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一般社団法人日本地質学会第9回総会開催について

　一般社団法人日本地質学会第 9回総会を下記の次第により開催いたします．

2017 年 4 月 8 日

会長　渡部　芳夫

2017年5月20日（土）12:30 〜 13:30
会場　幕張メッセ　国際会議場  302

（千葉市美浜区中瀬　※ JpGU-AGU Joint Mettin2017 会場内）

総会議事次第

　１．議長選出

　２．開会

　３．議案

　　第１号議案　2016 年度事業報告・決算報告

　　第２号議案　2017 年度事業計画

　　第３号議案　2017 年度予算案

　　第４号議案　選挙規則の変更

　　第５号議案　名誉会員の選出

　４．閉会

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

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

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

２．正会員は，総会に陪席することができます．ただし，総会規則 12 条 3 項により，許可のない発言はできません．
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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．

ご案内

IGCP589「アジアにおける
テチス区の発達」

第６回国際シンポジウムの
お知らせ

　2012年より５年計画で始まったIGCP589: 
Development of Asian Tethyan Realm: 
Genesis, Process and Outcomesは，当初計
画では昨年が活動の最終年度となる予定でし
たが，昨年10月のミャンマー，ヤンゴン市で
の第5回国際シンポジウムにおいて，本プロ
グラム参加者多数の同意のもと，１年間の期
間延長が決まりました．今年度は，IGCP589
の最後となる第６回目のシンポジウムを，ポ
ーランド，クラクフ市において開催します．
このシンポジウムに関して主催者よりファー
ストサーキュラーが届きましたので，皆様に
ご案内します．

IGCP589第６回国際シンポジウム「Western	
Tethys	meets	Eastern	Tethys」
期間：2017年9月29日（金）～ 30日（土）
　　　シンポジウムとビジネスミーティング
会場：ポーランド，クラクフ市，AGH 
University of Science and Technology
主催： Polish Geological Institute - National 
Research Inst itute（PGI-NRI），AGH 
University of Science and Technology（AGH 
UST）（委員長：Prof. Michał Krobicki, email: 
michal.krobicki@pgi.gov.pl; krobicki@geol.
agh.edu.pl）
ポスト巡検（2017年10月1日（日）～5日（木））：
Mesozoic and Cenozoic development of 
the Outer (Flysch) and Inner (Pieniny 
Klippen Belt and Tatra Mts) Carpathians; 
their paleogeographic reconstructions and 
geotectonic history in wider context of 
the Alpine orogenic system of Europe

　IGCP589では，アジアにおけるテチス区
（Tethysides）の起源，発達過程，地質記録
の解読を中心テーマに，アジア諸地域の層
序，テクトニクス，構造地質，堆積，地域地
質，鉱産資源，火成作用，変成作用，古地磁
気，地震，古生物，古地理，古海洋学，環境
地質，など，アジアとテチスに関する幅広い
地質学的問題を検討課題としてきました．本
プログラムの最後となる第６回シンポジウム
では，後継のプログラムとして西テチス区の
地質事象も検討対象に含めることを念頭に置
き，「Western Tethys meets Eastern 
Tethys」というテーマを掲げています．東
南アジアを中心としたアジア地域だけでな

く，ヨーロッパ地域も含めたテチス区地質学
全般に興味のある方々の幅広い参加を歓迎い
たします．ファーストサーキュラーは下記の
ウェブサイトからダウンロードできます． 
　http://igcp589.cags.ac.cn/

国内問合せ先：
上野勝美（IGCP589コリーダー：福岡大学理
学部, email: katsumi@fukuoka-u.ac.jp）

教員・職員公募等の求人ニュ
ース原稿につきましては，採
用結果をお知らせいただけま
すようお願い致します．

公募

東邦大学理学部生命圏環境科
学科講師または准教授公募

募集人員：講師または准教授 1名
所属：理学部生命圏環境科学科（地球環境科
学部門）
募集分野・職務：地球科学（例えば地質学，
地震学，火山学など），あるいはそれを基盤
とした工学分野（例えば資源工学，応用地質
学など）．上記の専門分野を基盤として，地
球環境問題にかかわる研究を推進する．ま
た，同部門の尾関博之教授（大気科学），上
原真一准教授（構造地質学）と連携して学
部・大学院の教育・研究にあたる．
担当科目（予定）：本学科地球科学系の講義，
実習など．
応募資格：博士の学位を有すること，等．
着任時期：平成30年4月1日
応募締切日：平成29年6月30日（金）必着
書類提出先：〒274-8510 千葉県船橋市三山
2-2-1 東邦大学理学部生命圏環境科学科
学科主任 大越 健嗣　宛
照会先：東邦大学理学部生命圏環境科学科 
学科主任 大越 健嗣
電話・FAX: 047-472-5304．
専用e-mail:koubo17@ext.toho-u.ac.jp
（メールのタイトルを「地球環境科学部門教
員公募」としてください）
提出書類等詳しくは，下記をご参照くださ
い．
http://www.toho-u.ac.jp/sci/env/saiyo/
saiyo_env_20170330.html

