モデルにもとづく粒径差応力計の適用．上田匡将・清
水以知子
10：45 R12-O-6
SEM-EBSDを用いたantigorite結晶方位測定時のmis-indexingの
存在とCPOパターンへの影響．永冶方敬・ウォリス サイモン・
瀬戸雄介・三宅　亮・曽田祐介・上原誠一郎・松本　恵
11：00 R12-O-7
静岡県佐久間町中央構造線沿いに分布する断層岩の延性脆性組
織と結晶方位解析．遠藤弘人・道林克禎・Mainprice David
11：15 R12-O-8
圧密方程式と多孔質媒体方程式：フィンスラー空間とリッチ・
フロー．長濱裕幸
11：30 R12-O-9
非整数空間における岩石変形の分数階微分に基づく考察．山崎
和仁

第 1会場（3305 教室）
国際シンポジウムS2．

後期新生代における琉球列島の地質および古地理発達史
座長：1-3 荒井晃作，4-5 井龍康文，6-7 太田英利

8：45 S2-O-1
Geological and biogeographical evolution of the Ryukyu Islands. 
Yasufumi IRYU
9：10 S2-O-2（招待）
Tectonics of the Ryukyu subduction zone. Shu-Kun HSU
9：35 S2-O-3（招待）
Seismic stratigraphy and structural characteristics of the 
northern Okinawa Trough. Sunwoo DON
10：00 S2-O-4
Geological evolution around the Ryukyu Islands: based on the 
offshore seismic reflection data. Kohsaku ARAI
10：15 S2-O-5（招待）
Terrestrial vertebrates as sources of information on the 
Ryukyu palaeogeography. Hidetoshi OTA
10：40 S2-O-6（招待）
What do recent zoogeographical studies tell us about 
paleogeography of the Ryukyus? Mamoru TODA, Takuma 
KAITO
11：05 S2-O-7（招待）
Plant geography in the Ryukyus: geohistorical and ecological 
perspectives. Koh NAKAMURA
11：30 
Disucssion
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会場

8：45

■ 9 月 12 日（月）午前

第 6会場（3407 教室）
R11．石油・石炭地質学と有機地球化学

座長：1-3 金子信行，4-6 松井良一，7-8 江森良太郎

9：15 R11-O-1
塩酸および有機酸によるスメクタイトの溶解度と外部膨潤．大
久保進・高橋蓉子
9：30 R11-O-2
石英質砂岩の埋没続成作用とその貯留岩性状に及ぼす影響－白
亜系深海成ガス貯留砂岩での事例．松井良一・市澤恵爾・松井
裕之
9：45 R11-O-3
我が国炭田で炭質に記録された地質イベント．鈴木祐一郎
10：00 R11-O-4
始新統石狩層群の広域的なビトリナイト反射率が示唆する局所
的熱源．堀　耀太・古浦正太郎・鈴木德行
10：15 R11-O-5（招待）★
水溶性天然ガスとヨウ素鉱床について．三田　勲
10：45 R11-O-6
微生物起源ガスは資源として重要か？金子信行
11：00 R11-O-7（招待）★
パプアニューギニアにおける石油天然ガスの探鉱開発　－地質
学が果たした役割－．小鷹　長
11：30 R11-O-8
石油・天然ガス探査データに基づく国内海域堆積盆地発達史研
究の重要性－常磐沖，北陸山陰沖堆積盆地を例に－．荒戸裕之

第 5会場（3405 教室）
T8．極々表層堆積学：「堆積物」への記録プロセスの理解
座長：1-3 川村喜一郎，4-6 新井和乃，7-8 小栗一将，9-10 清
家弘治
8：45 T8-O-1
Sr-Nd同位体比から探る日本海溝地震性タービダイトの供給・輸
送プロセス．新井和乃・齋藤　有・金松敏也・池原　研
9：00 T8-O-2
堆積イベント記録装置としての海底設置型観測機器．三浦　
亮・新井和乃・金松敏也・笠谷貴史・日野亮太・海宝由佳
9：15 T8-O-3（招待）
現世表層堆積物を支配する4つの要因．野田　篤
9：30 T8-O-4
深海底での極々表層での微細堆積学．川村喜一郎・藏永　萌
9：45 T8-O-5（招待）
海底堆積物表層における堆積残留磁化の獲得メカニズム．菅沼
悠介
10：15 T8-O-6
走査型SQUID磁気顕微鏡による堆積残留磁化分析．小田啓邦・
河合　淳・Xuan Chuang
10：30（休憩）
10：45 T8-O-7
生物撹拌は地質記録をどれくらい破壊しているか？清家弘治
11：00 T8-O-8
愛媛県西条市加茂川河口干潟の堆積相とその動態．秋山紘胤・
奈良正和
11：15 T8-O-9
長期時系列現場観察カメラの開発と堆積現象の観察．小栗一
将・手塚尚明・山北剛久・渡邉修一・藤倉克則
11：30 T8-O-10
Vein structure revisited： 産状と実験に基づく海底の極々表層
における振動による成因説．小川勇二郎

第 4会場（3303 教室）
R9．�炭酸塩岩の起源と地球環境

座長：1-4 高島千鶴，5-7 加藤大和

8：45 R9-O-1（招待）★
炭酸塩続成作用と炭酸塩堆積物に基づく古環境解析．松田博貴
9：15 R9-O-2
黒色層を含む鍾乳石による古環境復元．山田　努
9：30 R9-O-3
炭酸凝集同位体温度計の実態と陸域炭酸塩岩への適用．加藤大
和・狩野彰宏・森　大器・柳川勝紀
9：45 R9-O-4
沖縄トラフの熱水域堆積物中に含まれるドロマイトの生成条
件．宮原玲奈・狩野彰宏・加藤大和・石橋純一郎・石橋純一郎
CK16-01航海乗船研究者
10：00 R9-O-5★
沖縄県久米島・新第三系玄武岩中の石灰質裂か充填堆積物の供
給源．牧野帆乃香・佐野弘好
10：15 R9-O-6
Litho- and microbiostratigraphy of Triassic carbonates in the 
Buruanga Peninsula, Panay Island, Philippines．石田啓祐・鈴
木茂之・Dimalanta Carla B. ・Yumul Graciano P. Jr.・Zamoras 
Lawrence R.・Faure Michel・Hirsch Francis・K i l i ç  Murat Ali 
・Placencia Pablo
10：30 R9-O-7
モンゴル西部ゴビ・アルタイ県における下部カンブリア系
微生物岩の構成と組織の特性．江﨑洋一・足立奈津子・ 　
建波・園田ひとみ・渡部真人・杉本雄祐・ALTANSHAGAI 
Gundsambuu・ENKHBAATAR Batkhuyag・DORJNAMJAA 
Dorj

R22．�地球史
座長：1-3 静谷あてな

11：00 R22-O-1★
北海道における中新世の海洋基礎生産変動の復元：北太平洋の
オパールシフトの記録．沢田　健・風呂田郷史
11：15 R22-O-2★
南鳥島周辺の遠洋性赤色粘土より測定した白亜紀最後期からの
風成塵粒子サイズ変動．臼井洋一・大田隼一郎・飯島耕一・加
藤泰浩
11：30 R22-O-3
Lord Howe Rise掘削コア （DSDP Site 208） の 白亜系-旧成系
（古第三系）境界層の地球化学的特徴．黒田潤一郎・斎藤実
篤・臼井洋一・安藤卓人・萩野恭子・熊　 昕・山田泰広
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第 8 会場（3403 教室）
T3．グリーンタフ・ルネサンス

座長：1-4 細井　淳，5-9 天野一男

8：45 T3-O-1
グリーンタフ・ルネサンス：これまで，これから．天野一男
9：00 T3-O-2（招待）
岩相解析に基づいた南部フォッサマグナ丹沢山地における古海
洋性島弧の復元．松原典孝
9：30 T3-O-3（招待）
アパタイト微量元素組成に基づく第四紀〜中新世の火砕流堆積
物およびテフラの高精度対比．高嶋礼詩・桑原　里・西　弘
嗣・星　博幸・新正裕尚・和田穣隆・竹村恵二
10：00 T3-O-4
アパタイトの化学組成に基づく白亜系蝦夷層群の凝灰岩標準層
序．桑原　里・高嶋礼詩・西　弘嗣・折橋裕二
10：15 T3-O-5
小木玄武岩中のピクライト質ドレライト中のカンラン石組成の
逆累帯と可能な解釈．藤林紀枝・高岡美織・佐々木結人
10：30 T3-O-6
堆積相解析に基づいた兵庫県北部但馬御火浦に分布する中新世
火山砕屑岩類の産状と形成過程．郡山鈴夏・松原典孝・井口博
夫
10：45※講演取消 T3-O-7
棚倉断層沿いに発達するstrike-slip basinを埋積する新第三系の
古地磁気学的研究．澤畑優理恵・細井　淳・岡田　誠・天野一
男
11：00 T3-O-8
棚倉断層沿いの中新世アイスランダイト質デイサイト海底火山
の復元とテクトニクス．細井　淳・橋本純・天野一男・檀原　
徹・岩野英樹・平田岳史
11：15 T3-O-9
日本海プルアパート拡大の東縁マスター断層としての日本海
溝．眞島英壽

第 7会場（3408 教室）
R23．原子力と地質科学

座長：1-4 梅田浩司，5-7 高橋正樹，8-10 吉田英一

8：45 R23-O-1
花崗岩の深部地下環境における小断層およびその周辺の変質過
程と水理的特性の変遷．松本孟紘
9：00 R23-O-2
上載地層法に代わる破砕帯活動性評価手法．島田耕史・末岡　
茂・石丸恒存
9：15 R23-O-3
鉱物脈法による断層活動性評価について．石渡　明
9：30 R23-O-4
伊予灘―別府湾地域の中央構造線の位置と第四紀テクトニク
ス，および伊方原発周辺の地震ポテンシャル．早坂康隆・小松
正幸・伊予灘MTL調査研究会
9：45 R23-O-5
付加体中の割れ目（水みち）の長期的挙動と構造の検討．吉田
英一・大野卓也
10：00 R23-O-6
わが国の先新第三紀付加体堆積岩類を対象とした地質環境モデ
ルの構築－NUMOセーフティケースにおける候補母岩のモデ
ル化．太田久仁雄・國丸貴紀・三枝博光・山田彩織・戸田亜希
子・戸谷成寿・田中達也・橋本秀爾
10：15 R23-O-7（招待）★
関東平野・濃尾平野周辺域における第四紀後期の海水準・地殻
変動と侵食・堆積作用による地形発達史．須貝俊彦
10：45 R23-O-8
地質学的現象の将来予測について：地層処分の安全評価の観点
から．梅田浩司
11：00 R23-O-9（招待）★
沿岸域の地下水環境とその長期安定性．丸井敦尚
11：30 R23-O-10
日本列島付属島嶼の地質環境長期安定性評価．高橋正樹

■ 9月 12 日（月）午前

■MEMO■
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会場

14：30

■ 9 月 12 日（月）午後

第 2会場（3307 教室）
R12．岩石・鉱物の変形と反応

座長： 10-15 大坪　誠

14：30 R12-O-10（招待）★
室内実験結果を用いた地震サイクルシミュレーション：日本海
溝沈み込み帯とJFASTコア試料を例として．野田博之・澤井み
ち代・芝崎文一郎
15：00 R12-O-11
プレート境界断層における砂岩の小変位脆性破壊．北村有迅
15：15 R12-O-12
シュードタキライトにおける炭質物のラマンスペクトル．伊東
慶祐・田畑皓輝・氏家恒太郎・鍵　裕之
15：30 R12-O-13
断層運動に伴うカタクレーサイト帯の構造発達過程：中央構造
線の例．荒井　駿・竹下　徹・岡本あゆみ
15：45 R12-O-14
三重県西部中央構造線の発展史と大規模断層帯の弱化：試験的
モデル．竹下　徹・荒井　駿・Dong Bui Van
16：00 R12-O-15
露頭観察に基づく中央構造線断層の摩擦特性．高橋美紀・稲生
千咲・亀田　純・重松紀生

■MEMO■ ■MEMO■
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会場

14：30

■ 9 月 12 日（月）午後

第 4会場（3303 教室）
R22．�地球史

座長： 4-7　臼井洋一，8-12 黒田潤一郎

14：30 R22-O-4
白亜紀の温暖期から寒冷期への移行期に認められた深海循環の
逆転．大河原秀祐・海保邦夫・池原実
14：45 R22-O-5
北西および北東太平洋における白亜紀海洋無酸素事変発生時に
おける大規模火山活動と古環境変動．西　弘嗣・高嶋礼詩・山
中寿朗
15：00 R22-O-6（招待）★
ポルフィリンを用いた古環境復元：原理と応用．大河内直彦
15：30 R22-O-7
中国三峡地域エディアカラ系における銅元素化学層序：海洋銅
濃度の復元と後生動物進化の解明に向けて．耿　野川・大野　
剛・坂田周平・小宮　剛
15：45 R22-O-8★
有機地球化学分析からみた南中国揚子プラットフォームにおけ
る新原生代マリノアン氷期周辺の海洋生物変動．静谷あてな・
海保邦夫・大庭雅寛・トン ジンナン
16：00 R22-O-9
東エジプトEl Dabbah 地域における7億年前の縞状鉄鉱層の特徴
 鈴木大志・清川昌一・池原　実・佐野貴司・Dawoud Maher・
Abouelhassan Mohamed
16：15 R22-O-10
ガボン・フランスヴィル盆地における前期原生代有機炭素・窒
素同位体層序：大型化石出現後の嫌気的環境．佐藤友彦・澤木
佑介・丸山茂徳・斎藤誠史・松井洋平
16：30 R22-O-11★
南アフリカ・バーバートン緑色岩帯にみられる初期太古代の海
底熱水活動による珪化変質作用．梅田早織・石川　晃・小宮　
剛
16：45 R22-O-12
カナダ・ラブラドル、サグレック岩体の長期にわたる断続的な
花崗岩形成：初期太古代における花崗岩地殻の累帯成長と大陸
地殻のリサイクリング．小宮　剛

第 5会場（3405 教室）
T2．�日本海沿岸での津波堆積物研究の展開

座長：1-5 卜部厚志，6-10 川上源太郎

14：30 T2-O-1（招待）
日本海の地質構造と震源断層．佐藤比呂志
15：00 T2-O-2（招待）
日本海東縁の古津波堆積物：時・空間分布概観．平川一臣
15：30 T2-O-3
北海道日本海沿岸の津波堆積物と津波履歴．川上源太郎・仁科
健二・加瀬善洋・林　圭一・廣瀬　亘
15：45 T2-O-4
秋田県沿岸部にみられるイベント堆積物とその形成年代．鎌滝
孝信・松冨英夫・阿部恒平・黒澤英樹
16：00 T2-O-5
北潟湖堆積物にみる過去の災害・環境変動の痕跡．衣川公太
郎・長谷部徳子・福士圭介・Piziki Patricia Zazo・北川淳子・
Nahm Wook Hyun・香月興太
16：15 T2-O-6
若狭湾沿岸で見出された津波堆積物．山本博文・本夛翔・佐々
木直広・卜部厚志
16：30 T2-O-7
静穏な海岸背後にあるストーム性段丘（storm swash terrace）
上の礫の分布 ―ストームと津波による分布特性の相違－．仁科
健二・川上源太郎・加瀬善洋・廣瀬　亘・卜部厚志・髙清水康
博・平川一臣
16：45 T2-O-8
津波堆積物の堆積過程における有機質微化石の比重分別．林　
圭一・加瀬善洋・卜部厚志・髙清水康博・川上源太郎・仁科健
二
17：00 T2-O-9
無機化学分析による津波堆積物の認定：予察的検討．加瀬善
洋・川上源太郎・仁科健二・林圭一・卜部厚志・髙清水康博
17：15 T2-O-10
新潟〜富山地域の海岸低地に記録されたイベント堆積物．卜部
厚志

第 6会場（3407 教室）
T4．表層型メタンハイドレートの地質と資源ポテンシャル
座長：1-2 松本　良，3-7 戸丸　仁，8-12 棚橋　学

14：30 T4-O-1（招待）
熊野海盆第五泥火山堆積物中のメタンハイドレートの起源．井
尻　暁・稲垣史生
15：00 T4-O-2（招待）
台灣のガスハイドレート・プログラム； 最近の発見．林　曉武
15：30 T4-O-3
高分解能３次元地震探査から明らかとなった上越沖ガスチム
ニーの詳細構造．大川史郎・松本　良
15：45 T4-O-4
AUV音響探査で見る日本海表層型メタンハイドレート分布域の
特徴．森田澄人・棚橋　学・杉本慎吾・坂本順哉
16：00 T4-O-5
上越沖LWD（掘削同時検層）の2種類の孔隙率とメタンガスハ
イドレート．棚橋　学・松本　良・京野　修
16：15 T4-O-6
最上トラフのガスチムニー構造掘削コアに見られるメタンハイ
ドレート濃集層の周期性．角和善隆・蛭田明宏・棚橋　学・松
本　良
16：30 T4-O-7
日本海、表層型メタンハイドレート分布域に見られるメタン由
来炭酸塩の同位体組成と生成年代．松本　良・蛭田明宏・柿崎
喜宏・張　乃忠・張　育維・黄　君援・沈　川洲
16：45 T4-O-8
上越沖，海鷹海脚中西部のメタンシープサイトにおけるメタン
の炭素同位体比とガス組成．柿崎喜宏・シュナイダー グレン・
松本　良
17：00 T4-O-9
日本海の表層型メタンハイドレートの分布と堆積物間隙水の濃
度異常．戸丸　仁・本多祐樹・Snyder Glen・松本　良・PS15
乗船研究者
17：15 T4-O-10
TOC濃度変動に基づく日本海堆積物の「標準層序」とガスハイ
ドレート胚胎層との対比．公文富士夫・滝沢侑子・松本　良・
卜部　輔
17：30 T4-O-11
ROVによる日本海表層型メタンハイドレート胚胎域の海底調
査．石田直人・沼波秀樹・松本　良
17：45 T4-O-12
日本海東縁表層ガスハイドレート賦存域におけるガスチムニー
構造の海底環境への影響．沼波秀樹・蕨　麗美・戸丸　仁・佐
藤幹夫・石田直人・松本　良