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．

各賞・
研究助成

若手研究者
海外挑戦プログラム募集

趣旨：海外という新たな環境へ挑戦し，3か
月～ 1年程度海外の研究者と共同して研究に
従事する機会を提供することを通じて，将来
国際的な活躍が期待できる豊かな経験を持ち
合わせた優秀な博士後期課程学生等の育成に
寄与します．
対象分野：人文学，社会科学及び自然科学の
全分野
申請資格：次の要件を全て満たしている者で
あること．
① 平成29年4月1日現在，我が国の大学院博士
後期課程に在籍する者
② 申請時かつ採用時において日本国籍を持つ
者，又は日本に永住を許可されている外国
人
③ 連続して3か月以上，研究のために海外に
滞在した経験がない者（申請時において既
に研究のために海外に滞在中で，連続して
3か月以上海外に滞在する予定の者も申請
できません．）
派遣期間：派遣開始日から3か月～ 1年
派遣開始日：採用内定後（平成29年8月頃）
～平成30年3月31日
派遣先機関：海外の特定の優れた大学等研究
機関．
なお，次に挙げる機関等は派遣先機関として
認められません．
 ・我が国の大学等学術研究機関が海外に設
置する研究所等
 ・ 営利を目的とした民間研究所等
支給経費：
（1）往復航空賃（日本国内の移動分は除く．）
（2）滞在費（派遣国によって異なる．派遣期
間に依らず１件当たり100 ～ 140万円）
（3）研究活動費（派遣先機関の請求書に基づ
きベンチフィーを支給．上限20万円）
申請手続：申請は，時点（書受付期間）で所
属している機関を通じください．申請書を直
接本会へ提出した場合には受け付ません．申
請機関担当者は，各からの提出書類を以下と
おり揃え長による公文書を付した上で申請受
文書を申請受期間内に提出してください．
受付期間：平成29年5月15日（月）～ 19日（金）
17:00（必着）
問い合わせ先：独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部　海外派遣事業課
若手研究者海外挑戦プログラム担当
〒102-0083
東京都千代田区麹町5-3-1
TEL 03-3263-1943　FAX 03-3237-8305
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MAIL toku-haken@jsps.go.jp
https://www.jsps.go.jp/j-abc/boshu.html

第7回（平成28年度）日本学術
振興会育志賞受賞候補者の推薦

趣旨
　天皇陛下の御即位20年に当たり，社会的に
厳しい経済環境の中で，勉学や研究に励んで
いる若手研究者を支援・奨励するための事業
の資として，平成21年11月に陛下から御下賜
金を賜りました．
　このような陛下のお気持ちを受けて，将
来，我が国の学術研究の発展に寄与すること
が期待される優秀な大学院博士課程学生を顕
彰することを目的として，平成22年度に「日
本学術振興会　育志賞」を創設しました．

対象者
　平成29年4月1日現在34歳未満であり，次の
①又は②に該当する者であって，平成29年5
月1日において我が国の大学院博士後期課程
（医学，歯学，薬学又は獣医学を履修する4年
制の博士課程を含む）に在学している者 
① 大学院における学業成績が優秀であり，豊
かな人間性を備え，意欲的かつ主体的に勉
学及び研究活動に取り組んでいる大学院生
であって，当該大学長から推薦された者
② ①に相当する大学院生であるとして所属す
る学会長から推薦された者 
　なお，推薦に当たっては，論文等の業績の
みにとらわれず，将来，我が国の学術研究の
発展に寄与することが期待される優秀な者，
経済的に困難な状況や研究施設が必ずしも十
分ではない等の厳しい研究環境の下でも創意
工夫を凝らして主体的に研究を進めている者
など多様な観点から推薦願います．
　また，海外からの留学生で大学院博士後期
課程に在学している者についても，推薦する
ことができます．

総授賞数
　本会が設置する選考委員会において16名程
度選考します．
受付期間
平成29年6月5日（月）～ 9日（金）（17時必着）
［学会締切：5月15日（月）］

推薦書類の提出先及び問い合わせ先
　推薦書類は下記へ，配達記録の残る方法で
の送付によって提出してください．なお，配
達会社のホームページ等で到着の確認をして
ください．
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1
独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 研究者養成課 「日本学術振
興会 育志賞」担当
TEL 03-3263-0912　FAX 03-3222-1986
http://www.jsps.go.jp/j-ikushi-prize/index.
html

2018年～ 2019年開催
藤原セミナーの募集

1. 対象分野
自然科学の全分野
2. 応募資格
わが国の大学等学術研究機関に所属する常
勤の研究者
3. 開催件数
2件以内
4. 開催費用援助額
1件につき　12,000千円　以内（総額24,000
千円以内）
5. セミナーの要件
（1）セミナーは，国際的にも学問的水準の高
いものとし，そのテーマはなるべく基礎的な
もので，関連分野を含めた発展に寄与するも
のであること．但し二国間会議，定期的に行
われる国際会議，およびその準備会議，サテ
ライト会議は対象としない．
（2）参加者は，50 ～ 100人程度とし，外国人
研究者が参加者の5分の1程度含まれること．
なお，国内外の優れた研究実績を有する若い
専門研究者の参加を奨励する．
（3）セミナー開催対象期間は，2018年1月1日
～ 2019年12月31日
（4）セミナーの開催地は，日本国内であるこ
と．
（5）セミナー開催日数は，2～ 4日以内とす
る．
（6）参加者が，セミナー開催期間中，起居を
共にすることを原則とし，計画された講演・
討論のほか，個人的な討論など自由な雰囲気
で学問的な交流と人間的接触を深め，永続す
る協力の基盤を作るようなものであること．
6. 申請受付期間
2017年4月1日（土）～ 7月31日（月）（必着）
（学会締切6月30日（金））
7. 当財団が支給する経費
　セミナー開催に直接必要な経費として当財
団が認めたもので，その費目は次のとおりと
する．
（1）準備費：準備費は，セミナー開催の準備
のために必要な国内外旅費，印刷製本費，通
信運搬費，会議費，賃金，消耗品費，雑役務
費等とする．
（2）海外参加者旅費 
（3）国内参加者旅費
（4）セミナー経費：セミナー経費は，セミナ
ー開催期間中に必要な組織責任者等の旅費，
印刷製本費，通信運搬費，会議費，レセプシ
ョン経費，賃金，消耗品費，雑役務費等とす
る．
8. 申請の方法
セミナー開催希望者は，「藤原セミナー開催
申請書」（１通）を，所属組織長を経由して
当財団に提出すること．尚，著名な参加予定
者については，セミナーのテーマに関する主
要論文（5名以内1人につき1篇，コピーで可）
を添付のこと．

申請書提出先・連絡先
〒104-0061 東京都中央区銀座3-7-12
公益財団法人　藤原科学財団
TEL (03) 3561-7736　FAX (03) 3561-7860
藤原科学財団ホームページ　http://www.
fujizai.or.jp

フィールド研究プログラム募集

　フィールド研究に市民を派遣している認定
NPO法人アースウォッチ・ジャパンが，新
しい研究プログラムを募集しています．公募
の対象は，環境保全分野に加えて，自然環境
の再生・修復・伝統的利用・循環を追求する
研究です．プログラムに参加する市民ボラン
ティアは，16歳から70代までの異年齢・異職
種の方々．研究チームと一緒に寝泊まりしな
がら調査作業の手伝いを行い，レクチャーや
懇親会を通じて交流します．「研究の意義を
広めたい」「市民にフィールド研究の面白さ
を知ってほしい」そんな方は，ぜひご応募く
ださい．
助成対象団体：日本国内に拠点を持ち，か
つ，研究実績を3年以上持つ，下記①～④の
いずれかの団体に所属する個人，グループ等
を対象とします．
①大学・博物館等等の研究教育機関
②公的研究機関（独立行政法人，地方独立行
政法人，自治体及びそれらの研究機関に準ず
る機関を指します．）
③財団・社団・特定非営利活動法人
④上記①～③の協働グループ
なお，申請は，当該団体に所属する職員の方
を申請代表者とします．
助成対象案件：研究は，以下４つを重点的な
領域として設定し，同領域あるいは同領域を
含む複数に合致するものを対象とします．
1）海と陸とをつなぐ領域：沿岸生態系・海
洋環境と陸域の環境
2）人間と野生生物の境界線の変動：里山環
境・奥山と人里の環境
3）種に関わる領域：固有種・希少種・外来
種の分布の変化
4）日本の自然観に基づいた領域：伝統的な
資源利用，持続可能な資源管理のための知恵
など
5）その他，アースウォッチ・ジャパンのミ
ッションに即すると思われる領域・テーマ
対象地域：研究を実施する地域は，日本国内
を対象とします．なお，海外における研究に
ついては，別途ご相談ください．
実施期間：2018年4月より3年間とし，この期
間を対象として1年単位で実施契約を締結し
ます．
　3年を超える場合には，研究実績などを踏
まえて継続の可否を検討します．
応募締切：2017年7月20日（木）（郵送の場合
は当日消印，宅配便の場合は受付印有効）
プログラム募集の詳細は
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http://www.earthwatch.jp/for_researchers/
sac_apply.html
現在協働している調査プログラム（日本国内）
はhttp://www.earthwatch.jp/pj_domestic/
index.html
問い合わせ
認定特定非営利活動法人 アースウォッチ・
ジャパン（担当：伊藤）
〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1　東京大
学大学院
農学生命科学研究科　フードサイエンス棟4
階
TEL 03-6686-0300　FAX：03-6686-0477
e-mail: yitoh@earthwatch.jp
URL: http://www.earthwatch.jp/

山田科学振興財団
国際学術集会助成

募集内容：
1）基礎科学の適切なテーマについて，国際
的視野で最高レベルの研究の現状を総括する
国際学術集会．
2）基礎科学研究者の世代間の対話によって，
若い世代の研究の発展の基礎を構築する国際
学術集会．
3）基礎科学の異分野間の交流を図り，cross 
disciplinaryな討論を通じて，新しい発展を
模索する国際学術集会．
応募者資格：日本の研究機関に所属する研究
者であること（身分，経歴，年齢等は問いま
せん）
助成金額：総額800万円以内
募集期間：2017年4月1日（土）～ 2018年2月
23日（金）（必着）
開催時期：2020年開催予定の国際学術集会
選考結果：2018年8月所順位WEBサイトにて
発表
応募書類送付先及び連絡先
公益財団法人　山田科学振興財団
〒544-8666　大阪市生野区巽西1丁目8番1号
電話　06-6758-3745（代表）
http://www.yamadazaidan.jp/jigyo/bosyu_
kokusai.html

住友財団2017年度研究助成

基礎科学研究助成
助成対象研究：理学（数学，物理学，化学，
生物学）の各分野及びこれらの複数にまたが
る分野の基礎研究で萌芽的なもの（それぞれ
の分野における工学の基礎となるものを含
む．）
応募資格：若手研究者（個人またはグルー
プ．所属が営利企業の場合には応募不可）
助成金：総額1億5,000万円（１件当たり最大
500万円）
助成件数：90件程度

環境研究助成
助成対象研究：
・一般研究　環境に関する研究（分野は問い
ません．）
・課題研究　2017年度募集課題「地域固有の
環境問題の理解および解決のための学際研究
または国際共同研究」
応募資格：研究者の所属が営利企業（兼務を
含む）の場合には応募不可ですが，他には特
に制約はありません．
助成金：
一般研究 8,000万円　１件当たり最大  500万円
課題研究 2,000万円　１件当たり最大1,000万円
助成件数：一般研究 50件程度，課題研究2件
を予定

応募締切
データ送信締切：2017年6月8日（木）必着
郵送書類締切：2017年6月30日（金）必着

応募方法：
ア）財団ホームページから申請書類をダウン
ロード，イ）申請書の作成，ウ）申請書のデ
ータ送信，受付番号の取得：6月8日（木）締
切，エ）申請書類の送付：6月30日（金）締
切

連絡先：
〒105-0012　東京都港区芝大門1-12-16　住友
芝大門ビル２号館
公益財団法人　住友財団
TEL：03-5473-0161　　FAX：03-5473-8471
E-mail：sumitomo-found＠msj.biglobe.ne.jp
URL:http://www.sumitomo.or.jp/

紹　介

地形の辞典
Dictionary of Landforms

日本地形学連合編
鈴木隆介・砂村継夫・
松倉公憲 責任編集

朝 倉 書 店，2017年2月10日 発 行，B5判，
1018ページ （まえがき・編集責任者・執筆
者一覧・凡例11ページ），ISBN978-4-254-
16063-5 C3544，定価（本体26,000円 +税）