プログラム_p18_31_口頭.indd   31 2016/08/26   16:42



（
 32 ）

日本地質学会第123年学術大会（2016東京・桜上水大会）講演プログラム（ポスター）

※講演番号は，シンポジウム（S），トピックセッション（T），レギュラーセッション（R）のそれぞれに，ポスター（P）/ 口頭（O）の記号と各セッション内での通し番号を付与しています． 
※講演要旨とプログラムとで発表題目や著者氏名が異なっている場合，講演要旨を正しいものとします．
※太字氏名：代表発表者．　★印：ハイライト（本誌 p.（12）を参照）．　（招待）：招待講演．（エントリー）：優秀ポスター賞エントリー講演

■ 9 月 10 日（土） 　コアタイム 13：45 〜 15：05　3 号館 5 階ポスター会場

T5．都市地盤の地質学
T5-P-1
九州地盤情報共有データベースを用いた三次元地質・地盤モデ
ル．石原与四郎・田辺　晋・小松原純子
T5-P-2
長野県大町市の表層地盤と「揺れやすさマップ」．津金達郎・
小坂共栄・宮澤洋介・古本吉倫・信州大学震動調査グループ
T5-P-3
2016年熊本地震による益城町およびその周辺地域の建物被害分
布と地下のS波速度構造．中澤　努・卜部厚志・長　郁夫・佐
藤善輝
T5-P-4（エントリー）
珪藻化石群集から推定される足柄平野南部における完新世中期
以降の沈降イベント．佐藤善輝・水野清秀・山崎晴雄
T5-P-5
利根川下流域における液状化被害と地下地質．小松原純子・水
野清秀・石原与四郎・風岡　修

R1．深成岩・火山岩とマグマプロセス
R1-P-1
長崎県五島列島中通島における苦鉄質深成岩類の記載岩石学的
特徴．隅田祥光
R1-P-2（エントリー）
大阪府南部金剛山地に分布する葛城トーナル岩中の暗色包有物
の成因．手塚直希・壷井基裕・淺原良浩
R1-P-3（エントリー）
福岡県北東部，平尾花崗閃緑岩の岩石記載とマグマ過程．村岡
やよい・大和田正明
R1-P-4（エントリー）
山口県須々万地域に産する深成岩類の地質と岩石学的特徴．児
玉省吾・大和田正明・山下修平
R1-P-5（エントリー）
山口県東部，周防大島西部～室津半島に産する領家帯花崗岩類
のマグマ過程．池田雄輝・大和田正明・西塚　大
R1-P-6（エントリー）
造山帯・非造山帯に産するＡタイプ花崗岩に含まれるジルコン
結晶形態．池田咲子・能美洋介
R1-P-7
朝日山地の地質と火成岩類の新たな岩体区分．大平芳久・藤本
幸雄・庄司勝信・小笠原正継・大坪友英・根岸義光・水落幸
広・菊池康浩・田阪登史・小島秀康・朝日団体研究グループ
R1-P-8
阿武隈花崗岩類貫入時の地質構造環境：阿武隈帯から阿武隈花
崗岩類を取り除くと何が残るか．久保和也
R1-P-9
浅間火山前掛期B’降下スコリアの斑晶が捕獲するメルトおよび
硫化鉱物：イオウ濃度と硫化物析出．山口佳昭・鈴木　彰

R2．岩石・鉱物・鉱床学一般
R2-P-1（エントリー）
古千島弧前弧海盆におけるショショナイトの火成活動の時間分
布・空間分布．油谷　拓・平野直人
R2-P-2
埼玉県長瀞町金石の火山成塊状硫化物鉱床について．宮下　
敦・村上浩康・葛原弘毅・鞠子　正
R2-P-3（エントリー）
X線分析顕微鏡および画像処理・解析ソフトウェアを用いた
モード測定．植木忠正・丹羽正和
R2-P-4（エントリー）
岩城島産アルビタイトの形成メカニズム．秋田幸穂・今岡照
喜・永嶌真理子・竹下菜月・森田卓也・田中敏弥

R5　地域地質・地域層序・年代層序
R5-P-1
日高帯南部，広尾コンプレックス中の大丸山岩体の緑色岩類の
岩石学的・地球化学的特徴．山崎　徹・七山　太・高橋　浩・
山下康平
R5-P-2（エントリー）
北海道新冠地域に分布する蝦夷層群の岩相層序と産出したセノ
マニアン～コニアシアンの放散虫化石群集．伊藤祐輝・原　康
祐・栗原敏之・植田勇人
R5-P-3
岩手県宮古市における閉伊崎噴出岩類の地質．小野寺弘幸・澁
江靖弘・土谷信高・竹村静夫
R5-P-4
日立カンブリア系赤沢層から化石報告３—新たな海綿化石産出
露頭と近接する石灰岩の産状．田切美智雄・塙　勝利・及川　
晃・渡邉則昭
R5-P-5（エントリー）
ジュラ紀付加体における緑色岩の起源：関東山地秩父帯北帯に
おける構造層序学的意義．冨永紘平・久田健一郎・谷口英嗣・
町田嗣樹・安川和孝・加藤泰浩
R5-P-6
関東山地東部，飯能市名栗地域の秩父累帯．加藤　潔
R5-P-7（エントリー）
松山逆磁極帯中 Reunion正磁極亜帯周辺における古地磁気変動
の復元．小西拓海・岡田　誠・丸岡　亨
R5-P-8（エントリー）
安房層群天津層上部における古地磁気層序学的研究．霜多由
夏・羽田裕貴・岡田　誠
R5-P-9
千葉県屏風ヶ浦“香取層”から考える古東京湾のバリアー島シ
ステムの消長（予察）．岡崎浩子・中里裕臣・奈良正和・田村
　亨・伊藤一充
R5-P-10（エントリー）
房総半島中部に分布する上総層群下部−中部更新統の石灰質ナ

ンノ化石層序と古海洋環境．渡辺賢人・亀尾浩司・岡田　誠
R5-P-11（エントリー）
鮮新統安房層群安野層の古地磁気‐酸素同位体複合年代層序．
羽田裕貴・岡田　誠
R5-P-12
神奈川県中央部，鮮新−更新統中津層群の凝灰岩類礫の後背
地．河尻清和
R5-P-13
丹沢山地全体の層序および衝突・付加の再検討（予報）．西川
　正・堀内一利・千葉達朗・豊田淳子・水上香奈江・下村庸
三・水谷のぞみ
R5-P-14
長野県松本市東部に発達する薄川断層群．小山俊滉・大塚　勉
R5-P-15（エントリー）
静岡県掛川地域の中新統下部～中部の堆積シーケンス―倉真層
群と西郷層群の層序と堆積過程―．柴　正博・大橋泰知・森住
　誠・前川恒輝
R5-P-16
中新世のテフラ対比の精度と可能性　―東濃地域，瑞浪層群と
岩村層群のテフラ対比の再検討―．田村糸子・星　博幸・松尾
卓郎
R5-P-17（エントリー）
岐阜県東部，岩村層群遠山層の古地磁気と回転運動．松尾卓
郎・星　博幸
R5-P-18
岐阜県南東部に分布する中新統瑞浪層群および岩村層群のジル
コンU-Pb年代と再評価したジルコンFT年代．笹尾英嗣・岩野
英樹・檀原　徹・平田岳史
R5-P-19
三重県一志層群上部の浮遊性有孔虫化石層序：中新世の古地磁
気-微化石年代尺度の高精度化を目指して．大信田彦磨・星　
博幸・林　広樹
R5-P-20
5万分の1地質図幅「鳥羽」の中古生界．内野隆之・中江　訓
R5-P-21
近畿地方におけるEb-Fukudaテフラ上位のテフラ層．里口保文
R5-P-22（エントリー）
滋賀県多賀町四手地域の発掘地の更新統の古土壌．名取和香
子・多賀町古代ゾウ発掘プロジェクト
R5-P-23
海岸段丘堆積物にみる旧汀線−京丹後市丹後町上野の海岸段丘
の場合．石田志朗・小滝篤夫・糸本夏実
R5-P-24
上月-龍野帯の褶曲構造および舞鶴帯との構造的関係．井口勝
洋・鈴木茂之
R5-P-25（エントリー）
有田川地域の上部白亜系中の砕屑性ジルコン U-Pb年代からみ
た白亜紀火成弧の隆起運動．守法亮佑・竹内　誠・山本鋼志
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■ 9 月 10 日（土） 　コアタイム 13：45 〜 15：05　3 号館 5 階ポスター会場

部　進
R14-P-9
空知層群堆積層基底部の岩相と空知−エゾ海盆の起源．植田勇
人・小澤愛美
R14-P-10（エントリー）
東北日本弧の基盤岩類における低温領域の熱年代マッピング：
LA-ICP-MSを用いたAFT年代報告．福田将眞・末岡　茂・田
上高広
R14-P-11（エントリー）
西南日本内帯ペルム系形成時のテクトニックセッティング．中
川孝典・脇田浩二
R14-P-12（エントリー）
砕屑性ジルコン年代の階層クラスター分析による日本列島白亜
系砂岩の分類と特性評価．長田充弘・原田拓也・大藤　茂
R14-P-13
背弧拡大および稍深発地震とスラブ-マントル相互作用の関
係．石井和彦

R15．古生物
R15-P-1（エントリー）
タイ国東北部に位置する産地Huai Dam Chum（Tha Uthen）
から産する恐竜足跡化石群．髙津翔平・Sardsud Apsorn・
Saesaengseerung Doungrutai・Pothichaiya Chedchan・上松佐
知子・指田勝男
R15-P-2（エントリー）
ド イ ツ 上 部 三 畳 系 R h a e t i a n か ら 産 出 し た 首 長 竜 類
（Sauropterygia：Plesiosauria）の骨格復元．中島保寿・小田　
隆・林　昭次・WINTRICH Tanja・SANDER P. Martin
R15-P-3（エントリー）
束柱類（哺乳類）の時間的空間的分布の変化．松井久美子・荒
諒　理
R15-P-4（エントリー）
石灰質ナンノ化石に基づく南大西洋の前期−中期中新世の表層
海洋変遷．井手康太郎・亀尾浩司
R15-P-5
日本海側における鮮新−更新統の石灰質ナンノ化石イベントに
ついて．飯田里菜・山田　桂・田中裕一郎
R15-P-6
富山県の下～中部中新統・八尾層群産の漸深海生オストラコー
ダ化石群と日本海拡大史上の意義．小沢広和
R15-P-7
鹿児島湾奥，新島，完新統燃島貝層の石灰質微化石に基づく古
環境復元．前浜悠太・鹿野和彦・大木公彦・入月俊明
R15-P-8
2011年東北地方太平洋沖地震による陸上遡上型津波堆積物中の
有孔虫遺骸群集．林　広樹・中西康太・石賀裕明・三瓶良和・
酒井哲弥・入月俊明

大藤　茂・藤本辰也・高地吉一・山本鋼志

R7． 海洋地質
R7-P-1
伊豆小笠原弧須美寿カルデラ北部外輪山における大規模熱水変
質帯の可能性．坂本　泉・松下小春・上原太樹・四宮裕太・八
木雅俊・岡村　聡・棚橋道郎・東海大学望星丸16TBM海洋実
習乗船者一同
R7-P-2（エントリー）
IODP Expedition 352で採取された前弧玄武岩・ボニナイトの
岩石物性研究．本多睦美・道林克禎・山本由弦・針金由美子・
神谷奈々・渡邊　了・藤井昌和・柵山徹也
R7-P-3
日向沖南海トラフ周辺の活構造の高解像地層探査．芦　寿一
郎・山口飛鳥・福地里菜・大出晃弘・奥津なつみ・田渕　優・
池原　研

R14． テクトニクス
R14-P-1（エントリー）
跡津川断層系周辺におけるひずみ集中帯の地形および構造地質
学的特徴; 小規模断層群の分布とその産状．大橋聖和・大坪　
誠・宮川歩夢・丹羽正和・田村友識
R14-P-2（エントリー）
跡津川断層系周辺のひずみ集中帯に発達する小断層群から推定
される応力状態とその重要性．大坪　誠・大橋聖和・宮川歩
夢・丹羽正和
R14-P-3
2016年度熊本地震時に出現した地表地震断層の分布形態の特徴
と形成過程—X線CTを用いた斜めずれ断層模型実験による検
討—．上田圭一・溝口一生・小村慶太朗・田中姿郎・相山光太
郎・青柳恭平・佐々木俊法
R14-P-4
福岡県宇美断層の活動履歴：糟屋郡須恵町植木トレンチ調査結
果．宮下由香里・下釜耕太・杉田匠平・亀高正男・佐護浩一・
松浦一樹
R14-P-5（エントリー）
高分解能地層探査装置を用いた海底下極浅部の 3 次元地質構造
解析−日奈久断層帯海域延長部を対象として−．八木雅俊・坂
本　泉・田中博通・藤巻三樹雄・根元謙次・アイダン オメル
R14-P-6（エントリー）
紀伊半島熊野層群中の鉱物脈に記録された古応力．山中克正・
佐藤活志・山路　敦
R14-P-7（エントリー）
斜交する断層帯会合域の断層幾何及び運動像の変遷：屏風山断
層の例．香取拓馬・小林健太
R14-P-8
富士川河口断層帯、星山丘陵周辺の地質構造（予察）．小田原
啓・山本玄珠・狩野謙一・伊藤谷生・渡辺俊樹・藤原　明・阿

R5-P-26
紀伊半島西部の四万十帯より産出する後期白亜紀から暁新世の
放散虫化石．山本俊哉
R5-P-27（エントリー）
四万十帯白亜系湯川付加コンプレックスの変形構造解析および
砕屑性ジルコンU-Pb年代．太田明里・常盤哲也・竹内　誠・山
本鋼志
R5-P-28（エントリー）
紀伊半島中央部に分布する四万十帯白亜系麦谷層の地質と地質
構造．志村侑亮・常盤哲也・竹内　誠・山本鋼志
R5-P-29（エントリー）
紀伊半島中央部に分布する梁瀬断層周辺の地質と地質構造．水
戸創也・常盤哲也・志村侑亮
R5-P-30
岡山県南東部，白亜紀火山岩類「和気層」の層序（予報）．佐
藤大介
R5-P-31
岡山県瀬戸内市に分布する丹波帯”虫明層”の岩相と堆積環
境．田原幸太・脇田浩二・鈴木茂之
R5-P-32
岡山県吉備中央町に分布する白亜紀火山岩類の層序と地質構
造．山根百花・味野晴佳・相馬千佳・小室裕明
R5-P-33
山口県周南市鹿野東方長野山地域における錦層群の地質と放散
虫化石層序．田中菜月・中川孝典・脇田浩二
R5-P-34（エントリー）
ジルコンU-Pb同位体年代測定を用いた，西南日本外帯秩父累帯
下部白亜系に含まれる火成岩礫の年代．池田拓司・原田拓也・
高地吉一・大藤　茂・山本鋼志
R5-P-35（エントリー）
後期白亜紀ユーラシア東縁沈み込み帯の地質を巡る徳島周辺の
ジオ鉄コース．北尾泰広・青矢睦月
R5-P-36
5万分の1地質図幅「観音寺」地域の地質．野田　篤・植木岳
雪・川畑　博・松浦浩久・青矢睦月
R5-P-37
5万分の1地質図幅「池田」地域の三波川変成岩類（予報）．長
田充弘・宮崎一博・山本鋼志・高地吉一・大藤　茂
R5-P-38
四国西部三波川帯における深度2000mコアの薄片観察に基づく
変成度の検討．木村一成・西坂直樹・大西耕造・田村栄治・鈴
木茂之・榊原正幸
R5-P-39★（エントリー）
統合国際深海掘削計画（IODP）第333次研究航海Site C0011に
おける鮮新統浮遊性有孔虫化石層序．石川杏菜・亀尾浩司・林
　広樹
R5-P-40（エントリー）
モンゴル中部・中北部の付加体の起源と進化過程．上田哲也・
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R15-P-9
岡山県北東部に広がる中部中新統から産出する二枚貝化石の貝
殻成長線分析．武内　周
R15-P-10（エントリー）
酸性化条件下における二枚貝殻の酸素・炭素同位体応答．西田
　梢・林　正裕・鈴木　淳・佐藤瑞穂・野尻幸宏
R15-P-11（エントリー）
露頭面積バイアスを補正した生痕多様性評価方法とその応用：
日南層群猪崎オリストリスの生痕多様性の層位変化．菊地一
輝・成瀬　元・小竹信宏
R15-P-12（エントリー）
動画像解析による生痕化石Asteriacitesの形成過程の推定．谷
口知寛・小竹信宏

R16．ジュラ系＋
R16-P-1（エントリー）
Middle and late Triassic radiolarians from the Yarlung-
Tsangpo Suture Zone in the Jinlu area, Zetang, Southern Tibet 
and their geological significance．CHEN DISHU・LUO HUI・
松岡　篤
R16-P-2（エントリー）
Jurassic-Cretaceous melanges and broken formations from the 
Yarlung-Tsangbo Suture Zone near Zhongba, southern Tibet: 
Implications for the palaeoenvironment and subduction．李　
鑫・松岡　篤・李　 林・王　成善
R16-P-3
美濃テレーン上麻生ユニットのチャート岩体から産出したペル
ム紀放散虫群集の特徴．伊藤　剛・北川祐介・松岡　篤
R16-P-4
長野県開田地域の美濃帯東部味噌川コンプレックスの海洋プ
レート層序復元と生痕化石密集層．箱岩寛晶・松岡　篤
R16-P-5（エントリー）
福井県大野市和泉地区に分布する手取層群九頭竜亜層群貝皿層
における二枚貝化石とタフォノミー．鹿澤優祐・半田直人・酒
井佑輔・松岡　篤
R16-P-6
“手取層群”の新しい見方—時代論の見直しと細分提案—．佐
野晋一
R16-P-7（エントリー）
宮城県北東部橋浦地域に分布する下部ジュラ系志津川層群の岩
相層序の再検討．坂田凌輔・松岡　篤