　本書は日本地形学連合が創立35周年記念事
業の一環として総力を挙げて完成した希有の
辞典である．既刊の辞典で地形に関する見出
し語が多く，日本語で記述され，広く使われ
たものとしては，渡邊 貫 編輯（1935）「地學
辭典」古今書院，2,026p.，町田 貞・井口正
男・貝塚爽平・佐藤 正・榧根 勇・小野有五 
編（1981）「地形学辞典」二宮書店，767p.，
地学団体研究会・新版地学事典編集委員会 
編（1996）「新版 地学事典」平凡社，1443p．
がある．しかしながら，これら辞典の出版後，
内外における地形学の発展は著しいものがあ
る．さらに，日本における独創的な研究の成
果も多大である．それら最新の成果を盛られ
た辞典の出版は地形学のみならず，地形に関
係するいろいろの分野（地球科学，土木工学，
防災工学，砂防工学，土壌学，地理学，生態
学，環境科学などなど）の人々から鶴首待望
されていた．
　そもそも，地形学連合は地形に関係を持つ
あらゆる分野の研究者，技術者，さらには地
形に関心を持つ市井の人々が集まって情報を
交換し，議論を進めて地形にかかわる科学を
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発展させるべく1979年に設立された．その後
の活動において同じ地形や現象を分野によっ
て異なった用語が用いられていたり，同じ用
語を異なる意味で使用されていたりして，議
論が噛み合わないことがすくなくなかった．
このような状況をふまえ，地形にかかわる研
究や技術を発展させるためには，地形に関す
る事象を正確に伝える用語の確立が必要不可
欠と考えられ，辞典として纏める計画が進め
られ，このたび完成をみたのである．なお，
書名を「地形学辞典」ではなく「地形の辞典」
とされたのは，このように広く地形にかかわ
る人々の間での共通で正確な理解をもたらす
用語を確立し，社会に還元したいという責任
編集者をはじめ編集委員会の方々のなみなみ
ならぬ決意があってこそ，と思われる．
　我々が生活と生産の場としている地球表面
は種々の形，すなわち地形を持ち，これに制
約される水陸の配置と変動は人々の生活に決
定的な影響を与えている．
　とくに島弧日本列島は最近の度重なる自然
災害（2011年東北地方太平洋沖地震・津波，
2014年広島土砂災害，同年御嶽山噴火，2016
年熊本地震など）に見るように、間断なく自
然災害に襲われ，多大な被害を被っている．
それらの災害を見ると，被災現地の人々が生
活の場の地形をもう少し知っていれば，居住
や避難の仕方にもう少し違った対応が可能で
あり，被害を軽減出来たのではないか，と思
われる．今後，確実に発生すると予想されて
いる東海，東南海，南海地震や，その他の災
害に備えて行政的には多くの計画が進められ
ている．しかしながら，防災・減災の基本は
被害を受ける地域の人々が，自分自身の生活
の場がどのような状態にあるのか，を知るこ
とが基本であろう．その‘知る’プロセスは，
まず生活の場の地形（地形種）が何かを知り，
それは何から出来ているか（地形(構成)物質）
を知り，どのようにして出来たのか（地形形

成過程）を知れば，将来どのように変化する
のか，そこに何か（水，土砂など）が来たら
どうなるか（地形変化の予測）に思い至るに
ちがいない．その認識過程に地形を学んでい
る人が‘知’の案内役を勤めれば，地域の
人々は災害への知的準備を格段に進められる
であろう．このような情報交換の場にも，地
形の用語の分かりやすい説明が求められる．
「地形の辞典」は次に指摘するように広い範
囲について，分かりやすく記述されているこ
とから，このような需要をも十分に満たすも
のと思われる．
　この辞典の見出し語は8,626項目に及び，そ
れらは50音順に並べられ，「ひらがな」，「漢
字」，「英語」の順に表記されている．これら
項目は地球一般（惑星科学，プレートテクト
ニクス，変動地形，火山地形など），大気・
水圏，地表構成物質，地形一般（地形過程，
地形分類，山地・丘陵，段丘，海岸，河川，
寒冷地形，マスムーブメント，カルスト，地
形発達史など），地図・空中写真・GIS，
DEM，編年学，工学，自然環境，科学一般，
過去の大災害，地形学の発展に寄与された故
人，さらに，日常語や地方語，観光・登山・
釣り用語など，非常に広い範囲から採用され
ている．このように，関連科学分野のみなら
ず，社会全般との情報交換にも工夫がこらさ
れている．
　主要な項目には，紙面を十分に使って（最
大２ページを越える場合もあり）やさしく丁
寧な説明と，明解な図，たとえば「日本に多
い傾斜変換線の諸類型」の図，砂浜における
「短期間の地形変化モデル」の図など，類型
や時系列変化の図や表によって理解しやすい
ように解説されている．それら主要な項目の
なかには用語の提案やこれまでの誤用の指摘
も含まれている．提案の例として，「地形種」
の概念の提示をあげたい．これは「特定の成
因で特定の形態的特徴をもつと地形学的に認

定された部分」と定義され，関連の項目とあ
わせて３頁にわたり説明がなされている．こ
れは地形を認識する上での基礎を提示するも
のである．また，地形学の外野席から災害と
地形との関係にかかわっている評者からみ
て，W. M. Davisの浸食輪廻説が現在どのよ
うに評価されいるのか関心の深いところであ
るが，「‘個々の地形を変化系列の中で理解す
る’という視点は，今日の地形学の基本的な
視点の一つとなっている」という解説には感
慨深いものがある．
　上のような論説的解説に加えて，地形研究
の基本的な作業として行なわれる作図，例え
ば接峰面図や斜面縦断図作成方法と注意点な
ども分かりやすく説明されており，初心者の
自習に配慮されている点も嬉しい．なお，本
文の文字は大きく，読みやすいことは，年配
の読者にとっても有難い．さらに，巻末には
付録として「世界のプレート分布」，「日本列
島の地体構造区分」，「日本付近の大地形」な
ど重要な20項目が用意されている．また，本
文中で使用されている略語索引，英語索引も
完備されている．
　本辞典は全編を通じて文面・字間から強く
伝わってくるメセージが感じられる．それは
地形をもっともっと知りたいという限りない
情熱と，これからの若い人々に伝えたいとい
う強い意志である．この辞典はこれからの地
形研究と地形にかかわるもろもろの問題の解
決に確固としたよりどころをもたらすであろ
う．21世紀の初期にこのような「地形の辞典」
が生まれたことは，今後の科学史のなかで大
きな意味をもつものと思われる．この辞典が
図書室の飾り物としてではなく，地質学関係
の方々にとっても，座右の書として日常活用
されるよう推奨いたしたい．

（大八木規夫）

ご好評いただいております，学会オリジナル
フィールドノートは，名入れサービスも承りま
す（有料）。
ビニールコーティングの表紙は，水や摩擦・衝
撃にも強く野外調査に最適です。ぜひご活用く
ださい。
　サイズ：12×19cm．
　中：レインガード紙使用．2mm方眼．
　カバー：ハードカバー，ビニールコティング，
　金箔押し．
　色：ラセットブラウン（小豆色）

東京大
学　地

球惑星
環境学

科

コース
修了記

念

学会オリジナルフィールドノート　好評発売中！

名入れサービス承ります

ご注文・お問い合わせは，学会事務局まで <main@geosociety.jp>

卒業記念やイベントでのグッズに！
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表題の実習ツアーは今年3月4日～18日の15日
間，ネパールヒマラヤのカリガンダキ河上流
から，ポカラ～タンセンを経てルンビニま
で，ヒマラヤ造山帯の全地質帯を横断する例
年通りのコースで行われ，3月18日に全員無
事，帰国した．以下にその概要を報告する．
　ツアーチームは引率者２人を含めて総勢21
人，参加者は学生16人，一般3人の19人で，
学生は島根大，信州大，大阪市大，東大，明
治大，日大，トリブバン大，ケララ大の8大
学の2年生から後期博士課程1年生まで，一般
は40代から70代までであった．なお，一般と
して参加した酒井はチームの引率・指導も分
担した．今年は例年と違ってインド人2人が
加わり，日・ネ・印3カ国のいわば“国際共
同巡検”となった．インド学生2人は，昨年
にインドで開催された第13回ゴンドワナから
アジア国際シンポジウムで頑張ったケララ大
学生達で，国際ゴンドワナ研究連合（IAGR）
が参加費を提供したのであった．
　実習ツアーのコースと日程は以下の通りで
あった．中国東方航空で昆明を経てカトマン

ズに3月5日に入り，3月6日にトリブバン大学
（TU）でプレ野外巡検セミナーとTU学生と
の交歓市内ツアーを行った．7日～15日の9日
間の野外巡検は，カトマンズ～ポカラ～ムク
チナート～ポカラ～ルンビニ～カトマンズの
コースを，貸切バス（ポカラ以南）とジープ
5台（ポカラ以北）でまわった．この間，ム
クチナート～タトパニ間は歩いたりジープに
乗ったりの行程だが，タトパニ～ポカラ～ル
ンビニ～カトマンズは必要なところで車を止
めて見学するドライブ巡検であった．
　野外巡検は一応予定通りであったが，めず
らしい悪天候のため，ヒマラヤを望見できた
のは2日目，ポカラの北で雲の中にぼんやり
と目視できたこと（写真には殆ど写らなかっ
た），そして7日目，ポカラの最後の日につい
に丸1日，見事なアンナプルナ山群の展望に
恵まれたことであった．4日目のカグベニ～
カロパニ間ではン十年ぶりという大雪に見舞
われ，時折吹雪ともなった．
　南チベットディタッチメント（STDS）の
あるカロパニ北では30 cmの積雪となり，ジ

学協会・研究会報告

第６回学生のヒマラヤ野外実習ツアー実施報告

吉田　勝（ゴンドワナ地質環境研究所）
酒井哲弥（島根大学総合理工学部）

Mukunda	Paudel（トリブバン大学地質学教室）
ープ1台が道路わきに車輪を落とし，皆でハ
ンマーを振るって砂利を集めて脱出路を作る
など，降雪の中で手足を凍らせて1－2時間，
酷い苦労を強いられた．悪天候・降雪とこの
事故のため，例年皆が歓声を上げるヒマラヤ
の大景観や大露頭は全く見ることができなか
った．また，カグベニ～カロパニ間の見学地
点の多くがスキップされ，ポカラ郊外のアル
マラ地盤沈下は，すっかり埋め戻されて農作
活動が再開されており，災害当時の面影は殆
ど無くなっていた．
　ヒマラヤの大景観にはめぐまれなかったツ
アーであったが，参加者たちはその分，個々
の地質露頭の観察に集中し，あるいは参加者
相互の交流を楽しんだようである．例年のよ
うに，実習ツアーでは毎晩ルームメイトの入
れ替えを行った．今回は総勢21人のうち外国
人は引率者を含めて5人居たので，毎晩ほとん
どの部屋に外国人が1人は入ることになった．
このため，参加者の英会話への親近感は大い
に高まったと思われ，帰国後の参加者からの
連絡にも，その点を強調するものが多かった．
　帰国後の参加者の連絡からは，今回のよう
な悪天候であっても，この実習ツアーが大変

上段左から，写真2．降雪の中での化石探索もよい思い出となった．写真3．セティコーラ河原では礫をならべてヒマラヤ造山帯横断の復習．写真4．見
事なリップルマークに興味深々と聞き入る
下段左から，写真5．TUの学生たちと市内交歓ツアーのグループを作って打ち合わせ．写真6．ポカラ最後の夜はバー・レストランの生バンドで盛り上
がった．

写真１　ポカラのセティコーラでようやく姿を見
せたアンナプルナ山群をバックにツアーの一行
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に勉強になり，また今後の勉学の励みとなっ
たこと，他大学や外国の参加者たちとの交流
が大変よかったことが指摘された．また，日
本の多くの学生がこの経験を得られるよう，
この実習ツアーを今後も是非続けてほしいと
の願いもあり，ツアーの企画・引率者として
の冥利につきる思いである．
　今回参加者には，特筆されるような健康障
害はなかった．軽度の高山病症状を呈したの
は２～3人，軽い下痢や腹痛が2～3人程度で
あった．事前にその注意と，薬持参の必要を
強調したこともこの一因と思われる．2人の

シニア参加者も，体力的にも学生との交流に
も全く問題なく，地学の勉強も含め，大いに
楽しんで頂いたようであった．今回，本ツア
ーの学生の参加費は約146,000円，一般参加
者は約196,000円とかなり安価になった．こ
れは一般参加者3人による各50,000円の寄与
と，１組織による100,000円の寄付が参加費
軽減に大きく寄与したのである．
　次回，第7回学生のヒマラヤ野外実習ツア
ーは来年3月上旬に，殆ど同じ日程とコース
で実施したい．近日，本NEWS誌にその情報
を載せて頂く予定であるが，参加者募集は6