会場：3号館2階ラウンジ
（市民講演会会場（3205教室）前）

OR．アウトリーチセッション 
※掲示のみ，コアタイムなし．

9/10 はポスター賞審査対象にはなりません

OR-P-1
千葉県環境研究センター地質環境研究室アウトリーチ ～大地
のやさしい使い方～．八武崎寿史・風岡　修・香川　淳・加藤
晶子・吉田　剛・荻津　達・小倉孝之・亀山　瞬
OR-P-2
『北海道自然探検ジオサイト107の旅』出版 ～北海道地質百選
の取り組み～．鬼頭伸治・石井正之・垣原康之・重野聖之・田
近　淳・中川　充・宮坂省吾
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T6．日本列島の構造発達史再考
T6-P-1
ジルコンのカソードルミネッセンスを用いた放射線損傷の評
価．土屋裕太・鹿山雅裕・西戸裕嗣・能美洋介
T6-P-2（エントリー）
白亜紀前弧盆地に記録された後背地の経年変化：東北地方白亜
系砂岩の砕屑性ジルコンU-Pb年代測定．梅村祐介・磯崎行雄・
堤　之恭
T6-P-3（エントリー）
古生代中葉日本の弧-海溝系の破片：高知県西部の黒瀬川帯の
花崗岩と砂岩のジルコンU-Pb年代測定．長谷川遼・磯崎行雄・
堤　之恭・安井敏夫
T6-P-4（エントリー）
東京都日の出町坂本地域の黒瀬川帯蛇紋岩メランジュ中の430-
450 Ma花崗岩類ブロック．沢田　輝・磯崎行雄・坂田周平

T7．文化地質学
T7-P-1
山形城巽櫓，坤櫓の流紋岩，デイサイト石垣石材の岩石記載．
大友幸子

R3．噴火・火山発達史と噴出物
R3-P-1
小笠原群島古第三紀母島列島の地質．金山恭子・海野　進・石
塚　治
R3-P-2（エントリー）
槍・穂高カルデラ内におけるカルデラ壁崩壊角礫岩とカルデラ
床の識別．丑舘沙綾・原山　智
R3-P-3
火山山麓扇状地-デルタ-湖底システム内で追跡できるラハール
堆積物の層序と編年：高頻度小規模噴火の履歴解明に向けて．
片岡香子・長橋良隆・卜部厚志
R3-P-4
三浦半島南部に分布する箱根東京テフラ．笠間友博
R3-P-5
Samalas-Rinjani火山コンプレックスのカルデラ形成噴火に先行
する長期噴出率の減少とRinjani-Segara Anak火山の長期噴出率
における体積予測型の特徴．土志田潔・高田　亮

R4．変成岩とテクトニクス
R4-P-1（エントリー）
幸太郎石：蛇紋岩に捕獲された，高圧変成作用を受けた蛇紋岩
関連オリストストローム．東　豊土・加藤孝幸・和田恵治・斉
藤晃生・佐々木克久
R4-P-2（エントリー）
北海道旭川市周辺の神居古潭変成岩のテクトニクスの再検討：
ジルコンU-Pb年代および熱構造．SHIN Wonji・竹下　徹・岡
本あゆみ

R4-P-3
四国中央部・三波川帯緑泥石帯低温部の苦鉄質片岩の起源とプ
ログレード変成作用．遠藤俊祐
R4-P-4★
石英仮像内の非晶質SiO2相：蘇魯超高圧エクロジャイトの例．
田口知樹・三宅　亮・榎並正樹
R4-P-5（エントリー）
福岡県飯塚地域に産する変成岩類の変成温度圧力条件．深見　
潤・大和田正明・兵土大輔
R4-P-6
北部九州東部に分布する田川変成岩類に貫入する菫青石花崗岩
質岩脈の成因．柚原雅樹・日髙万莉亜・清浦海里
R4-P-7
伊那市長谷，泥質マイロナイトのザクロ石ポーフィロクラス
ト．小野　晃
R4-P-8
東南極セール・ロンダーネ山地北部に産するFe-Alに富むグラ
ニュライト中の黒雲母ー石英シンプレクタイト．馬場壮太郎・
小山内康人・中野伸彦・外田智千・足立達朗・豊島剛志
R4-P-9（エントリー）
ザクロ石とジルコンの微量元素組成から制約する高温変成作用
と流体の挙動：東南極セール・ロンダーネ山地の例．東野文
子・河上哲生・土屋範芳・サティシュクマール・石川正弘・グ
ランサムジェフ・坂田周平・平田岳史
R4-P-10（エントリー）
Compositional Zoning of Garnets across Main Central Thrust 
and its implication on Himalayan Tectonics, western Himalaya, 
India．Saha Shivaji・Takeshita Toru・Okamoto Ayumi S.
R4-P-11
北部マリアナ前弧域から採取されたかんらん岩の微細構造解
析．針金由美子・石塚　治・前川寛和
R4-P-12（エントリー）
高圧高温条件下における隠岐島後捕獲岩のＰ波・Ｓ波速度同時
測定．高橋宏和・石川正弘
R4-P-13
Inverse Batschelet分布を用いた鉱物粒子配列データの統計学
的記述．松村太郎次郎・増田俊明

R13．沈み込み帯・陸上付加体
R13-P-1（エントリー）
三浦層群三崎層火山噴出物中の異質礫の岩石学的研究．鈴木陽
一・平野直人
R13-P-2（エントリー）
サラシ首層周辺の地質構造・層序および砂岩物性．潮崎翔一・
原田隆弘・宮田雄一郎
R13-P-3（エントリー）
高知県馬路−魚梁瀬地域の安芸構造線周辺から産出する後期白
亜紀及び始新世放散虫化石．原　康祐・原　英俊

R13-P-4
宮城―福島沖日本海溝軸近傍における高分解能反射法地震探
査．中村恭之・小平秀一・尾鼻浩一郎
R13-P-5
ホウ素・リチウム同位体を用いた日本海溝プレート境界断層浅
部における流体岩石相互作用の評価．石川剛志・永石一弥・松
岡　淳・亀田　純・SAMPLE James
R13-P-6（エントリー）
すべり弱化過程の石英質岩の断層表面における非対称構造の形
成と弱化に伴う形状変化．飯田大貴・堤　昭人
R13-P-7（エントリー）
海洋プレート上で採取された生物起源堆積物の剪断組織の発達
過程．並木由香・堤昭人
R13-P-8（エントリー）
沈み込み帯堆積物の含水条件と間隙水圧一定条件下での摩擦挙
動の検討．比嘉咲希・並木由香・堤　昭人
R13-P-9（エントリー）
白亜系四万十帯構成岩類の震源域条件における摩擦特性．阿部
浩典・星野紘輝・澤井みち代・金川久一
R13-P-10（エントリー）
掘削パラメータを利用した南海トラフC0002サイトにおける連
続的な岩石強度の推定．濱田洋平・北村真奈美・山田泰広・真
田佳典・モー キョー・廣瀬丈洋
R13-P-11
底付け付加体の鉱物脈の方位解析による古応力と駆動流体圧比
の推定．佐藤活志
R13-P-12（エントリー）
犬山シークエンスの下底をなす美濃帯大脇露頭の構造解析．長
谷川亮太・山口飛鳥・福地里菜・浜橋真理・清水麻由子・芦　
寿一郎
R13-P-13（エントリー）
被熱構造と圧密履歴からみた房総半島新第三系前弧海盆の発
達．神谷奈々・山本由弦・張　鋒・栗本悠平・王　乾・竹村貴
人
R13-P-14（エントリー）
付加体深部の第三の移動様式．中川美菜子・坂口有人

R17．情報地質とその利活用
R17-P-1
オープンスタンダードを用いた３次元地質モデルのためのWeb
可視化システムの開発．根本達也・升本眞二・野々垣進
R17-P-2
フリーオープンソースソフトウェアを利用した柱状図データの
3 次元可視化とWeb共有．野々垣進・升本眞二・根本達也
R17-P-3
日本シームレス地質図3Dの高度化と高速化．西岡芳晴・長津
樹理
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R20-P-5
粉体中に横ずれ断層を形成する組立て式モデル実験装置の性能
試験．川村教一・山下清次・石水英梨花

R21．第四紀地質
R21-P-1
平成28年（2016年）熊本地震に伴って発生した地表地震断層の
詳細構造．小俣雅志・郡谷順英・谷口　薫・榊原庸貴・阿部直
樹・頓田修一朗
R21-P-2（エントリー）
音波探査による備讃瀬戸海域沖積層の再検討．大平　亮
R21-P-3（エントリー）
貝形虫群集に基づいた中海の過去2800年間の古環境変遷．小原
一馬・山田　桂・瀬戸浩二
R21-P-4
濃尾平野臨海部鍋田における沖積層下部のテフラ分析（3）．牧
野内猛・檀原　徹・堀　和明・野々垣　徹
R21-P-5（エントリー）
上総層群国本層のコアの高解像度珪藻解析．田中郁子・矢頭政
幸・上野友輔・北場育子・佐藤裕司
R21-P-6（エントリー）
霞ヶ浦西浦湖岸平野堆積物へのpIRIR年代測定法の適用．羽田
一貴・伊藤一充・田村　亨・山口直文
R21-P-7（エントリー）
琵琶湖愛知川河口沖コアの珪藻化石群集と湖水面変動との関
係．鈴木勇志・井内美郎・大塚佳祐・寺田圭希
R21-P-8
猪苗代湖湖底堆積物中のイベント堆積物の起源と堆積機構．井
内美郎・鈴木勇志
R21-P-9（エントリー）
十和田火山先カルデラ期の噴火活動および火山ガラス組成．太
田　光・柴　正敏
R21-P-10
光ルミネッセンスによる国内の第四紀地質年代の解明．田村　
亨

R24．鉱物資源と地球物質循環
R24-P-1
ちきゅう（CK16-01）航海における沖縄海底熱水域掘削試料の
船上物性測定．正木裕香・谷川　亘・小森省吾・鳥本淳司・槙
尾雅人・大田雄介・濱田洋平・野崎達生・石橋純一郎・熊谷英
憲・CK16-01 Leg2 乗船者一同

R18．環境地質
R18-P-1
2100年における九十九里地域の累積沈下と潜在海域．八武崎寿
史・風岡　修・香川　淳
R18-P-2
浅部地質構造が支配する埋立地の液状化—流動化：地震動と間
隙水圧の観測からの制約．荻津　達・酒井　豊・風岡　修・香
川　淳・加藤晶子・吉田　剛・八武崎寿史・亀山　瞬
R18-P-3
「2011年長野県北部の地震」により形成された天然ダムの5年
後の現状．室田真宏・赤井静夫・塩野敏昭・小林保男・赤井理
一郎・吉永佑一
R18-P-4（エントリー）
2011年東北地方太平洋沖地震後の千葉県九十九里浜における天
然ガス湧出の分布状況（2011年～2016年）．吉田　剛・八武崎
寿史・香川　淳・加藤晶子・荻津　達・風岡　修
R18-P-5
湖口開削による水環境回復効果とその持続性に関して—北海
道・能取湖の事例—．香月興太・瀬戸浩二・斉藤　誠・野口拓
郎

R19．応用地質学一般およびノンテクトニック構造
R19-P-1
細骨材の粒子径状—ボールミルとロッドミルの比較—．大河内
誠・片山達章・中村佳博・香取拓馬
R19-P-2
Evaluating the susceptibility of landslide landforms in Japan 
using slope stability analysis: A case study for the Kumamoto 
earthquake．CHEN Chi-Wen・YAMADA Ryuji・IIDA Tomoyuki
R19-P-3
2016年熊本地震によって甲佐町府領に出現した微小な地表変
状．亀高正男・佐護浩一・新谷俊一

R20．地学教育・地学史
R20-P-1（エントリー）
サイエンティフィック・イラストレーション：第 1 回地球科学
のための図の作成スキルを身につけるワークショップ開催報
告．笹岡美穂
R20-P-2
サメの歯化石の発掘を主体とした地質体験学習とその展望．千
代田厚史・荒井　豊・原田吉樹
R20-P-3
高校生の火成岩組織の理解度と火成岩標本の鑑定能力．廣木義
久・寺戸　真
R20-P-4
地層剥ぎ取り技法を用いた地球「現象」の実物標本化と博物館
資料の新たな可能性．石浜佐栄子

■ 9 月 11 日（日） 　コアタイム 13：00 〜 14：20　3 号館 5 階ポスター会場

会場： 3 号館 2 階ラウンジ
（市民講演会会場（3205教室）前）

R6．ジオパーク 
（コアタイム：13:00-14:20）

R6-P-1
ジオパーク新潟国際フォーラムでの展示体験活動．小河原　孝
彦・市橋弥生・佐藤信之・井伊　徹
R6-P-2
佐渡ジオパークにおける地域住民によるジオサイト整備．市橋
弥生
R6-P-3
群馬県立自然史博物館の教育普及プログラムを利用した下仁田
ジオパークにおける学際的コンテンツの開発．菅原久誠・ジオ
パーク下仁田協議会

OR．アウトリーチセッション
コアタイム（13:00〜14:00，16:30〜17:30）

（※ポスター賞審査対象日）

OR-P-1
千葉県環境研究センター地質環境研究室アウトリーチ～大地の
やさしい使い方～．八武崎寿史・風岡　修・香川　淳・加藤晶
子・吉田　剛・荻津　達・小倉孝之・亀山　瞬
OR-P-2（エントリー）
『北海道自然探検ジオサイト107の旅』出版 ～北海道地質百選
の取り組み～．鬼頭伸治・石井正之・垣原康之・重野聖之・田
近　淳・中川　充・宮坂省吾
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■ 9 月 12 日（月） 　コアタイム 13：00 〜 14：20　3 号館 5 階ポスター会場

T1．活断層破砕帯の掘削と断層年代測定による 
断層活動性の評価

T1-P-1
南下浦断層における断層破砕帯の性状および断層岩の鉱物学
的・地球化学的特徴．飯田高弘・磯部翔平・上原真一・溝口 
一生
T1-P-2
活断層の粘土質ガウジでみられた繰り返し活動の痕跡．相山光
太郎・溝口一生・飯田高弘・平野公平・上原真一
T1-P-3
スイスMont Terri主断層ガウジの摩擦特性．青木和弘・瀬
下和芳・亀高正男・Nussbaum Christophe・嶋本利彦・MA 
Shenglli・YAO Lu
T1-P-4
野島断層の枝断層近傍の小断層群およびそれらから検出された
応力．山路　敦
T1-P-5（エントリー）
ビトリナイト反射率による野島断層の摩擦発熱温度の推定及び
微細構造について．古田行平・坂田有人
T1-P-6
有馬―高槻構造線六甲断層の断層ガウジ電子顕微鏡観察．道林
克禎・滝沢　茂
T1-P-7
野島断層の分岐断層（浅野断層）中軸部物質の高速摩擦特性と
摩擦発熱過程．堤　昭人・中野龍二・並木由香・飯田大貴
T1-P-8（エントリー）
高速摩擦実験に基づく，石英ガウジのOSL/TLタイムゼロイン
グ検証．赤瀬川幸治・大橋聖和・長谷部徳子・三浦知督
T1-P-9
阿寺断層ガウジ石英のOSL特性．鴈澤好博・菊池龍太・佐々木
　碧・佐々木高宗・高橋智佳史
T1-P-10
野島断層および有馬-高槻構造線活断層破砕帯における断層岩
の組織構造発達過程．佐津川貴子・林　愛明

T2．日本海沿岸での津波堆積物研究の展開
T2-P-1
山陰での津波堆積物調査とその成果．酒井哲弥・入月俊明・藤
原勇樹・安井絵美
T2-P-2
日本海東縁変動帯に位置する飛島の完新世段丘中に挟在する古
津波堆積物．高清水康博・小野勝則・卜部厚志・仁科健二・川
上源太郎・平川一臣

T4．表層型メタンハイドレートの地質と 
資源ポテンシャル

T4-P-1
表層型メタンハイドレート広域調査で得られた隠岐周辺海盆域
の海底地形・表層地質構造と堆積作用．佐藤幹夫・大井剛志・
松本　良・弘松峰男
T4-P-2（エントリー）
海底地盤強度へのガスプルームの影響．青木伸輔・大井剛志・
落合博之・登尾浩助・松本　良
T4-P-3（エントリー）
底生有孔虫化石群集に基づく上越海丘における中期更新世以降
のメタン湧出時代の追跡．大井剛志・秋葉文雄・角和善隆・松
本　良
T4-P-4（エントリー）
最終氷期から後氷期にかけての日本海の浮遊性有孔虫のストロ
ンチウム同位体の記録．柿崎喜宏・蛭田明宏・大井剛志・石川
剛志・川合達也・角和善隆・松本　良
T4-P-5（エントリー）
上越沖ガス湧出域における間隙水の時系列解析と地球化学的特
性．尾張聡子・戸丸　仁・松本　良
T4-P-6
最上トラフ海底に発達するガスチムニー中の間隙水とガスの地
球化学的特徴．亀田凌平・廣瀬奈津美・戸丸　仁・松本　良
T4-P-7
日本海東縁，表層型ガスハイドレート賦存域堆積物の磁気的性
質：ガスハイドレート含有量との関連．下野貴也・松本　良

T8．極々表層堆積学 : 
「堆積物」への記録プロセスの理解

T8-P-1★（エントリー）
2011年東北地方太平洋沖地震津波による仙台湾浅海域での堆
積・侵食過程．佐藤　晃・後藤和久・菅原大助・有働恵子
T8-P-2（エントリー）
南海トラフの泥質堆積物の初期続成−埋没深度数十cmから数
百mまでの微細組織観察−．藏永　萌・川村喜一郎
T8-P-3★（エントリー）
生物撹拌による塊状構造の形成条件 —ルール型格子モデルに
よる検討—．小川琴奈・成瀬　元
T8-P-4（エントリー）
福岡県西部の糸島市深江における砂質ビーチの堆積過程と現世
生痕（予察）．市原季彦

T9．付加体地質中に残る遠洋性堆積岩の研究： 
進展と展望

T9-P-1（エントリー）
大分県津久見地域網代島における南部秩父帯中部三畳系 
Anisian 層状チャートのコノドント生層序．武藤　俊・高橋　

聡・山北　聡・曽田勝仁・尾上哲治

R8．堆積物（岩）の起源・組織・組成
R8-P-1
粒子形状と方位の3D計測およびその堆積学への利用例．宮田
雄一郎・末弘美咲
R8-P-2
浅海堆積物におけるスペクトラルガンマ線検層と地化学分析と
の比較：長岡CO２圧入実証試験サイトの例．伊藤拓馬・中野和
彦・大渕敦司・中島崇裕・薛　自求
R8-P-3
第三紀泥岩の分光測色的特徴（予報）．辻野　匠・柳沢幸夫
R8-P-4
遠州灘磐田市鮫島海岸で発見された「ガーネットサンド」に含
まれる磁鉄鉱の起源．青島　晃・鈴木怜央・島　康太朗・西崎
悠樹・川井　陸・前田裕貴
R8-P-5（エントリー）
中新統師崎層群より産する巨大ドロマイト質コンクリ―ション
の形成過程．村宮悠介・吉田英一
R8-P-6
瑞浪層群中村累層に見られる熱水破砕脈とそれに伴う母岩の珪
化　古川邦之・西本昌司・和田穣隆・新正裕尚・金丸龍夫
R8-P-7
IODP Exp. 354ベンガルファン堆積物とヒマラヤ山脈前陸盆地
堆積物における重鉱物構成の比較．吉田孝紀・中嶋　徹・大崎
　愛・松本悠暉・Gyawali B. R.・Regmi A. D.・Rai L. K.・酒井
治孝
R8-P-8
EPMAを用いた東海層群土岐砂礫層の重鉱物の存在比・化学組
成と後背地の解明．清水麻由子・佐野直美・安江健一・柴田健
二・丹羽正和・鈴木和博
R8-P-9
中国・新疆ウイグル地域の中生代古環境解析：大陸衝突による
古気候変遷．内門　亮・太田　亨・Li Gang
R8-P-10
砂岩モード組成，全岩化学組成を用いた三重県四万十帯砕屑物
の後背地解析．葛原弘毅・太田　亨

R9．炭酸塩岩の起源と地球環境
R9-P-1★（エントリー）
モンゴル西部ザブハン盆地における下部カンブリア系微生物
岩の多様性．杉本雄祐・江﨑洋一・足立奈津子・刘 　建波・
渡部真人・園田ひとみ・ALTANSHAGAI Gundsambuu・
ENKHBAATAR Batkhuyag ・DORJNAMJAA Dorj
R9-P-2（エントリー）
モンゴル西部Zuune Arts地域に分布するカンブリア系第二統
の生物礁−古杯類大繁栄期の礁の特性−．足立奈津子・辻村
滉佑・江﨑洋一・渡部真人・ALTANSHAGAI Gundsambuu・
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成則パラメターの推定．中野龍二・堤　昭人
R12-P-10（エントリー）
封圧下における岩石の比抵抗と弾性変形特性および孔隙サイズ
分布との関係について．畠田健太朗・林　為人・廣瀬丈洋・谷
川　亘・濱田洋平・多田井修
R12-P-11（エントリー）
中央構造線の断層破砕帯における変質作用と変形の局所化：三
重県松阪市飯高町，粟野・田引露頭の例．稲生千咲・亀田　
純・山田悠太・大谷具幸・重松紀生
R12-P-12
三重県三峰におけるMTL破砕帯の断層岩分布と内部構造．阿
部田門・藤本光一郎・重松紀生
R12-P-13（エントリー）
四万十帯付加体玄武岩の熱物性値の温度依存性．多田井修・谷
川　亘・廣瀬丈洋・濱田洋平・畠田健太朗

R22．地球史
R22-P-1（エントリー）
中期三畳紀Anisianにおける古海洋環境の復元．藤崎　渉・浅
沼　尚・須田　好・鈴木和恵・吉屋一美・佐藤友彦・澤木佑
介・松井洋平・横山哲也
R22-P-2（エントリー）
房総半島南端千倉層群布良層における浮遊性有孔虫化石を用い
た古水温復元．山本秀忠・岡田　誠・所　佳実
R22-P-3
東南極セール・ロンダーネ山地における岩石風化の特徴．金丸
龍夫・大岩根尚・菅沼悠介・奥野淳一・三浦　真
R22-P-4（エントリー）
東南極宗谷海岸地域における無人飛行機（UAV）を用いた高
解像度地形情報取得の試み．川又基人・菅沼悠介・白水　薫・
小山拓志・土井浩一郎・金田平太郎・青山雄一・早河秀章・小
花和宏之
R22-P-5
東北日本弧新第三系に産する層状マンガン鉱床の層序学的な位
置づけ．伊藤　孝・坂井志緒乃・本山　功・上栗伸一・小室光
世・鈴木勝彦
R22-P-6（エントリー）
カナダ・ラブラドル、サグレック岩体の堆積岩から推定する初
期海洋の化学組成と生命の痕跡．吉田　聡・田代貴志・石川　
晃・小宮　剛
R22-P-7（エントリー）
腕足動物化石の炭素・酸素同位体組成と殻の微細構造は続
成作用の進行によってどのように変化するか．滝澤　護・
Techapinawat Lapone・髙栁栄子・Charoentitirat Thasinee・
浅海竜司・阿部　理・原　英俊・曽根正敏・山本鋼志・井龍康
文・佐藤晋佑

積物の起源と形成過程．宇都宮正志
R10-P-14（エントリー）
房総半島下部更新統梅ヶ瀬層上部の塊状砂岩層の堆積形態と内
部構造．小田陽平・伊藤　慎
R10-P-15（エントリー）
砂岩泥岩互層の堆積相を特徴付ける情報の抽出とその対比．大
西由梨・佐々木華・石原与四郎・高野　修
R10-P-16（エントリー）
房総半島南端上部鮮新統千倉層群下部に認められる反射タ ー
ビダイトと屈折タービダイトの形成過程．岡芹大輝・山田立
輝・伊藤　慎

R11．石油・石炭地質学と有機地球化学
R11-P-1
北海Les Arcs 坑井の石灰質ナノ化石層序．江森良太郎
R11-P-2
蛇行河川流路変更パターンと堆積物の関係−カナダアルバータ
州McMurray層（オイルサンド）の例−．辻　隆司・渡部哲子

R12． 岩石・鉱物の変形と反応
R12-P-1
SEMによるすべり面上の鉱物の形態観察．中田英二
R12-P-2（エントリー）
単斜輝石ナノ多結晶体の焼結．坪川祐美子・石川正弘
R12-P-3（エントリー）
組成改変によるクロムスピネルのプルアパート構造形成．新井
　翔・水上知行・永冶方敬・Wallis Simon・森下知晃・曽田祐
介
R12-P-4（エントリー）
マイロナイトに含まれる再結晶石英のカソードルミネッセンス
のスペクトル特性．田野孝太朗・金井拓人・綿貫峻介・高木秀
雄
R12-P-5
マイクロブーディン古応力計を利用した太古代の中部地殻レベ
ルで生じた偏差応力成分の推定例．松村太郎次郎・増田俊明
R12-P-6（エントリー）
三波川帯の層状アンチゴライト蛇紋岩の構造岩石学：マントル
の含水化における反応と物質移動の速度論的関係．小林仁弥・
水上知行・曽田祐介・荒井章司・森下知晃・草野有紀
R12-P-7（エントリー）
徳之島西部秋利神地域の泥質・砂質片岩に認められる高温条件
下で生じた水圧破砕．貞包健良・山本啓司・上田修郎・寺林　
優・笠原慎平
R12-P-8（エントリー）
藍閃石片岩及び花崗岩の摩擦特性に対する間隙水圧の効果．澤
井みち代・高橋美紀
R12-P-9
ジンバブエ産斑レイ岩の中-高速度摩擦実験の結果を用いた構

ENKHBAATAR Batkhuyag・DORJNAMJAA Dorj
R9-P-3
異なる植生下の通気帯炭酸塩続成環境における続成過程と鍾乳
石形成メカニズム−沖縄県南大東島を例として−．松田博貴・
鹿島美香・嶋田　純
R9-P-4
鹿児島県塩浸温泉の流下経路における水質変化と鉱物組成．都
築奈美・高島千鶴

R10．堆積過程・堆積環境・堆積地質
R10-P-1（エントリー）
ヤジロベー法を用いた河床の地形解析．金井友則・北沢俊幸
R10-P-2（エントリー）
岩手県陸中海岸に分布する下部白亜系宮古層群羅賀層と田野畑
層下部の礫質河川システム．柴田健一郎・松川正樹
R10-P-3（エントリー）
湖成年縞堆積物に狭在する重力流堆積物の側方変化の特徴．
佐々木華・石原与四郎
R10-P-4
芦崎バリアースピットの内湾側に分布するウォッシュオーバー
ファンの堆積学的特徴．鎌田耕太郎
R10-P-5（エントリー）
福島県いわき市上遠野地域に分布する古第三系～新第三系の堆
積相とシーケンス層序．橋本雄介・安藤寿男
R10-P-6（エントリー）
更新統魚沼層群にみられる堆積システム，堆積シーケンスと海
水準変動パターンとの関連．松田和久・保柳康一
R10-P-7
巨大津波が内湾の海底に与える影響の検討，北海道噴火湾の場
合．仁科健二
R10-P-8
沖永良部島及び徳之島周辺の底質分布．天野敦子
R10-P-9（エントリー）
沿岸−浅海域で形成されたfluid mud堆積物の堆積構造と微細
組織．青栁裕香・戸田数馬・西田尚央・伊藤　慎
R10-P-10★（エントリー）
ニュージーランド沖カンタベリー堆積盆地におけるコア解析と
震探断面の再解釈に基づく更新世海水準変動と堆積シーケンス
形成の関連．角張友律・竹内時実・村越直美・保柳康一
R10-P-11（エントリー）
Experimental Investigation of Vertical Concentration Profile 
of Suspension and Entrainment Rate of Mixed Grain-Size 
Particles in Turbidity Currents．姚　奇峰・成瀬　元
R10-P-12
段差を埋める高濃度密度流の堆積構造に関する実験的検討．田
中姿郎・吉井　匠・佐藤隆宏
R10-P-13（エントリー）
房総半島東部に露出する下部更新統黄和田層の海底地すべり堆

■ 9 月 12 日（月） 　コアタイム 13：00 〜 14：20　3 号館 5 階ポスター会場
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R23．原子力と地質科学
R23-P-1（エントリー）
NUMOセーフティケースにおける将来の自然現象の発生可能
性とその影響の評価の考え方．山田彩織・太田久仁雄・國丸貴
紀・石田圭輔
R23-P-2
コア観察による断層帯の透水性の推定．石井英一
R23-P-3（エントリー）
有馬―高槻構造断層帯沿いの深部流体・熱水活動に関する検討
（1）―熱水変質の地質学・鉱物学的研究―．清水　徹・間中
光雄・塚本　斉・佐藤　努・風早康平
R23-P-4
有馬−高槻断層帯六甲断層沿いの深部流体・熱水活動に関する
検討（2）−水理環境への影響の定量的評価手法および調査技
術の構築に向けて−．間中光雄・清水　徹・塚本　斉・風早康
平
R23-P-5（エントリー）
岩盤中の放射性セシウムの移行挙動に関する検討．竹内真司・
林　武司・藪崎志保・鈴木弘明
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関　連　行　事

地質情報展 2016 とうきょう
「首都をささえる大地のしくみ」

日程：9 月 10 日（土）〜 12 日（月）
　　　　　10 日（土）10:00 〜 17:00
　　　　　11 日（日）10:00 〜 17:00
　　　　　12 日（月）10:00 〜 16:00
会場：日本大学文理学部 3 号館［入場無料］
主催：産業技術総合研究所地質調査総合センター・一般社団

法人日本地質学会
共催：日本大学文理学部
後援：東京都，世田谷区，世田谷区教育委員会，全国地質調

査業協会連合会，日本ジオパークネットワーク、下高井
戸商店街振興組合

内容：東京都および周辺地域の地質をはじめとして，地盤・
地震・火山・資源などに関する最新の地質学の成果をわ
かりやすく展示・解説します．小学校入学前のお子様か
ら大人まで，皆さんに楽しみながら「地質」を学んでい
ただけるイベントです．また，さまざまな「体験学習コー
ナー」を用意しており，実験や実演を通じて地質学をわ
かりやすく学ぶことができます．

展示テーマ（予定）：東京の地質・地下，地震・津波，東京
の山，東京の島、地熱・地中熱，東京のジオパーク（伊
豆大島ジオパーク）など

体験コーナー（予定）：「化石レプリカ作り」・「火山噴火実験」・
「水路堆積実験」・「ペットボトルで地盤の液状化実験」・
「砂絵で地質図」・「グラブ採泥器を使ってマンガン団塊
を採ろう！」・「地学クイズに挑戦」など

地質学会コーナー：第 7 回惑星地球フォトコンテスト入選作
品展示

問い合せ先：
産業技術総合研究所地質調査総合センター
地質情報展 2016 とうきょう事務局
TEL：029-861-3540
e-mail：johoten2016jikko-ml@aist.go.jp

※ 地質情報展は，平成28年科学研究費補助金研究成果公開促
進費補助事業です．

市民講演会
「ジオハザードと都市の地質学」

日時：2016 年 9 月 11 日（日）14:00 〜 16:30
　　　※開場は 13:00 より【入場無料・事前申込不要】
会場： 日本大学文理学部 3 号館 2 階 3205教室
講師：高橋正樹（日本大学文理学部教授）
　　　千葉達朗（株式会社アジア航測技師長）
概要： 今回は，市民講演会も大会テーマにならって「ジオハ

ザードと都市の地質学」というタイトルといたしまし
た．防災，減災のためには，まず首都圏が地質学的に
はどのような位置に立地しているか，市民に大局的な
観点より理解していただく必要があります．さらにコ
ンクリートに覆われた地下の構造はどのようになって
いるのか，高度に進んだ土地の人工改変やその上にあ
る様々な建造物が，自然災害発生時にどのような影響
を及ぼすかを，元もとの地形・地質を踏まえて考える
必要があります．高橋氏には、最近活動の活発化や噴

火の可能性が注目されている首都圏近郊の火山につい
て，千葉氏には，赤色立体地図を駆使して首都圏の地
形・地質と都市の関係について，市民に分かりやすく
解説する講演をお願いいたしました．

詳しくは，http://www.geosociety.jp/tokyo/content0040.html

※本事業はJSPS科研費JP16HP0011の助成を受けたものです．

小さな Earth Scientist のつどい
～第 14 回小，中，高校生徒

「地学研究」発表会～
　日本地質学会地学教育委員会では，年会の開催に合わせて，
地学教育の普及と振興を図ることを目的に，学校等における
地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています．
本大会でも，小・中・高等学校の地学クラブの活動，および
授業の中で児童・生徒が行った研究，学校外の研究会におい
て児童・生徒が中心に行った研究などが発表されます．東京
都内，また関東地方，さらには全国の児童・生徒の来場をお
待ちしています．会場は研究者も発表するポスター会場内に，
特設コーナーを用意いたします．同時並行で研究者の発表も
行われますので，児童・生徒同士のみならず，研究者との交
流もできます．この会を通じて生徒，研究者，市民の交流が
進み，地質学，地球科学への理解が深まって，未来を担う小
さな地球科学者たちの学習意欲への良い刺激と励みになるこ
とを願っております．

日時：2016年 9 月11日（日）9:00〜15:30
場所： 3 号館 5 階ポスター会場

参加予定校（ 7 月26日現在，16校，25件）
　・群馬県立太田女子高校地学部
　・ 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校天文部岩

石班
　・東京都立府中高等学校地学部
　・早稲田大学高等学院理科部地学班
　・早稲田高校地学部
　・東京学芸大学附属高等学校（3件）
　・中央大学附属中学校・高等学校地学研究部
　・駒場東邦中学高等学校地学部（3件）
　・法政大学第二中学校科学部（2件）
　・愛知教育大学附属岡崎中学校
　・兵庫県立西脇高等学校地学部（3件）
　・兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班
　・学校法人奈良学園奈良学園高等学校
　・岡山理科大学附属高等学校
　・鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班（3件）
　・熊本県立熊本西高等学校地学部

問い合わせ先：
　日本地質学会地学教育委員会（担当　三次）
　〒 101-0032　東京都千代田区岩本町 2-8-15　井桁ビル６F
　TEL：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156
　e-mail：main@geosociety.jp
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東京・桜上水大会　プログラム

若手会員のための地質関連企業研究サポート
　昨年までの「若手会員のための業界研究サポート」の名称
を新たに「「若手会員のための地質関連企業研究サポート」
として開催することになりました．本行事は，地質企業に興
味のある学生・大学院生および指導にあたっている教員の
方々を対象とし，地質企業の現状や求める人材について語り
合う交流会を目的としています．　熊本地震，豪雨災害にも
見舞われた今年，東日本大震災以来の国土強靱化の施策のも
とに“防災・減災に対するハード・ソフト対策”と“戦後か
ら高度成長期にかけて建設されたインフラの維持管理・更新”
が一層重要なキーワードとなっております．この社会的要請
に対して地質技術者が不足しており，その人材確保に企業の
皆様も苦労されていると思います．また，今後の日本のエネ
ルギー政策として“地熱”・“地下資源”の開発が改めて注目
を集めています．今年も，実際に企業で活躍されている地質
技術者と語り合い，大学で学んだ地質学が企業でどのように
生かされているのか，学生・大学院生および教員の方々が，
企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考
えています．