月に始め，締切りは11月末日となる．会員の
皆様にも是非ご参加頂きたいと願っている．
詳細は学生のヒマラヤ野外実習プロジェクト
のホームページ（下記）参照．
http://www/geocities.jp/gondwanainst/
geotours/Studentfieldex_index.htm

最後に，本実習プログラムを物心さまざまに
応援して下さっている会員の皆様，ご後援名
義を頂いている日本地質学会ほかの6学会・
組織，学生を派遣して下さったIAGRに深く
感謝します．

第7回惑星地球フォトコンテスト
入選「海上の城壁」

写真：小林健一（埼玉県）
撮影場所：千葉県銚子市屏風ヶ浦

撮影者より：銚子半島の南西側の岸壁は「屏風ヶ浦」と呼ばれ，高さ
40-50m，延長約10kmにおよぶ海食崖が連続しています．砂岩質の土壌
のため浸食に弱く，波消しブロックが設置されています．この日本離
れした雄大な景観を今後も後世に引き継いでいきたいものです．

審査委員長講評：屏風ヶ浦の崖下に下りられる場所は数カ所しかなく，
撮影場所は定番ポイントとなっています．かつてこの崖は毎年0.5ｍず
つ後退していましたが，作者の立っている防波堤で護岸されたことによって後退は止まりましたが，そのために新鮮な崖が見られ
なくなってしまいました．防波堤がなければこの作品はとれないので，痛し痒しですが…．

地質的背景：写真では，色調・質感の異なる２つの地層群が重なる様子がはっきりと見て取れます．下部は遠方に向かって緩やか
に傾斜する，深海堆積層の犬吠層群です．堆積年代は，写真右端で約２百万年前，左端の刑部岬あたりで約78万年前の下部－中部
更新統境界付近となります．上部は，犬吠層群をほぼ水平に侵食した面を覆う，茶色の砂岩層からなる浅海堆積層の香取層です．
堆積年代は約12万年前の最終間氷期と考えられています．なお地層名は酒井（1990）によります．（岡田　誠：茨城大学）
（文献）酒井豊三郎，1990，千葉県銚子地域の上部新生界̶岩相・古磁気・放散虫化石層序̶宇都宮大学教育学部紀要 No.23 Sec2 
1-34．

表紙紹介
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（1口5千円以上，計50名140口）

名誉会員
（10口）山田直利
（2口）秋山雅彦　水野篤行

正会員
（10口）矢島道子
（6口）天野一男　小尾 亮
（5口）太田英将　佐々木和彦　山本高司
（4口）大藤 茂　緒方信一　仲井 豊　藤本光一郎
（2口）赤羽貞幸　在田一則　池田保夫　市川八州夫　伊藤 孝　
大平芳久　岡田 誠　小野 晃　加藤芳郎　狩野彰宏　木戸芳樹　
倉本真一　斎藤 眞　榊原正幸　澤口 隆　菖蒲幸男　杉田律子　
竹内圭史　辻森 樹　内藤一樹　永岡靖雄　中里俊行　中澤 努　
仲谷英夫　西 弘嗣　長谷川敏喜　平田大二　堀ノ内 央　松田
達生　松田博貴　向山 栄　山崎俊嗣　山野井 徹　吉田晶樹　
渡部芳夫　匿名による醵金者１名
（1口）阪口和則

日本地質学会創立125周年記念事業への醵金者
（個人会員，賛助会員，企業・団体）

　現時点での醵金者は次のとおりです（2017年4月11日現在．敬称略・50音順）．創立125周年記念事業に対しご寄付を賜り，厚く
御礼申し上げます．今後とも何卒ご協力をよろしくお願いいたします．

（1口5万円以上，計30団体44口）

賛助会員
（2口）応用地質株式会社　川崎地質株式会社　基礎地盤コンサ
ルタンツ株式会社　株式会社建設技術研究所　国際石油開発帝
石株式会社　石油資源開発株式会社　総合地質調査株式会社　
株式会社ダイヤコンサルタント　中央開発株式会社
（1口）興亜開発株式会社　JX石油開発株式会社　株式会社日
さく　株式会社パスコ　

企業・団体
（2口）株式会社愛智出版　清水建設株式会社　一般社団法人全
国地質調査業協会連合会　株式会社阪神コンサルタンツ　山本
司法書士事務所
（1口）株式会社アサノ大成基礎エンジニアリング　株式会社 
安藤・間　株式会社九州地質コンサルタント　株式会社 京都
フィッショントラック　四国電力株式会社　島建コンサルタン
ト株式会社　中電技術コンサルタント株式会社　西日本技術開
発株式会社　日本原子力発電株式会社　株式会社復建技術コン
サルタント　北電総合設計株式会社　八洲開発株式会社

　会員の皆様へ：125周年記念事業への寄付のお願い

　学会創立125周年記念事業として，2018年5月東京での記念式典をはじめ，様々な事業を計画しており，それら記念事業を実行す
るため，会員の皆様に寄付をお願いしております．詳しくは，学会HP，ニュース誌1月号をご覧下さい．
（個人会員へのお願い）
 ・ 一口5,000円で，一口以上をお願いします．
 ・ 寄付してくださった会員については，氏名と口数をニュース誌，HPに掲載します．
 ・ 二口以上寄付してくださった会員には，地質学が社会にいかに貢献しているかを国民にアピールする記念図書（2017年8月頃刊
行予定）を1冊差し上げます．

［振込先］
　●三菱東京UFJ銀行  神田駅前支店  普通預金 0108667　シャ）ニホンチシツガッカイ
　●みずほ銀行  神田駅前支店（普通）2229416 　シャ）ニホンチシツガッカイ
　●三井住友銀行  神田駅前支店（普通）1711424　シャ）ニホンチシツガッカイ
　●ゆうちょ銀行  〇一九（ゼロイチキュウ）店　当座 0028067　シヤ）ニホンチシツガツカイ
　●郵便振替：00140-8-28067　一般社団法人日本地質学会

［クレジット決済］
　学会ホームページよりクレジット決済画面にお入りいただけます（ご利用可能カード：VISA, Master, Diners）．

寄付の申し込みは，現金，銀行振込，郵便振替，クレジット決済で随時受け付けています．

個人会員 賛助会員，企業・団体（寄付申込企業・団体も含む）
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意見・提言