日程： 2016年 9 月11日（日）14:00〜17:00（＊時間帯は若干
変更になる場合があります）

場所：日本大学文理学部 3 号館 4 階（3401-3402教室）（予定）
主催：一般社団法人日本地質学会
内容： 各社ブースでの個別説明会（各社によるプレゼンテー

ションは行いません）．会場内で休憩室にて参加企業
の紹介用pptを上映します．

対象： 東京・桜上水大会に参加する学生･院生および大学教
員等の会員．日本大学等の学生･院生および教員等

出展予定企業（敬称略．8 月10日現在）
　石油資源開発株式会社
　株式会社 パスコ
　株式会社 建設技術研究所

　川崎地質株式会社
　中央開発株式会社
　三井石油開発株式会社
　株式会社 地圏総合コンサルタント

問い合わせ先：
　日本地質学会　担当理事　緒方信一/ 事務局　堀内昭子
　電話：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156

　下記の関連行事も予定されています（それぞれ，事前の参
加申込が必要となります： 8 月末締切）．詳しくは，大会
ホームページをご参照ください．

■ サイエンスカフェ「海溝型巨大地震と津波の脅威 -地質・
歴史記録に学ぶ自然災害-」（9/11実施）

■ 家族巡検「等々力渓谷の地層と東京の大地の生い立ち」
（9/11実施）

■ 防災施設等見学「ゼロメートル地帯を守る：清澄水門管
理事務所と扇橋閘門」（9/13実施）

■ GISショートコース（9/9実施：定員になりましたので申
込は締め切りました）

■ 教師向け巡検「千葉市の昔の海岸線を歩く」（10/ 1実
施）申込受付中！！

日時：2016年10月1日（土）9:30 JR稲毛海岸駅集合，15:00 
JR幕張駅解散（予定）
参加対象：小中高の教員ならびに一般市民を優先
募集人数：30名(教員枠15名＋一般枠15名)
参加費：1,000円（当日現地徴収）
申込等：巡検の申込および巡検コース一覧Iコースの欄をご
参照下さい
申込締切：9月16日（金）．
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関　連　行　事

地質情報展 2016 とうきょう
「首都をささえる大地のしくみ」

日程：9 月 10 日（土）〜 12 日（月）
　　　　　10 日（土）10:00 〜 17:00
　　　　　11 日（日）10:00 〜 17:00
　　　　　12 日（月）10:00 〜 16:00
会場：日本大学文理学部 3 号館［入場無料］
主催：産業技術総合研究所地質調査総合センター・一般社団

法人日本地質学会
共催：日本大学文理学部
後援：東京都，世田谷区，世田谷区教育委員会，全国地質調

査業協会連合会，日本ジオパークネットワーク , 下高井
戸商店街振興組合

内容：東京都および周辺地域の地質をはじめとして，地盤・
地震・火山・資源などに関する最新の地質学の成果をわ
かりやすく展示・解説します．小学校入学前のお子様か
ら大人まで，皆さんに楽しみながら「地質」を学んでい
ただけるイベントです．また，さまざまな「体験学習コー
ナー」を用意しており，実験や実演を通じて地質学をわ
かりやすく学ぶことができます．

展示テーマ（予定）：東京の地質・地下，地震・津波，東京
の山，東京の島 , 地熱・地中熱，東京のジオパーク（伊
豆大島ジオパーク）など

体験コーナー（予定）：「化石レプリカ作り」・「火山噴火実験」・
「水路堆積実験」・「ペットボトルで地盤の液状化実験」・
「砂絵で地質図」・「グラブ採泥器を使ってマンガン団塊
を採ろう！」・「地学クイズに挑戦」など

地質学会コーナー：第 7 回惑星地球フォトコンテスト入選作
品展示

問い合せ先：
産業技術総合研究所地質調査総合センター
地質情報展 2016 とうきょう事務局
TEL：029-861-3540
e-mail：johoten2016jikko-ml@aist.go.jp

※ 地質情報展は，平成28年科学研究費補助金研究成果公開促
進費補助事業です．

市民講演会
「ジオハザードと都市の地質学」

日時：2016 年 9 月 11 日（日）14:00 〜 16:30
　　　※開場は 13:00 より【入場無料・事前申込不要】
会場： 日本大学文理学部 3 号館 2 階 3205教室
講師：高橋正樹（日本大学文理学部教授）
　　　千葉達朗（株式会社アジア航測技師長）
概要： 今回は，市民講演会も大会テーマにならって「ジオハ

ザードと都市の地質学」というタイトルといたしまし
た．防災，減災のためには，まず首都圏が地質学的に
はどのような位置に立地しているか，市民に大局的な
観点より理解していただく必要があります．さらにコ
ンクリートに覆われた地下の構造はどのようになって
いるのか，高度に進んだ土地の人工改変やその上にあ
る様々な建造物が，自然災害発生時にどのような影響
を及ぼすかを，元もとの地形・地質を踏まえて考える
必要があります．高橋氏には、最近活動の活発化や噴

火の可能性が注目されている首都圏近郊の火山につい
て，千葉氏には，赤色立体地図を駆使して首都圏の地
形・地質と都市の関係について，市民に分かりやすく
解説する講演をお願いいたしました．

詳しくは，http://www.geosociety.jp/tokyo/content0040.html

※本事業はJSPS科研費JP16HP0011の助成を受けたものです．

小さな Earth Scientist のつどい
～第 14 回小，中，高校生徒

「地学研究」発表会～
　日本地質学会地学教育委員会では，年会の開催に合わせて，
地学教育の普及と振興を図ることを目的に，学校等における
地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています．
本大会でも，小・中・高等学校の地学クラブの活動，および
授業の中で児童・生徒が行った研究，学校外の研究会におい
て児童・生徒が中心に行った研究などが発表されます．東京
都内，また関東地方，さらには全国の児童・生徒の来場をお
待ちしています．会場は研究者も発表するポスター会場内に，
特設コーナーを用意いたします．同時並行で研究者の発表も
行われますので，児童・生徒同士のみならず，研究者との交
流もできます．この会を通じて生徒，研究者，市民の交流が
進み，地質学，地球科学への理解が深まって，未来を担う小
さな地球科学者たちの学習意欲への良い刺激と励みになるこ
とを願っております．

日時：2016年 9 月11日（日）9:00〜15:30
場所： 3 号館 5 階ポスター会場

参加予定校（ 7 月26日現在，16校，25件）
　・群馬県立太田女子高校地学部
　・ 横浜市立横浜サイエンスフロンティア高等学校天文部岩

石班
　・東京都立府中高等学校地学部
　・早稲田大学高等学院理科部地学班
　・早稲田高校地学部
　・東京学芸大学附属高等学校（3件）
　・中央大学附属中学校・高等学校地学研究部
　・駒場東邦中学高等学校地学部（3件）
　・法政大学第二中学校科学部（2件）
　・愛知教育大学附属岡崎中学校
　・兵庫県立西脇高等学校地学部（3件）
　・兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班
　・学校法人奈良学園奈良学園高等学校
　・岡山理科大学附属高等学校
　・鹿児島玉龍高等学校サイエンス部天文班（3件）
　・熊本県立熊本西高等学校地学部

問い合わせ先：
　日本地質学会地学教育委員会（担当　三次）
　〒 101-0032　東京都千代田区岩本町 2-8-15　井桁ビル６F
　TEL：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156
　e-mail：main@geosociety.jp
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東京・桜上水大会　プログラム

若手会員のための地質関連企業研究サポート
　昨年までの「若手会員のための業界研究サポート」の名称
を新たに「「若手会員のための地質関連企業研究サポート」
として開催することになりました．本行事は，地質企業に興
味のある学生・大学院生および指導にあたっている教員の
方々を対象とし，地質企業の現状や求める人材について語り
合う交流会を目的としています．　熊本地震，豪雨災害にも
見舞われた今年，東日本大震災以来の国土強靱化の施策のも
とに“防災・減災に対するハード・ソフト対策”と“戦後か
ら高度成長期にかけて建設されたインフラの維持管理・更新”
が一層重要なキーワードとなっております．この社会的要請
に対して地質技術者が不足しており，その人材確保に企業の
皆様も苦労されていると思います．また，今後の日本のエネ
ルギー政策として“地熱”・“地下資源”の開発が改めて注目
を集めています．今年も，実際に企業で活躍されている地質
技術者と語り合い，大学で学んだ地質学が企業でどのように
生かされているのか，学生・大学院生および教員の方々が，
企業の生の声を聴くことができるような場を提供したいと考
えています．

日程： 2016年 9 月11日（日）14:00〜17:00（＊時間帯は若干
変更になる場合があります）

場所：日本大学文理学部 3 号館 4 階（3401-3402教室）（予定）
主催：一般社団法人日本地質学会
内容： 各社ブースでの個別説明会（各社によるプレゼンテー

ションは行いません）．会場内で休憩室にて参加企業
の紹介用pptを上映します．

対象： 東京・桜上水大会に参加する学生･院生および大学教
員等の会員．日本大学等の学生･院生および教員等

出展予定企業（敬称略．8 月10日現在）
　石油資源開発株式会社
　株式会社 パスコ
　株式会社 建設技術研究所

　川崎地質株式会社
　中央開発株式会社
　三井石油開発株式会社
　株式会社 地圏総合コンサルタント

問い合わせ先：
　日本地質学会　担当理事　緒方信一/ 事務局　堀内昭子
　電話：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156

　下記の関連行事も予定されています（それぞれ，事前の参
加申込が必要となります： 8 月末締切）．詳しくは，大会
ホームページをご参照ください．

■ サイエンスカフェ「海溝型巨大地震と津波の脅威 -地質・
歴史記録に学ぶ自然災害-」（9/11実施）

■ 家族巡検「等々力渓谷の地層と東京の大地の生い立ち」
（9/11実施）

■ 防災施設等見学「ゼロメートル地帯を守る：清澄水門管
理事務所と扇橋閘門」（9/13実施）

■ GISショートコース（9/9実施：定員になりましたので申
込は締め切りました）

■ 教師向け巡検「千葉市の昔の海岸線を歩く」（10/ 1実
施）申込受付中！！

日時：2016年10月1日（土）9:30 JR稲毛海岸駅集合，15:00 
JR幕張駅解散（予定）
参加対象：小中高の教員ならびに一般市民を優先
募集人数：30名(教員枠15名＋一般枠15名)
参加費：1,000円（当日現地徴収）
申込等：巡検の申込および巡検コース一覧Iコースの欄をご
参照下さい
申込締切：9月16日（金）．
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ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140－8－28067
40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方

は学会事務局までお問い合わせ下さい．No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

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

〒350円
第 41 号　中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒300円　
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒350円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒350円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 45 号　シーケンス層序学―新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒300円
第 47 号　日高地殻―マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒350円
第 48 号　Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan―　岡田博有

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

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

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

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

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

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

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

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

地質リーフレットたんけんシリーズ（同一リーフレットを20部以上購入の場合割引あり）
１．箱根火山たんけんマップ―今、生きている火山　2007年５月発行　会員頒価300円
２．屋久島地質たんけんマップ―洋上アルプスは不思議な地質がいっぱい―　2009年３月発行　会員頒価300円
３．城ヶ島たんけんマップ―深海から生まれた城ヶ島―　2010年９月発行　会員頒価300円
４．富士山青木ヶ原溶岩のたんけん―樹海にかくされた溶岩の不思議―　2014年３月発行　会員頒価300円
５．長瀞たんけんマップ―荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみよう―　2016年２月発行　会員頒価300円

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

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

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

講演要旨集ほか
第118年見学旅行案内書（2011年水戸） 会員頒価2,800円，〒500円
第117年学術大会講演要旨（2010年富山） 会員頒価4,000円，〒500円
第117年見学旅行案内書（2010年富山） 会員頒価2,800円，〒500円
第116年見学旅行案内書（2009年岡山） 会員頒価2,800円，〒500円
第115年見学旅行案内書（2008年秋田） 会員頒価2,500円，〒500円
※このほか，大会講演要旨は，2002年新潟，2003年静岡，2004年千葉，2006年高知，2007年札幌，見学旅行案内書は，
2004年千葉，2005年京都に残部があります．

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

出　版　物　在　庫　案　内
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表紙紹介

日本大学文理学部から都心方向を望む

金丸龍夫（日本大学）

下末吉海進により形成された淀橋台地の西端に位置する日本
大学文理学部キャンパスの標高は約42 m．東京23区内では最も
標高の高い地域の一つである．東京・桜上水大会会場となる文
理学部３号館からは，新宿ビル群，東京スカイツリー，東京タ
ワーなどの名所を望むことができる．
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１．日時：平成28年９月17日（土）13:30～

16:00

２．場所：（公社）日本技術士会第二葺手ビ

ル５階　CD会議室

※地下鉄日比谷線神谷町駅から徒歩５分

３．対象：技術者及び技術士を目指す女子学

生・女性

※技術士の方はご遠慮下さい．

４．内容：「技術士」資格に関する説明及び

懇話会

５．参加費：無料

６．定員：15名

７．申込先：平塚由香里　wpetf@engineer.

or.jp（受付専用アドレス）

※お申込み頂いた方にはwpetfsalon@gmail.

comから返信いたします．

公益社団法人　日本技術士会

男女共同参画推進委員会　委員長　石田佳子

詳細については，下記　男女共同参画推進委

員会のホームページをご覧ください

http://www.engineer.or.jp/c_cmt/danjyo/to

pics/004/004612.html

毎年開催している日本ジオパーク全国大会

は，今年で第７回を迎えます．今年は，首都

圏からもほど近い伊豆半島ジオパークで，下

記のとおり開催されます．これまでで首都圏

から最も近いジオパーク全国大会となりま

す．多くの皆様の参加をお待ちしております．

日程：平成28年10月10日（月・祝）～12日

（水）

会場：静岡県総合コンベンション施設「プラ

サヴェルデ」（JR沼津駅から徒歩３分）

テーマ：連携が生み出す未来

大会ウェブサイト（http ://7th- jgn- izu-

peninsula.jimdo.com/）をご覧ください．

問合せ：日本ジオパーク伊豆半島大会実行委

員会事務局

（伊豆半島ジオパーク推進協議会事務局）

TEL 0558-72-0520 FAX 0558-72-1355

メール　7thjgn@izugeopark.org

日本ジオパーク伊豆半島大会
（第7回日本ジオパーク全国大会）

女子学生および社会人女性向け
技術サロン

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

部署名：大学院総合研究部教育学域人間科学

系科学文化教育講座

募集研究室：山梨大学大学院総合研究部教育

学域人間科学系科学文化教育講座福地研究

室

募集の背景：山梨大学は，京都大学と原子力

規制庁「原子力施設等防災対策等委託費

（野島断層における深部ボーリング調査）

事業」に関する再委託契約を結んでおり，

深部ボーリング掘削（最大掘削深度

1,500m）により野島断層及び浅野断層の

山梨大学大学院総合研究部
教育学域ポスドク研究員

（断層岩の年代解析法の開発）
公募

■申請受付期間

【学術研究部門】平成28年10月１日～10月14日

【実践研究部門】平成28年11月１日～11月15日

■主な募集対象者

【学術研究部門】

・大学院生（修士課程・博士課程）

・35歳未満の若手研究者

【実践研究部門】

・博物館，NPOなどに所属している者

詳しくは，http://www.jss.or.jp/ikusei/

sasakawa/

＜問い合わせ先＞

公益財団法人日本科学協会　笹川科学研究助

成係

TEL  03-6229-5365 FAX  03-6229-5369

http://www.jss.or.jp

E-mail：josei@jss.or.jp

平成29年度
笹川科学研究助成公募

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．

地下深部から採取されたコア試料を用いた

「断層岩の年代解析法」，特にESR（電子ス

ピン共鳴）法の開発を推進しております．

これに際して，下記の内容でポスドク研究

員を募集致します．ESR装置を使用した経

験がない方でもご関心をお持ちの場合は是

非応募のご検討をお願い致します．

［仕事内容］兵庫県淡路市のボーリング掘削

現場におけるコア試料の観察・処理・採取，

断層岩のX線回折分析及びESR解析（年代測

定を含む），京都大学剪断破壊試験グループ

や他の年代測定グループとの共同研究を推進

して頂きます．

主な勤務地：山梨大学甲府西キャンパス（山

梨県甲府市武田）

募集人員：ポスドク研究員（１名）

着任時期：採用が決定次第，可能な限り早い

時期に着任を希望（応相談）

勤務形態 非常勤（任期あり）平成29年３月

31日まで（本事業は２～３年継続する予定

ですが，来年度以降は共同研究の進捗状

況・予算等に応じて雇用更新を判断し，年

度ごとの契約更新となります．）

応募資格

１．博士の学位を有する方または同等の能力

がある方　２．修士の学位を有する方または

同等以上の能力がある方　３．XRD分析や

XRF分析，ICP分析等の機器分析の経験があ

る方　４．ESR分析の経験は問いませんが，

断層岩のESR年代解析法の開発に熱意を持っ

て取り組める方　５．活断層や年代測定法に

関する専門基礎知識を有する方　６．自主的

に研究を遂行し，他のグループと討論しなが

ら研究を進めて行ける方

募集期間　2016年９月12日（月）必着

［連絡先］

〒400-8510 山梨県甲府市武田４-４-37

山梨大学大学院総合研究部教育学域科学文

化教育講座

教授　福地龍郎

電話＆FAX：055-220-8219

E-mail：tfukuchi@yamanashi.ac.jp

機関または部署：URL http://www.

yamanashi.ac.jp/

１．機関　岡山理科大学生物地球学部

２．職種　講師または助教１名

３．研究分野　恐竜・古生物学分野

４．主な担当科目　恐竜学，古哺乳類学，卒

業研究

オムニバス科目（生物地球概論，野外調査

法実習，野外博物館学実習，古生物学実習）

５．応募条件

（1）博士の学位を有し（又は採用時期までに

確実に取得見込みの者），恐竜・古生物学

ならびに現生の動物学に関する教育・研究

岡山理科大学生物地球学部
生物地球学科教員

（講師または助教）の募集
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（1）履歴書（学歴・職歴・研究活動歴・国内

外学会活動歴・社会活動歴・受賞歴に分けて

記載，写真添付，連絡先には電話番号とE-

mailアドレスも記入）（2）研究業績リスト

（原著論文，著書，参考論文に分類し，それ

ぞれ過去から順に記載）（3）最近の主要な原

著論文5編の別刷（コピーも可）（4）所属学

会（5）最近５年間の科学研究費補助金を含

む競争的資金の取得状況（代表者のみ）（6）

これまでの教育・研究の概要と成果（A４：

１枚程度）（7）着任後の教育・研究に対する

抱負（A４：１枚程度）（8）応募者について

の意見をお聞きできる２名の方の氏名，所属，

連絡先（住所，電話番号）

応募締切：平成28年９月30日（金）（消印有

効）

書類提出先・問い合わせ先：〒501-1193 岐

阜市柳戸１-１　岐阜大学工学部社会基盤工

学科　小嶋　智

TEL：058-293-3081／FAX：058-293-3081

E-mail：skojima@gifu-u.ac.jp

詳細についてはホームページをご覧くださ

い．

http://www.eng.gifu-u.ac.jp/syakaikiban/

職名及び人数：准教授，講師または助教１名

所属：総合理工学研究科 地球資源環境学領

域

専門分野：造岩鉱物学を含む鉱物科学

主な担当予定授業科目：

（大学院）特別研究，地球物質システム学セ

ミナー，鉱物学特論，A d v a n c e d

Mineralogy等の一部

（学 部）卒業論文，地球物質科学概論，鉱

物科学，鉱物学実験，地球物質システム

学セミナーⅠ，Ⅱ，地球科学野外実習Ⅱ，

地球資源環境学外国語文献講読Ⅰ，Ⅱ等

の一部

応募資格：

１）採用時に博士の学位を有すること．

２）国立大学改革強化推進補助金（特定支援

型）が採択された場合は，平成28年度末

までに着任できること．

着任時期：平成29年４月１日（土）ただし，

特任教員として採用の場合は平成28年度内

（平成29年２月１日以降のできるだけ早い時

期）．

任期：なし．ただし，特任教員として採用の

場合の任期は平成29年３月31日まで．平成29

年４月１日より承継職員（任期なし）に移行

します．

応募締切：平成28年９月30日（金）必着

関係書類提出先：

〒690-8504 松江市西川津町1060 

島根大学大学院総合理工学研究科長　広光

一郎 宛

島根大学大学院総合理工学
研究科地球資源環境学領域

教員公募

に対して十分な能力と熱意のある方

（2）恐竜化石研究を専門とし，恐竜化石発掘

の実務経験を有していること

６．着任予定日 平成29年４月１日

７．提出書類

（1）履歴書

（2）主要論文（５編以内）の別刷，および実

務経験を有する方はその具体的内容を説明

する資料等（コピー可）

（3）教員資格申請書（様式１～７の所定の様

式に記入したもの）

（4）業績，教育などについて問い合わせでき

る方２名の氏名と連絡先（内１名の方の推

薦書があることが望ましい）

８．応募期限 平成28年９月７日（水）必着

９．書類送付先　〒700-0005 岡山市北区理

大町１－１

岡山理科大学 生物地球学部 生物地球学科

学科長　加藤 賢一

（封筒に「教員応募」と朱書し，直接手渡

しあるいは簡易書留以上で郵送のこと）

10．問合わせ先　学科長　加藤 賢一

Email：kato@big.ous.ac.jp

Tel & Fax：086-256-9514（研究室直通）

学科長不在時の連絡先　

Tel：086-256-8451（学部運営事務室）

＊様式１～７は，下記よりダウンロードして

下さい．

http://www.ous.ac.jp/rect/

募集人員：教授　１名

所属：工学部　社会基盤工学科　環境コース

専門分野：地球環境工学

担当科目：岐阜大学における地学系全学共通

教育科目，工学部における地学系基礎科目，

社会基盤工学科および大学院における専門教

育科目

応募資格：

・博士またはPhDの学位を有する方

・地球環境工学，特にエネルギー資源の研

究と社会実装において顕著な研究業績を

有し，地質学や応用地質学の知見を生か

して工学的課題に広く貢献できる方

・学部・大学院の教育・研究指導に熱意を

もって意欲的に取り組む方

・入試業務を含め，大学の運営に貢献でき

る方

本学部では，男女共同参画社会基本法の趣

旨に則り，男女共同参画を推進している．業

績や能力などが同等であれば女性を採用する

方針であるため，女性研究者の積極的な応募

を望む．また，外国籍研究者の応募にも配慮

する．ただし，国籍は問わないが，日常的に

日本語を使えることが望ましい．

着任時期：平成28年12月１日以降の早い時期

任期：任期なし

応募書類

岐阜大学工学部社会基盤工学
科教授公募

連絡・問い合せ先：

島根大学大学院総合理工学研究科 地球資源

環境学領域長　高須　晃

E-mail：takasu@riko.shimane-u.ac.jp，

TEL：0852-32-6461，FAX：0852-32-6461

提出書類等公募の詳細は，http://www.geo.

shimane-u.ac.jp/を参照して下さい．

公募人員：准教授１名

所属：火山噴火予知研究センター

研究分野：火山地質学

地震研究所では，研究の柱のひとつとして，

物質科学と地球物理学の情報を融合させて火

山噴火に至るまでの過程を解明し，統合的な

火山活動の理解を深め，火山噴火予測の精度

向上を目指すことを掲げている．公募では，

野外調査等をはじめとする火山地質学的手法

を用いて，噴火のダイナミクスの定量化，及

び噴火ポテンシャル評価に資する研究を行

い，それによって上記の目標を着実に進展さ

せる人材を募集する．

なお，本公募で採用された者は，突発的な

火山噴火の緊急調査等に積極的に参加し，火

山災害評価にも貢献するとともに，上記の研

究活動，および大学院教育を通じて，次世代

の人材育成にかかわることも期待されてい

る．

採用予定時期：採用決定後のできるだけ早い

時期

応募資格：博士の学位を有する者（外国での

同等の学位を含む）

任期について：本研究所の教員の任期に関す

る内規により，満55歳を超える教員について

は，次年度の初めに教員の所属する組織（分

野）の職に５年以内の任期を定める．再任は

本研究所教授会の承認を得た場合に１回限り

可とする（ただし，東京大学教員の就業に関

する規程に定めるところの定年による退職の

日を超えることはできない）．なお，詳細に

ついては，問い合わせ先に照会のこと．

応募締切：平成28年10月３日（月）17時必着

問い合せ先：東京大学地震研究所　観測開発

基盤センター　森田裕一

TEL：（03）5841-5704

E-mail：morita@eri.u-tokyo.ac.jp

応募書類提出先：

〒113-0032 東京都文京区弥生１-１-１

東京大学地震研究所 庶務チーム（人事）宛

詳細は，以下のURLから参照して下さい．

http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/recruitinfo/

東京大学地震研究所長
教員（准教授）の公募
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学をしのぐ勢いで伸びてきた．まさに，地球

惑星科学をリードする分野の一つだった．そ

の革命的ともいえる進歩の中で育った著者ら

は，世界における海洋地球科学の研究と教育

をもリードしてきて，最新鋭の研究の多くの

現場に立ち会ってきた．海洋科学と聞くと，

陸上をやっている研究者や学生には，まず長

い航海，船酔い，重労働，別世界，共同研究

などのイメージが浮かぶだろう．参加しよう

とする以前に，引いてしまう者も多いかもし

れない．しかし，いったん参加すると，そこ

には分野や出身，国籍，老若男女などにとら

われずに，目的に向かって心身ともに一にし

て邁進する研究者グループの姿を見る．計画

からデータや試料の収集・採集，結果の検討，

論文執筆に至るまで，共同作業が欠かせず，

個人の能力や経験が発揮される場であるとと

もに，互いに協力し合って学問を推進する世

界であることが分かる．しかも，相手は境界

のない海である．自然とグローバルな発想が

生まれてくる．さまざまな経験を経てきた研

究者，技術者，船の方々との交流も陸上では

あまり得られない貴重なものである．

こうしたこの分野の進歩の中で最先端を歩

んできた著者の専門分野の記述は真に迫る．

特に，海洋底を基礎づける場の記述，地球磁

場，プレート運動や発達史，その意義，ホッ

トスポットや海台，南海トラフの研究成果な

どの説明や議論は，斬新であり先端である．

基本的な概念が，分かりやすい数式を用いて

の計算方法なども，丁寧に説明されている点

も特筆される．一方，基礎的な分野に関して

は，やや古い資料が使われているのが気にな

る．特に，地質関連に関しては，若干問題も

ある．図2.1の火成岩の分類図は，引用はあ

るものの，古い原著からのものと思われ，そ

のほかにも岩石名などにはすでに使われなく

なった用語が並んでいる．そのほかにも，一

般的でない説明も散見される．特別の（業界）

用語の問題もある．このような分野では，ア

クロニム（頭文字による簡略用語）が頻繁に

登場する（GNSS，CTDなど）．本書には，

それらをすべて初出の段階でスペルアウトし

て説明しており，非常に教育的で分かりやす

い．一方，外来語の発音表記には，日本では

正統な英語発音から離れたものが普通に使わ

れている．これは著者らの責任ではないが，

JpGUでも国際化が叫ばれているので，ここ

でいくつかを列挙して，注意を喚起したい．

学界全体として取り組むべきで問題であると

思われる．リソスフェアは，リソスフィアで

あり，トラフはトロフが一般である（これに

関しては，本書にも言及がある）．またすで

に外来語として定着した発音表記を直すと混

乱も生じるが，オパールは，オウプルである．

英語での講演やポスターでの説明時などでは

注意したい．これらは枚挙にいとまがない．

なお，末尾で恐縮ではあるが，付録の観測方

法の部分は，実は私には一番役立った．海洋

研究には，独特の手法が組み合わせて用いら

れるが，どんな手法でも受け入れ，また応用

するという気持ちが重要であることが分か

る．位置決め，データの収集方法など，その

技術手法は日進月歩である．精度や確度だけ

でなく，効率も重要だ．しかも，旧態依然の

手法も，場合によっては威力を発揮する．た

とえば，地質分野では，依然としてドレッジ

やコアリングも重要だ．そのような手法が途

切れることのないように，継承していくこと

にも心したい，と感じた．いずれにしても，

地質学分野でも，地球物理学分野との境界は

ほとんどなくなっている状況を鑑みると，こ

のような書物は，地質分野の者にも，基礎的

な考え方や研究・思考方法などを学ぶ上で，

非常に重要なものであることを強調したい．

本書を，多くの方々に推薦する次第である．

なお，出版社からの連絡によると，初版の

誤植や誤りに関しては，HPで公表されてい

るという．以下参照のこと：http://www.utp.

books.jp/support/062723/docu062723_seigo

hyo_ver1.pdf

（小川勇二郎）

町田瑞男博士は，信州大学で小林国夫教授

に火山灰学を学び，その後，自宅に火山灰や

その構成鉱物の分離設備を設置し，ほぼ独力

で日本各地の火山灰調査研究を進めるかたわ

ら，学校講師や博物館勤務と平行して，鉱物

鑑定用の標準試料やプレパラート作成に携わ

られてきた．本書は，そうした長年の教育研

究活動の成果をまとめ，「素人にも専門家に

もわかる検索図鑑兼鑑定図鑑」として出版さ

本書は，気鋭の地球物理学者による待望の

書である．日本におけるこの分野の先駆者で

ある，小林和男氏の同名の著が出版されてか

ら，すでに40年近くもたっており，進歩の速

いこの分野の新しい観点からの改訂版が望ま

れていた．本書は，2011年４月に早世された

玉木賢策氏の追悼の意味を持って，小林氏の

教示も受けて計画されたという．が，小林氏

も先年亡くなられた．が，本書は小林氏の名

著に迫るものである．

本書は，全７章と観測方法の付録から成り

立っており，前半が初学者用の概説，後半が

ややアドバンスのレベルとあるように，地球

科学を学ぼうとする学部から大学院生用の教

科書ではあるが，地質学分野の研究者や教育

者にとっても十分役に立つ分かりやすい教育

的な書物となっている．第1章から，海洋底

の地形，海洋地殻・海洋リソスフェアの物質

と構造，海洋地殻の年代と磁化（ここまでが

基本情報），第４章以降は，海底拡大と熱水

活動：海洋リソスフェアの誕生，海溝での沈

み込み：海洋リソスフェアの消滅，海洋リソ

スフェアの改変：プレート内火成活動，プ

レート運動と海洋底，付録と続いている．

著者らがはじめににも述べているように，

この分野の1980年代以降のサイエンスとテク

ノロジーの進歩は目覚ましく，陸上の地球科

紹　介

海洋底地球科学

中西正男・沖野郷子著

東京大学出版会，2016年５月発行，318ペ

ージ，3800円＋税，ISBN 978-4-13-062723-8.

火山灰中の鉱物
検索・鑑定図鑑
プレパラートで知る
火山灰の不思議

町田瑞男

第四紀文献センター発行　2016年６月発

行　A５判オールカラー，上製本，237ペ

ージ，8,500円（税・送料込）
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による鑑定の役にも立つようになっている．

本書は，火山灰構成物質の鑑定に重きをお

いており，それぞれの構成物質が得られた元

の火山灰の詳しい地質情報は書かれていな

い．おそらく，著者は，そうした情報を追加

すると，図鑑としての使いやすさが失われる

と考えたのではないかと思われる．しかし，

火山灰にローソン石が含まれているという情

報を見ると，評者はローソン石を含む火山灰

（古琵琶湖層群）の地質情報を知りたくなる．

ローソン石の産出はほとんど高圧型変成岩に

限られるので，おそらく火山灰の噴出点の地

下に高圧型変成岩が分布し，噴火時に捕獲結

晶として取り込まれた可能性があると考えら

れるからである．本書は単なる図鑑ではなく，

丁寧に読むことでいろいろと考えをめぐらせ

ることができる楽しみを持った書籍と言える

だろう．将来，同じ著者による火山灰フィー

ルド・ガイドが公表されることを期待したい．

また，小学校から中学校の理科では，「大

地のつくり」の単元で火山灰構成物質の抽出

と観察は必ず使われる教材になっている．自

分達の身のまわりの土の中から，小さなきれ

いな結晶を発見することができるので，子ど

もたちに人気の高い授業である．ただ，教科

書や理科資料集には火山灰中の鉱物の典型的

な画像しか掲載されていないので，地域性の

ある個々の鉱物の特徴を把握して，実際に正

確に鑑定しようとすると，理科教員にとって

も難しい作業になる．本書は，火山灰の研究

を始めようとする人だけでなく，初等中等教

育に携わる教員などにも，ぜひ参照してほし

い図鑑である．

著者は書店や出版社を通すことで，著者の

考えとは違う構成や価格になることを心配さ

れたようで，本書の入手は直接販売に限られ

ている．購入を希望される方は，第四紀文献

センター・ホームページ：

http://www.ashfall-minerals.jp/Documents/

B5koukoku.pdf

を参照の上，直接発注をして欲しい．

（宮下　敦）

れた．

本書の内容は，火山灰の定義から採集・構

成物質の分離・鑑定方法を扱う前半と，火山

灰構成物質の図鑑部分に大きく分かれている．

火山灰構成物質の分離・鑑定方法は，火成

岩の肉眼鑑定や偏光顕微鏡観察などと共通部

分があるが，粒状物質の結晶形を双眼実体顕

微鏡で観察する点など，一般的な方法とは異

なる部分もある．そういう意味で，本書は．

火山灰に関して現在入手可能な日本語で書か

れた唯一の鑑定法教科書といってもよいだろ

う．中でも光学性一軸性や二軸性結晶のカ

ラーのコノスコープ画像は出色で，大変分か

りやすい図版になっていて，類書にない著者

の工夫が光る点である．

図鑑部分は，個々の火山灰構成鉱物の特徴

がよくわかる画像と手書きの結晶形の図がつ

けられている．また，光学性のデータだけで

なく，各鉱物それぞれにエネルギー分散型

EPMAによる化学組成分析値や粉末X線回折

チャートが掲載されていて，肉眼観察や顕微

鏡観察だけでなく，化学組成や粉末X線回折

2016年度秋季地質調査研修参加者募集のご案内

実施地域：千葉県君津市とその周辺（房総半島中部の清澄山系とその周辺）

主催：日本地質学会

共催：産総研地質調査総合センター

実施期間：2016年11月14日（月）～11月18日（金）（４泊５日）

講師：徳橋秀一氏（産総研地圏資源環境研究部門客員研究員），

細井　淳氏（産総研地質情報研究部門研究員）

主な対象：地質関連会社の若手技術者

参加費：一人12万円（往復交通費や宿泊費等は参加者負担）

定員：６名（申込順．定員に達し次第，申込受付を終了します．４名に達し

なかった場合は実施を中止します．）

申込受付期間：2016年9月15日（木）～10月14日（金）

問合せ先：日本地質学会事務局　Tel. 03-5823-1150

E-mail：main@geosociety.jp

その他：研修内容や申込方法の詳細については，地質学会のHPをご覧くだ

さい．また，過去の研修の具体的な実施状況（実施報告）についても，HP

からご覧いただけます．

申込受付期間：2016年９月15日（木）～10月14日（金）
2015年度秋季研修時の様子



日本地質学会会員の皆様

本年５月10日の地質の日に，当学会は学会創立125周年事業
の一つとして「県の石」を公表しました．これは，シンボルと
しての岩石・鉱物・化石について，下記のビジョンを持って，
石渡元会長，井龍前会長が３年以上かけて進めてきたものです．
選定の過程などの詳細は，末尾に転記しました学会発表記事で
ご覧いただけます．

選定のビジョン 県の石をきっかけとして，生活に深い関わ
りを持つ大地について，学校教育にとどまらずそれぞれの活
動の場で興味を喚起し，知識を得ていただくとともに，様々
な形で活用していただくことを期待しています．これによっ
て，大地の性質や成り立ちの科学という学問と，大地とうま
く付き合っていく生活の知恵という，地質学の両面が都道府
県民に広く浸透することを願っています．これらの知識と知
恵は，地元の自然や環境にとどまらず，防災や資源，郷土の
歴史や文化への理解にもつながり，観光やシンボル化による
郷土の活性化にも繋がるでしょう．