平成29年4月10日

地質学の知見をもって減災につなげるために
熊本地震から一年を迎えるにあたって

一般社団法人日本地質学会
会長　渡部芳夫 

　平成28年熊本地震から1年が経とうとしています。この地震
は甚大な被害と共に、数多くの地質学的な教訓をもたらしまし
た。本学会は地質学の役割を自ら再認識し、その知見を減災に
役立てていくために声明を発表します。

　平成28年熊本地震は、4月14日の日奈久断層帯におけるM6.5
の地震を皮切りに、4月16日に近接する布田川断層帯において
M7.3の大地震が発生しました。布田川断層帯は地震発生確率が
我が国の中でも高いと評価されていたものであり、それが現実
のものとなりました。特に熊本県益城町では、震度７の激震が
短期間に2度も襲い、近接する活断層が大地震を連鎖させる事
態になりました。また、強い震動は阿蘇地方を中心に数多くの
斜面災害を引き起こし、被害を拡大させました。本震直後には

大分県中部で地震を誘発し、さらに本震に続く余震活動は非常
に活発で、その数と範囲でこれまでにない規模となりました。
これら一連の地震災害は、私たちの内陸型活断層の震災イメー
ジを一変させました。

　このような複合的な災害の背景には、この地域における地質
学的な特徴が反映していることは言うまでもありません。地殻
の構造や断層の配置、そして応力分布が活断層に影響を与え、
加えて表層の地質条件が地震動や斜面安定性に関係します。こ
れらを総合的に理解、解釈することが災害の予測と減災に必要
不可欠です。日本列島は変動帯に位置し、複雑な地質構造を有
しており、同じ地質条件の場所は二つとありません。地域ごと
にそれぞれの地質に即した災害対策を講じる必要があります。
そのためには、基礎となる地質学的研究を進めると共に、最新
の知見を活かす必要があります。行政においては防災対策の弛
まぬアップデートが必要でしょう。また市民レベルでは、ハザ
ードマップ等を活用し，地域に適応した防災訓練などが望まし
いでしょう。さらに学校教育では、自然災害の基礎知識として
地学教育の充実が求められます。

　上記に示したように、日本地質学会は、学術研究の発展と最
新の知見の普及・教育を推進するとともに、その知見を活かし
た防災・減災方策を社会と連携して追求していきます。

「巡検時等における車両運行指針」
の策定に関して

2017年4月8日
一般社団法人日本地質学会　理事会

　日本地質学会において，野外における巡検や見学会等の開催
は，学会活動の大きな柱の一つです．これらの実施にあたって
は，安全に行われてはじめてその目的が達成されます．しかし
巡検等では，車両による移動が必要な場合が多く，事故等のリ
スクが潜在しています．特にレンタカー等の慣れない車両を運
転し，かつ，通常よりも多い参加者を乗せている場合には，事
故が発生する危険性が高まります．そこで執行理事会では，学
会が実施する行事におけるレンタカー等の車両の利用・運転に
係る様々なリスクについて議論してきました．万一，事故等が
発生した場合における運転者個人の法的責任，参加者に対する
責任など，学会として負うべき責任は重く，また，負うことの
できないものであると考えるからです．

　執行理事会では，本部・支部に関わらず，日本地質学会とし
て行事を実施する際の車両の使用について検討を重ね，4月8日
の理事会において，検討結果を報告し了承されました．下記は，
その内容を要約した＜基本的考え方＞になります．今後，皆様
のご意見を伺いながら，さらに内容を詰め，早急に「巡検時等
における車両運行指針」としてご連絡差し上げる予定でおりま
すが，会員の皆様方におかれては，巡検等の計画・準備もある
かと存じますので，予め，ご報告を差し上げる次第です．

　今後はこれを踏まえて，行事の企画等をしていただくことに
なりますが，参加者の負担額はこれまでより多少高くなること
が予想されます．このことによるある程度の受益者負担はやむ
を得ないこととなりますが，参加費については収支バランスを

考慮し，適切な設定をしていただくようにお願いいたします．
なお，行事の趣旨などによって，やむを得ず経費がかさむ部分
については，各支部を通して年次予算等に挙げていただければ
と思います．

　すでに計画が進んでいるようなこともあるかと存じますが，
何卒，ご理解とご協力の程，よろしくお願いいたします．

記

巡検時に使用する車両について
＜基本的考え方＞

１．学会本部または支部の行事として，学会会員が中心となっ
て事前に計画され，広く参加を募集し（募集の対象は学会会
員・非会員を問わない），車両によって移動する巡検や見学会
等の行事においては，原則として，レンタカーや個人が所有す
る車両を用いることなどを禁止する．

２．車両による移動を必要とする場合は，以下のとおりとする。
（１）タクシー会社・バス会社等の事業者に車両および運転者
の確保を一括して依頼する．
（２）車両およびプロドライバーをそれぞれ別の正規の業者か
ら手配して運転させる．
（３）公共の交通機関を利用する．
（４）（１）号ないし（３）号に準じる方法