地質学会が想定している県の石の具体的な利用例としまして
は，展示や解説・教育・アウトリーチ等の機会をこれまで以上
に設けていただくことや，本提案を県の行政等で県のシンボル
（県の花，樹木，鳥等）の一環として定めていただくことなど
が考えられます．そして，これらによって，それぞれの自治体
で多くの住民に広く認知されることを希望しています．

このような，具体的な活動を実施するために，執行理事会の
下に「県の石」支援委員会を５月に設置いたしました．今後は
各地方支部のご協力をいただくと共に，地元のご意見，特に自
治体の施策の実施現場やその近くにおられる会員の皆様のご理
解をいただき，より一層の普及が進むことを目指して参ります．

一部の自治体では，すでに県庁のご担当部署を通じて県知事
に要望書をお渡ししたり，各種地元振興事業からのご相談をお
受けしたりしています（別添：８月１日山口県知事会見）．ま
た，月末から南アフリカで開催される第35回IGCにおいては，
英訳された県の石の資料を石渡元会長が配付することとなって
います．さらに「県の石」出版物の編集も，井龍編集委員長の
下で順調に進められています．

以上のように，本学会では「県の石」事業の選定だけでなく，
日本全国での普及を進めることで，本来のビジョンの実現を目
指して体制を整えつつ努力しております．ぜひ学会員の皆様に
も，可能な範囲で普及活動を支援していただくとともに，本事
業の進め方へのご意見や，支援委員会へのご協力をいただけま
すようお願いいたします．

９月の桜上水大会での支部長連絡会議において，各支部での
「県の石」支援活動について議論される予定ですが，支部の枠
に捕らわれない会員個人の普及・支援にも期待しております．
ご意見やご相談などは，学会本部経由で「県の石」支援委員会
にお寄せいただけますようお願いします．

会長　渡部芳夫
「県の石」支援委員会委員長　辻森　樹
執行理事会社会貢献部会長　平田大二

「県の石」発表
（日本地質学会News Vol.19，No.７を再掲）

2016年５月10日
一般社団法人日本地質学会

会長　井龍康文

日本地質学会は，全国47都道府県について，その県に特徴的
に産出する，あるいは発見された岩石・鉱物・化石をそれぞれ
の「県の石」として選定いたしました．日本地質学会は来る平
成30年（2018年）に創立125周年を迎えますが，都道府県の石
の選定をその記念事業のひとつとして実施するものです．
2014年８月に学会のHPやプレスリリースを介して一般にも

広く推薦を呼びかけました．それをもとに学会内で各支部から
委員を選出して選定委員会（委員長：川端清司（大阪自然史博
物館））を構成し，約2年をかけて検討し，選定いたしました．

2014年にこの事業を推進するにあたって調査しましたとこ
ろ，都道府県の花や樹木，あるいは鳥というのはほぼ全てにあ
りました．しかしながら，各都道府県へのアンケートでは「県
の石」あるいはそれに類するものを制定しているという回答は
ありませんでした．
地元の地質を愛する心は国際共通であり，米国では「州の石」
を定めているところもあります．我が国では石や岩などという
ものは，奇岩や特別な景観の中で愛でることはありますが，産
業として成り立っているもの，あるいは一部の愛好家を除いて，
日常的にはほとんど意識されていないものだと思います．日本
は国土の面積こそ小さいのですが，複雑な地質構造をもつ世界
でも特異な場所です．このような日本列島の北から南までの各
都道府県の地域特有の「県の石」を選定することによって，一
般市民の方々に大地の性質や成り立ちに関心を持っていただ
き，大地とうまく付き合っていくことができるようになること
を目指しております．
また，各都道府県においては，近年盛んになっております

「ジオパーク」への貢献ならびにこの「県の石」をさまざまに
活用していただくことを希望しております．

「県の石」選定にあたって

｠2016年５月10日
一般社団法人日本地質学会

会長　井龍康文

日本地質学会は，５月10日「地質の日」に，「県の石（岩
石・鉱物・化石）」の選考結果を発表しました．2014年８月に
公募を開始して以来，１年９ヶ月に渡って進めてきた選考が結
実したことは，誠に喜ばしいことです．
「県の石」は，市民の方々に，各地域の岩石・鉱物・化石を

身近な存在として捉えていただくことにより，自らが生活する
大地の歴史と成り立ちを知っていただき，安全に暮らす一助と
なればとの強い思いをもって選定しました．
この事業は，学術団体である日本地質学会が，日本全国の地

域の意見と学術的な重要性を考慮して選定したものです．諸外
国にも例のない事業であり，日本地質学会120有余年の歴史を
踏まえて，日本の地球科学の歴史に残るマイルストーンとなる
ものと評価できると思います．
選定に際しては，市民や会員の方々の岩石・鉱物・化石に対
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する愛着と強い思いが感じられ，選考は苦渋の選択ともいえる
ものでした．
今後は，今回選考した県の石を，市民の方々に広く親しんで

いただくために，書籍として出版いたします．出版の際には，
今回選定した以外にも，候補にあがって残念ながら選にもれた
岩石・鉱物・化石も掲載する予定です．
各県におかれては，この機会にぜひ「県の石」をさまざまに

活用していただくことを希望いたします．「県の石」が広く市
民の皆様に受け入れられ，親しまれることを祈念いたします．

「別添」

「県の石」山口県知事訪問の経緯

５月10日　全国の「県の石」の発表に合わせて，Mine秋吉台
ジオパークが山口の岩石，鉱物，化石の解説を記者クラブ

で解説（実態としては坂口理事がジオパークの推進協議会
員の立場で説明）．

６月17日　山口県総合企画部市町課から「県の石」のPR等に
関する要望として相談の申し込みの電話をもらい，要望書
の文例が届き，本件を執行理事会に諮る．

６月30日　あらためて地質学会から要望を出してもらえるか打
診される．

７月中旬　会長が知事に直接要望書を手渡しする方向で，８月
１日実施で調整される．

７月26日　手渡し要望書の最終案が決まる．
８月１日　午後，村岡嗣政知事と渡部会長の面談，要望書の手
渡し，会見が山口県庁で実施される．会見後に県の教育委
員会担当者と今後の普及等について協議．

会見での村岡知事は，県のシンボルとして採用し，今後は県
民手帳への県の石の印刷配布や教育での採用などをお考えであ
る旨発言され，その後の各紙等でも報道された．
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～2018年日本地質学会創立125周年を記念して～

トリビア学史　１　
地学会編集『本邦化石産地目録』（1884）

正会員　矢島道子（日本大学文理学部）

はじめに
2018年に日本地質学会は創立125周年を迎える．これまでに

50周年，60周年，100周年に記念誌を出版してきた．125周年に
は各分野の100周年から125周年のレビューを地質学雑誌に特集
号として掲載予定である．この動きとは別に，これまでの記念
誌に掲載されてこなかった学史的な資料がときどき発見される
ことがある．また，科学史全体の趨勢として，事実解釈が変更
されてきているものもある．125周年が終われば，記念誌の編
纂は150周年まで試みられないだろう．最近発見されたことが
らは風化して消失してしまう可能性も高い．それで，今号から
数回にわたって，「トリビア学史」として，小さいけれど，地
質学の歴史で重要になるかもしれないことがらをまとめていき
たい．第１回は1884年発行の『本邦化石産地目録』についてお
送りする．

目録の発見
2015年秋，東京大学理学部地球惑星科学図書室保存書庫にて，

『本邦化石産地目録』を発見した．この目録について，管見に
して聞いたことがない．『本邦化石産地目録』は，明治17年当
時の地質学・古生物学の様子がよくわかるので，その概要を報
告する．明治17年の化石産地は現在でも化石を産しているとこ
ろも多いが，まったく産しない所もある．各地の博物館で所有
している化石の古い産地の検索の一助になればよい．

目録の概要・構成
大きさはB6判，34ページ，１ページは25字12行．正誤表も

ついている．表紙は図１を参照．小さな薄い冊子なので，目次
はついてないが，構成は
表紙，表紙裏：白

凡例 ページ１
本邦化石産地目録 ページ３
第１　古生紀煤炭期之部 ページ３
第２　中生紀三聯期之部 ページ７
第３　中生紀侏羅期之部 ページ８
第４　中生紀白亜期之部 ページ11
第５　第三紀之部 ページ12
第６　時期未定之部 ページ29
第７　北海道之部 ページ32
となっている．

目録の目的
凡例では，この小冊子の目的が４項目記されている．概括す

ると，
１　本会員が旅行をして，化石産地を探す便を図るために，編
集した．
２　地質調査所，東京大学および博物館に所蔵されている化石
標本のうち，最も確実なるものについて編集したので，本書は
完全な目録というわけではない．この他にも化石産地が諸書に
散見されるが，誤謬のないことをめざしたので，本書にはとり
あげなかった．
３　化石の産地を主として地質時代でわけた．産出時代が明瞭



でないものが少なくないので，別に時期未定の部に編入した．
北海道はその地質の調査がまだ極めて不充分なので，産出化石
もまだ精細の識別を経てないものが十中八九である．それで，
別に北海道の部をつくった．
４　本書の時期未定の部は漸次その時期を解明されるだろう
し，また，新たに化石が発見されるだろうから，ときどき増補
改訂して，数年の後，完成させたい．

地学会とは
明治10年（1877）に東京大学が創立して理学部に地質学採鉱

学科が設けられた．明治11年３月27日生物・地質の学生によっ
て，東京大学で開かれた博物友の会は自然史諸学会の発芽で
あった．生物の会は東京植物会や東京動物会として次々と分化
した．地質専門のものは，博物友の会を保存して，地学研究に
従事していたが，明治16年５月10日に地学会と改名した（小藤，
1885）．
地学会の欧文名は The Geo1ogical Society of Japanであり，
明治18年地学会誌（Bulletin）甲部の発行を始めた．明治22年
には同誌を地学雑誌と改名し，４集（vol.４）までを出版した．
明治25年地学会と地学協会とが合体して，地学協会が地学雑誌
の発行を継承した．地学雑誌5集からが地学協会の出版物とな
り，９集から The Journal of Geography と呼ばれるように
なった．明治26年には東京地質学会が創立され，地質学雑誌が
発刊された（小林，1980）．
地学会誌第１集第１巻によれば，地学会の例会は地質調査所

で行い，明治18年地学会会長は小藤文次郎，会員は，坂市太郎，
富士谷孝雄，原田慎次，原田豊吉，菊池安，巨智部忠承，小藤
文次郎，西山正吾，鈴木敏，和田維四郎，山田皓，山下伝吉，
横山又次郎であり，その他に副会員として，本多（奈佐）忠行，
神保小虎，三浦宗次郎，大塚専一，多田綱宏が記されている
（小藤，1885）．
明治12年から20年の東京大学理学部地質学教室の卒業生は，

明治12年小藤文次郎，明治13年巨智部忠承，西松二郎，山下伝
吉，明治14年富士谷孝雄，明治15年中島謙造，山田皓，横山又
次郎，明治16年菊池安，鈴木敏，明治17年三浦宗次郎，明治18
年多田綱宏，奈佐忠行，明治20年大塚専一，神保小虎である
（東京大学理学部地質学・鉱物学教室卒業者合同名簿作成世話
人会，1988）．明治17年時点で，ドツ人教師のゴッチェやブラ
ウンスはドイツへ帰国したが，ナウマンはまだ地質調査所に，
ネットーは工部大学校にいた．アメリカ人のマンローやライマ
ンはいないが，イギリス人のミルンはやはり工部大学校にいた．

目録で扱っている時代について
目録では，古生紀煤炭期，中生紀三聯期，中生紀侏羅期，中

生紀白亜期，第三紀となっている．それぞれ古生代石炭紀，中
生代三畳紀，ジュラ紀，白亜紀のことである．第三紀が古生代
や中生代と同じランクに取り扱われていることは注意を要す
る．参考までに，小藤（1884）の『金石学一名鉱物学』では，
始生代・古生代・中生代・新生代は原始元・中古元・近古元と
表わされ，石炭紀・三畳紀・ジュラ紀・白亜紀は煤炭劫・新紅
砂石劫・卵石劫・白亜劫と表わされている．その後，小藤は
1886年の『鉱物学初歩下巻』では，明治14（1881）年，イタリ
アのボローニアで開催された第２回万国地質学会で議定された
（報告書は1882年）学術語を使用するとして，Eraの著わし方は
そのままに，Period-Epochを紀－期－代－世と呼ぶとし，石炭
紀・二畳紀・三畳紀・卵石紀・白亜紀を使用している．
本冊子と小藤の著書を比較してみると，本書の著者が小藤で

はないことは明瞭である．本書では，紀－期の関係（紀は期の
上位ランク）は理解されているが，どのレベルに紀を使うのか
は周知されていないようである．なお，1881年の万国地質学会
で，ようやく時代名等を世界的に統一しようという動きが出て

きた（Vai, 2004）と報告されているので，日本の小冊子での混
乱は，世界的な混乱に沿ったものであることがわかる．

産地と化石の種類
本冊子では，紀煤炭期の化石は52地点が記載され，産出化石

は，石蓮［ウミユリ］，フズリナ虫，貝石，珊瑚，多孔虫［有
孔虫のことか］などである．
中生紀三聯期は5地点が記載され，貝石のみ報告されている．
中生紀侏羅期は31地点が記載され，産出化石は　芒刺虫［ウニ］，
珊瑚，貝石，木葉石，アンモニテス，介石（トリゴニヤ）など
があげられている．
中生紀白亜期は10地点が記載され，貝石，菖蒲石［コダイア

マモ］の化石の産出が記載されている．
第三紀は210地点の記載があり，介石，木葉石，蟹石，貝石，

木化石，多孔虫，珊瑚（灰石柘撥），石牙，芒刺虫，魚骨石，
魚骨，魚石，方言百足石［ウミユリ］，セルプラ虫［カンザシ
ゴカイ］，魚紋石の化石名が並んでいる．
時期未定としては28地点の記載があり，ラヂオラリヤ虫，17

地点，イチオラリヤ虫［不明］，１地点，多孔虫，２地点，貝
石，６地点，海藻，１地点，木葉石，１地点，オストラコーダ
虫，１地点，木化石，１地点が記載されている．
北海道からは24地点の報告があり，近代か？として木葉石，

第三紀として介化石，介石，インフゾリヤ［微生物］土，木化
石，白亜期か？として　大カボチャ石［アンモナイト］，カボ
チャ石［アンモナイト］，介化石，貝石，時代不詳として小動
物，介化石，木葉石，木化石，介石が記されている．

化石について
化石名として，現在使用されていないものもいくつかある．
石蓮は平凡社刊『大辞典』（昭和10年刊，昭和28年縮刷刊）

にしたがって，ウミユリとした．いくつか他の大きな漢和辞典
にも出ている．百足石は雲根志に図が出ており，ウミユリと解
釈されているが，この目録では産出層準は第三紀であるので，
「方言百足石」と記載されている．
多孔虫は有孔虫と解釈した．
芒刺虫は，『動物書』（安本，1885）にしたがい，ウニとした．
菖蒲石は徳橋・両角（1983）にしたがい，コダイアマモとし

た．徳橋・両角（1983）では，ショウブイシ，アヤメイシ，オ
モトイシなどと呼ばれてきたこと，東海道名所図会（寛政９年）
巻之二　山田石亭［木内石亭のこと］の項に，「讃州産燕子花
石」と説明のついたアヤメ石のスケッチがあること，元木蘆州
遺稿燈火録（文化９年）巻之一には「板野郡泉谷菖蒲紋石」と
題する記述とスケッチが載っていることが記されている．本目
録では阿波国板野郡奥田山村，泉谷村泉澤，板東村が，それに
相当すると思われる．
石牙，魚紋石，魚牙石は具体的には不明であるが，形を表し

たものと理解している．
セルプラ虫はSerpula［カンザシゴカイ］とした．
大カボチャ石とカボチャ石はアンモナイトのこととした．
インフゾリヤ土は微化石を含んだ土と解釈したが不明．イチ

オラリア虫も不明．
オストラコーダ虫はおそらく日本での最初の記載であろう．

岩石名について
本目録には岩石名はあまり出ていないが，第六「時期未定之

部」のラジヂオラリヤなどの化石には産出母体の記載がついて
いる．
舎爾や柘撥は1871年に中国で発行された『金石識別』が初出

と思われる．『金石識別』はDana（1857）の漢訳書である（武
上，2014）．『金石識別』は明治期の日本の地質学者によく読ま
れていたようである．
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舎爾はshale（頁岩）の発音そのままに中国語に訳されたも
ののようである（Fryer，1883）．使用された例として，たとえ
ば，栗本廉（1886，p.875）には「又發火は炭層上盤（天井岩）
の性質に係るものありて砂石或は蠻石の上盤を頂くものには少
くして粘土或は舎爾に多しと云ふ其理たるや前者は其質粗鬆な
るを以て瓦斯を埋蓄せず又熱を飛散し易きも粘土及ひ舎爾は之
に反對するの作動あれはなり．」という1文がある．
『金石識別』ではTufaを拓發と訳している（Fryer，1883）．

日本に入ってきてから，中国語の発音を無視して柘撥あるいは
拓撥と書かれるようになったらしい．たとえば，Fescaに「東
京地方ノ岡丘ヲ構成スル褐色或ハ黒色ノ壌土ニシテ（第三紀ノ
上層ニ在ル）嘗テヱ，キンチ氏ノ所謂拓撥壌土（ルビ：トウフ
ローム）ナルモノハ富士山ヨリ噴出セシ火山灰ト第三紀土壌ノ
水気ノ作用ニヨリテ飛散標流（註：ママ）シタルモノト混和シ
タルモノナリ」の文章がある（久馬，2011）．
灰石は三省堂『大辞林』の「火砕流の堆積物に由来する，一

部が再び溶けたような組織をもつ火山砕屑岩
さいせつがん

．暗灰色をし，阿
蘇山や鹿児島湾付近にみられる．」を採用した．
磧礫は平凡社刊『大辞典』（昭和10年刊，昭和28年縮刷刊）

にしたがって，河原の小石とした．

産地地点について
産出地点はすべて国・郡・村で記載されている．現在でも有

名な化石産地も多い．古生代のものでは，美濃の赤坂，登米の
米谷，長門の秋吉，備中の成羽，中生代では，土佐の佐川，鳥
の巣，領石，武蔵の五日市，新生代では，武蔵の小柴，王子，
下総の木下，美濃の月吉，筑後の三池炭山，石狩の美唄炭田な
どたくさんある．ハマグリ坂，ハマグリ沢，カキ浜，介石山，
有名な土佐のクハズ谷など，地名からいかにも化石の出そうな
ところもある．この目録の紹介が地域の化石研究の一助になる
とよい．
化石については，すでに江戸時代から興味を持っている人々

が本草会という名目で交換会をしていた．たとえば天保６年
（1835年）に名古屋城南一行院で開催された本草会の目録が
残っている．『本草会物品目録』（上野解説，1982）には，化石
産地として
本州知多郡須佐村産　此目魚化石，魚石，クモヒトデ化石，
キキヤウガヒ化石

美濃産　木化石，石蟹，胡桃仁化石，鯨骨化石
近江佐治村産　蚌

どぶがい

化石，草蛙蠣
ころびがき

化石
本州知多産　杉化石，
美濃岩村産　魚骨化石
美濃峰谷村産　石骨俗称
美濃古瀬村産　龍歯石俗称
などが並んでいる．
なお，ナウマンの主著『日本群島の構造と起源について』の

発行は1885年で本目録の１年後であるが，各時代の化石産地が
本目録の産地と一致しているものが多い．ナウマンと地学会の
どちらのデータが先か知る由もないが，この時代，これらの情
報は地質学者がみな共通して持っていたのかもしれない．

櫧化石
かし

謝辞 東北大学総合学術博物館の永広昌之氏には菖蒲石に関し
て情報をいただいた．青山学院女子短期大学の八耳俊文氏から
は石蓮に関して情報をいただいた．京都大学人文研究所の武上
真理子氏からは『金石識別』に関して情報をいただいた．厚く
感謝する．東京大学理学部地球惑星科学専攻図書室の星理絵子
さん，陶山和子さんに閲覧の便宜をはかっていただいた．
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＊学会ホームページに本邦化石産地目録のPDF画像を掲載して
います．
http://www.geosociety.jp/faq/content0667.html
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コア試料として採取したところ，年代測定結果からは9,500年
前後と推定されていることから，地すべり地内での地すべりは
完新世の初め頃に発生した可能性が高いことを説明し，流山的
な地形を示していることと合わせて理解してもらいました．
５）謝辞
今回の「矢川地すべり巡検」の準備および現地案内に当たり，
業務上多くのことでご配慮頂きました．国土防災技術株式会社
にはこの場をお借りして御礼申し上げます．｠

（関東支部幹事：方違重治）

［参加者の感想］
私は，2016年４月23日に行われました，矢川地すべり巡検に

参加いたしました．
大規模な主滑落崖の背後に，新しい主滑落崖へと発達してい

く陥没帯が分布し，それらに取り囲まれる形で比較的平坦な移
動体が広がるという一連の地すべり地形が非常に明瞭に確認で
きたことが印象的です．地すべりの末端において観察したすべ
り面露頭では，すべり面を境に上部の湖成堆積物と下部の強変
質ひん岩が確認できました．私が観察したすべり面は，厚さ約
２cmの非常に柔らかい粘土質の岩石であり，その様子が，現
在進行形でゆっくりと移動を続ける本地すべり体を物語ってい
るようで衝撃的でした．また，地表伸縮計による移動速度の計
測，パイプひずみ計と傾斜計によるすべり面深度の検討，水位
計による地すべり変動要因の究明など，様々な観測計器による
詳細な解析内容が大変興味深かったです．地形，地質，観測計
器といった地すべりを取り巻く幅広い内容が盛りだくさんの巡
検であり，大変勉強になりました．

（日本大学大学院生：神谷奈々）
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４月23日（土）「矢川地すべり」巡検を行いました．
今回の巡検地は，国有林であることから，事前の許可が必要

でしたので，募集期間は２月から１ケ月間たらずでしたが，40
人程の申し込みがあり，キャンセル待ちの方がでるほどでした．
１）巡検地
群馬県甘楽郡下仁田町大字西牧野字徳若山国有林内
上信越自動車道の「八風山トンネル」南側0.5 km付近の矢川

峠付近
２）参加者の所属
参加者は案内者（４人）を含めて39人でした．そのうち女性

は５名です．参加者の所属は，大学関係者，研究機関関係者，
教員関係者，地質コンサルタント関係者，ジオパーク下仁田協
議会の方々，学生でした．年齢は24歳から最高齢は88歳でした．
平均的な年代は50代～60代の方々を中心としていました．
３）巡検を行うまでの経過
①2014年10月18日　関東支部で「地すべり破砕帯の構造地質

学」と題して，国土防災技術株式会の柴崎達也氏，眞弓孝之氏
には講演していだきました（帝京平成大学にて）．
②2015年10月31日　同じく関東支部で国土防災技術株式会社

技術本部試験研究所の長谷川陽一氏を講師に「地すべり試験ラ
ボ見学」と題して地すべり試験に関する講義，すべり面試料か
ら供試体を作製する過程や各種試験機の見学と一面せん断試験
やリング試験の実演を行っていただきました．
③関東支部では，当地域を今年の日本地質学会大会の巡検

コースとして行う予定でしたが，時間的制約から独立させ，支
部巡検として実施致することにしました．
４）巡検では
今回の巡検は，参加者が多かったので３班に分け，下記の様

なことを中心に見学していただきました．①滑落崖後部の地形
と亀裂，②地すべり地内の地形と亀裂，③地すべり末端の地形
と地すべり面・基盤岩のトーナル岩（ひん岩）の変質と上位層
との関係を見学していただきました．特に，地すべり面の末端
でのサンプリングを含めて観察をしてもらいました．また，す
べり地内では，すべり面観測のために設置している，機器の役
割と地すべりに伴うひずみの状況を観察してもらい，地すべり
全体の状況を理解してもらうようにしました．
さらに，地すべりがいつ頃発生したのかと言うことについて

は，地表から６～７m付近に分布する，旧表土層をボーリング

☆関東支部
報告

「矢川地すべり」巡検報告

支部コーナー

写真１．矢川地すべり巡検参加者集合写真

左から，写真２．伸縮計の説

明中．

写真３．地すべり地形の説明

中（撮影　加藤　潔　関東支

部幹事）．



参加料金よりも非常に安価です．このように本大会は広い間口
を有していて，研究者をはじめとした専門家だけでなく，一般
の方々への科学普及活動も非常に積極的であるといえます．

口頭発表（主森　亘）
口頭発表のセッションは９つありました．私が専門としてい

る古生物学分野は地球生命科学セッションに該当し，その中の
小セッション「地球生命史」での発表を行いました．本年度は
この地球生命史セッションの口頭発表は12件（前年度の倍）と
多く，２つの時間帯のセクションを通して行われました．代表
コンビーナは山形大学の本山先生が，共同コンビーナとして京
都大学の生形先生と早稲田大学の守屋先生が担当されました．
発表内容としては古環境や古生態が多い印象でしたが，現生生
物などを用いて実験を行い，その結果を基に手法を確立させて
化石に応用する研究など，非常に多様な演目がありました．発
表者は各大学などの先生方や研究員の方もいらっしゃいました
が，大部分は学生で質疑応答では活発な議論が行われました．
私は鰭脚類（アザラシやアシカ，セイウチ）の化石種を含めた
系統解析結果と体骨格の形態について発表させていただきまし
た．質疑応答では系統解析についてのご指摘とアドバイスをい
ただき，非常に有意義な経験をさせていただきました．特に，
私は2013年度の連合大会が学会デビューでしたので，３年越し

の発表は感慨深いものが
ありました．
日本国内での古生物学

分野の主要な発表の場と
しては「日本古生物学会」
と「日本地質学会」の２
つの学会が挙げられま
す．この２つの主要学会
との差別化の一つとして
連合大会の本セッション
では扱うタクサや専門分
野を混在させていること
が挙げられます．これは
非常に様々な観点での指
摘やコメントをいただけ
るということであり，本
大会で古生物学分野に身
を置く者が発表する利点

の一つとして挙げられます．この利点は『細分化・分散化して
いる地球惑星科学関連学協会を束ねる窓口組織』という本連合
の基本理念に則するといえるのではないかと思います．つまり，
各専門分野での細分化・分散化に対して，本セッションのスタ
ンスは有用な解決方策の一つとして考えることができ，他の学
会には無い刺激が得られるということです．そういった意味で
連合大会での古生物学分野の発表は他の学会とはまた違った色
を持ち，発表の意義は十二分にあるといえます．
例年，本セッションは無脊椎動物を対象としている発表が主

であり，脊椎動物に関する発表は１～２件と限られています．
来年度以降からは古脊椎動物を対象とした発表や，動物に限ら
ず植物に関する発表などがさらに加わることで，さらなる多様
な議論が行われることが期待できるため，より多くの研究者の
方々の参加を願うと同時に，自らも来年度の連合大会へ参加で
きるよう積極的な研究活動を行っていきたいです．

ポスター発表（高橋　唯）
私は古生物学を専攻しており，現在は後期古生代の年代を持

つ秋吉帯石灰岩（海山型石灰岩）から産出するコノドントやそ

今年の５月22日～26日の６日間にわたって幕張メッセで日本
地球惑星科学連合大会2016が開催されました．ここでは，筆者
らが行った口頭発表並びにポスター発表の報告をさせていただ
きます．

日本地球惑星科学連合と連合大会について
日本地球惑星科学連合（Japan Geoscience Union，通称：

JpGU）は2005年秋の日本学術会議の改革に対応して，細分
化・分散化している地球惑星科学関連学協会を束ねる窓口組織
として発足されました．その後，2008年12月に法人化され，
2011年12月に公益社団法人日本地球惑星科学連合として新たな
スタートを切りました．学術活動の主体としては地球惑星科学
全体をサイエンスの視点
で区分した「宇宙惑星科
学」「大気水圏科学」「地
球人間圏科学」「固体地球
科学」及び「地球生命科
学」の５つのサイエンス
セクションがあります
（写真１）．これらのセク
ションを基軸に学術大会
（日本地球惑星科学連合大
会）を毎年春に千葉県千
葉市幕張メッセ国際会議
場で開催し，年４回の
ニュースレター誌の発行
など，様々な学術活動や
広報普及活動を行ってい
ます．このように日本地
球惑星科学連合は，日本
の地球惑星科学コミュニティーを代表し，国際連携，社会への
情報発信，関連分野の研究活動と情報交換の促進などを通じて，
地球惑星科学全体の復興と普及に寄与することを目的として活
動を行っている学術団体です．特に，自律的機能を持つ５つの
セクションが学術主体となり，加盟各学協会と連携しながら，
我が国の地球惑星科学を活性化し，将来的にはアジア・オセア
ニアを拠点とする世界の中の一つの基軸となることを目指して
います．連合大会には出展ブースもあります．出展ブースの一
般展示では海洋研究開発機構地震津波海域観測研究開発セン
ターや国立天文台地理観測所（アルマ望遠鏡），高知コアセン
ターなど非常に多岐に亘ります．大学インフォメーションパネ
ルなどで各大学・大学院の紹介ブースもあり，書籍出版も多く，
朝倉書店などの科学書籍も割引価格で販売されているのも本大
会の魅力の一つです（写真２）．さらに，講習会・セミナーも
活発に行われていて，本年度は「初めての英語プレゼンテー
ションセミナー」や「Wiley論文投稿ワークショップ：論文構
成法を理解しよう」が開催されました．シニア（70歳以上）の
方や学部生以下は参加が無料であるのも本大会の特徴で，セッ
ション参加者に同伴する方用の同伴者券も発行しており通常の
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高橋　唯・主森　亘
（筑波大学大学院 生命環境科学研究科
地球進化科学専攻　博士後期課程 2 年）

日本地球惑星科学連合大会2016の報告

院生コーナー

写真１：５つのサイエンスセッションを表す幟．



日本地質学会News 19（８）12

の他の共産する微小な化石の研究を行っています．今回の日本
地球惑星科学連合へは２つの目的を持って参加しました．第一
に現在までの研究の成果を発表することです．現在までに私は
石炭紀後期の石灰岩から未報告の微小化石を多数発見してお
り，それを基に復元される当時の生態系に関して発表したいと
考えていました．また日本地球惑星科学連合は古生物学だけで
なく，気象学，地震学，火山学，岩石学，堆積学，陸水学，地
形学等の地球惑星科学に関する様々な分野の研究者の方が集う
場です．そのため，分野が異なる研究者の方々と議論すること
で，現在行っている研究対象への新しい着眼点や手法論等を得
ようと考えたことが二つ目の目的になります．そこで私は議論
する時間を長く取ることが可能なポスター発表を日本地球惑星
科学連合の地球生命史セッションにおいて行うことを決めまし
た．今年の日本地球惑星科学連合は千葉市の幕張メッセにおい
て，国際展示場６ホールで５月21日から26日まで行われました
（写真３）．ポスターのコアタイムは22日から25日は17:15～
18:30，26日は15:30～16:45でした．私のポスター発表は25日に
行われました．ホールの面積は6750 m2と非常に広い空間でし
たが，びっしりと並ぶボードのため全くその広大さを感じさせ
ません．この日のポスター発表をセッションごとに報告させて
いただきますと，宇宙惑星科学セッションでは「惑星科学」，
「宇宙における物質形成と進化」，「Cosmophysical plasma jets」，
「磁気圏-電離圏ダイナミクス」，「太陽圏・惑星間空間」の５分
野において60件以上の発表がありました．大気水圏科学セッ
ションでは「大気化学」，「同位体水文学」，「水循環・水環境」，
「都市域の水環境と地質」，「雪氷学」，「アイスコアと古環境変
動」，「陸域生態系の物質循環」の７分野において70件以上の発
表がありました．地球人間圏科学セッションでは「自然資源・
環境の利用と管理」，「Coupled Human-Water Dynamics
across Scales: Observations, Understanding, Modeling, and
Management」，「津波とその予測」の３分野において20件以上
の発表がありました．固体地球科学セッションでは「地震発生
の物理・断層のレオロジー」，「地震活動」，「電気伝導度・地殻
活動電磁気学」，「資源地質学」，「変形岩・変成岩とテクトニク
ス」，「メルト-延性-脆性岩体のダイナミクスとエネルギー・シ
ステム」，「鉱物の物理化学」，「Volatile Cycles in the Deep
Earth - from Subduction Zones to the Mantle and Core」の８

分野において90件近い発表がありました．地球生命科学セッ
ションでは「地球史解読：冥王代から現代まで」，「地球生命史」
の２分野において20件以上の発表がありました．領域外・複数
領域セッションでは「Interdisciplinary studies on pre-
earthquake processes」，「ジオパーク」，「地震・火山等の地殻
活動に伴う地圏・大気圏・電離圏電磁現象」，「2016年熊本地震
および関連する地殻活動」の４分野において120件以上の発表
があり，25日は全セッションを通して400件近いポスター発表
が行われたことになります．コアタイムになりますと多くの人
がボード間を行き来し，それに見合う熱気が会場にありました．
コアタイムの間，多くの方に私のポスターを見ていただくこと
が出来ました．その大部分は地質・古生物学を専攻されている
方々で，専門性の高い助言を多く頂くことができました．少数
ですが，変成岩や水門学，火山学を専門にされている方からも
それぞれの観点からのご意見を頂き，新たに気づかされること
も多かったと思います．今回のポスター発表は地球惑星科学の
中の一分野という大きな枠組みの中で行われ，多様な考え方に
触れることができました．加えて，私は発表者が丁寧に作り込
んだ400枚近いポスターを目にすることができました．今後参
考になるようなデザインや図のレイアウトの仕方等も勉強で
き，これらの点で非常に得るべきものが多い大会になったと
思っております．

終わりに
来年度の日本地球惑星科学連合大会（JpGU）は米国地球物

理学連合（AGU）とともにJpGU-AGU共同大会として開催さ
れる予定です．大会の日程は2017年５月21日（日）～25日（木），
会場は千葉県千葉市幕張メッセとなっております．最新の研究
成果の発表やより活発な議論が行われることが期待されます．

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）

写真２（左）：出展ブー

スの風景．

写真３（右）：コアタイ

ム前のポスター会場．



お詫び・訂正

　ニュース７月号（vol.19 No. ７）中綴じ掲載の「県の石」発表」にて下記の不備がありましたので，ここに訂正し
お詫び申し上げます．

p.〈３〉北海道
誌面編集作業中の不備により．岩石，鉱物，化石のそれぞれの名称が欠如して印刷されてしまいました． 
p.〈８〉東京都
岩石「無人岩」で掲載した枕状溶岩の露頭写真は，同父島内の別の露頭の異なる岩石（安山岩）の写真であることが
わかりました．

　下記に正しいものを示します．切り取って貼付してご利用頂きますようお願い致します．

（ニュース誌編集委員会）

p.〈３〉北海道

p.〈８〉東京都の岩石　無人岩
　　　　　　　　　　　　　（写真：父
島の海岸（釣浜）に露出する無人岩枕
状溶岩の露頭．海野　進提供）
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申込・問い合わせ：一般社団法人  日本地質学会
　電話　03-5823-1150　FAX03-5823-1156   e-mail: main@geosociety.jp

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

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

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

最新号（2015前期号）発行！
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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」
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地質学雑誌　第122巻　第8号（通巻1451号）付録　平成28年8月15日発行（毎月1回15日発行）

日本地質学会第123年学術大会（東京・桜上水大会）
プログラム

会期　2016年9月10日（土）～12日（月）
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