３．ただし，次にあげるものについては１項から除外する．
（１）自然災害等の発生に際し，学会として緊急に調査を行う
もの（車両搭乗者はすべて共同で調査を実施する研究者とし，
不特定多数から募集されたものではない），
（２）日本地質学会が主催，共催又は後援等をしない行事，学
会員が個人の責任で実施するもの．
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その流行時代の華々しかっただけに，ことさら空虚なさびしい
気持にさせられるのです．
　決してそんな，流行の対象となるやうな，浅薄な内容のもの
でなく，所謂“卑劫なる成人共”の充満する今の世にあって，
ほんとうに先生の素朴な心に私淑する人の，少しでも多からん
ことを切望しで止まないものがあります．
　詩人としての宮澤賢治，法華経の信者としての先生，花巻農
学校の一教師としての先生等に就いては，随分と今迄，いろい
ろの人によって語り盡されたものであり，今更，私の如き無縁
外来の徒の喙を入れる余地を感じないのですが，先生の科学者
として，とりわけ地質學に深い造詣をもってをられたことを，
今ここにお話してみようと考へてみた次第であります．
　今手元に全集は勿論のこと，一切の文献を所有してゐない為
に，一々の記憶は誤りの多からんことを，ひそかに懸念するの
ですが，その点はとくと寛恕あらんことを希望いたします．
　私が大學に於て地質學を専門としてえらぶやうになったの
も，一つは，先生の影響の絶大であったことを自ら感じてをる
次第です．
　そして先生が鉛筆を首にブラ下げては，小さなノートを手に
して，或いは岩手山に，或は早池峰山その他の北上の山々を，
幻想の詩境にさまよい乍ら，思ふ存分に跋渉された姿を，はる
かに彷彿として心に畫いたことでした．先生は幼にして既に博
物學に興味をもち，珍しい鉱物を採集したり，植物の標本や昆
蟲の標本を作ることにも趣味をもってをられた様です．わけて
も山野を跋渉することは得意中の得意らしく　盛岡中學に在學
中にも，土曜日から日曜日にかけて，単身，岩手山に登山する
こともしばしばであったさうです．
　其後盛岡の高等農林農藝化学科を卒業してからも，同校の地
質学研究科に於て，関豊太郎博士の指導をうけ，稗貫郡の土性
調査を一緒に，各地の地質調査に従事されたことも，想像に難
くないのであります．
　その頃，盛岡から故郷の父君宛に送った書簡によっても，そ
の間の消息を知ることが出来ます．その中に次のやうにありま
す．

はじめに
　地質学の歴史を調べていくときに，戦争中の地質学者の動き
は重要である．日本地質学会は創立60周年記念誌でかなり詳細
に記録しているが，まだ知られていない資料は多い．資料が散
逸しないうちに記録されるべきであろう．東京大学の地質学教
室の戦時中の歴史を調べているうちに，おもしろい資料を発見
したので，公開する．

東京帝国大学地質学教室の疎開
　1945年小林貞一教授を筆頭とする東京帝国大学地質学教室第
2講座は山形県大石田町に図書や標本とともに疎開した．他の
講座はどこに疎開したかはまだ調査していない．1945年3月10
日の東京大空襲のときには多くの焼死体を見ながら大学に登校
したという当時の学生の証言をえているので，疎開は1945年4
月以降の事と思われる．小林の指揮のもと在籍していた学生・
職員が荷物の梱包，発送，大石田での研究室づくりなどに奔走
した．この困難な間も，東京にいた時のように授業も行い，談
話会も開いていたらしい．幸い，疎開自体は一年足らずで終わ
ったが，運んで間もない荷物をまた東京に送りかえして，焼け
ずに残っていた理学部二号館の教室にもとのように再配置する
という労働を余儀なくされた． 
　東京大学総合研究博物館にある多くの古い標本には，箱を破
ったようなラベルがある．おそらく，2度の引っ越しの結果と
思われる．

『笹の実』
　疎開中の大石田では，同人誌『笹の実』も発行していたらし
いことを，当時，学生だった深田淳夫氏（1922-2010）より
2007年に伺った．そして，その2号の原稿を，当時助手であっ
た市川健雄氏が保存されていたので，ここに紹介する．

宮澤賢治先生と地質學（深田淳夫）
　岩手県花巻の人，宮澤賢治先生こそは二十世紀の日本の生ん
だ最大の詩人であると申しても宜しいでせう．而も先生が生へ
抜きの東北人であり，農村人の辛苦を身を以て躬行した力強き
実践者であったことは，今こうして疎開學生として大石田の街
に清らかな地方生活を送る身にとって，ひとしお，身近なもの
を感じてゐる次第です．
　更に先生の高弟として農村振興の意欲に燃え，朝に夕に，
「精神歌」を唱和し，『アメニモマケズ，カゼニモマケヌ』の朴
訥な精神生活に，若き心身を献げて，同じく若干三十八才の幕
を閉じられた故松田甚太郎氏は，ほど近き，新庄盆地の産であ
り，今尚鳥越部落には，『最上共同村塾』が残ってゐるといふ
から，東北の若き青年諸君が如何に賢治先生の尊き感化をうけ
てゐるかを想像するに難くないのであります．然しいつかも學
校の矢作先生とお話ししたのですが，却って地元の当地等では，
松田氏のやうな，はでな，行き過ぎたやり方に対して反対の意
見をもってゐる者もあるといふ事を聞いて，“さもありなん”
と面白く感じたことです．何はともあれ，賢治先生逝いて已に
十三年，在京の有数の作家を編輯者として，はなはなしく全集
が刊行され，又東京や花巻では，宮澤賢治の會が組織されるし，
『風の又三郎』の映画が世に喧傳されたり，『銀河鉄道の夜』や
『ポランの廣場』等の童話がつぎつぎと上演された宮澤賢治文
學の一種の流行時代も，いつしか風の如く過ぎ去り，余りにも
めまぐるしいその日その日の，あわただしい世相を前にしては，
先生の名もいつのまにか忘れさらうとする傾向にあることは，
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（石英）さんと，バイオタさん（黒雲母）とプラヂオさん（長
石）との三人が喧嘩を始める有様を，花崗岩の風化にたとへた
奇想天外な着想等は全く感心させられる處です．
　又『気のいい火山彈』の話の中には私達の東京帝國大學地質
學教室の名前が，そのまま出て来るのも愉快であるし，『グス
コープドリの傳記』の中に，火山の爆発を人工的に起こす話も
面白いし，『山彦』の中では，地質の學生がたたくカーンカー
ンといふハンマーの音が，或る山間の鉱山の住宅に住む若い夫
婦の間の出来事に関係してくる叙述もいかにも，ありさうな私
達のよーく經験する事柄のやうに思はれるのです．その他，直
接地質學とは関係のないまでも，山の話や草木の話等々，北上
の山々をこの足でつぶさに歩きまわった私には，とりわけ手に
とるやうな親しみを感ずるのでした．「風の又三郎」「注文の多
い料理店」「どくもみのすきな警察署長さん」「ざしき童子の話」
等すべてその尤なるものであります．
　かくの如く先生の作品を通覧してみるとき，いかにも無理や
こじつけのない素朴な自然さが何よりも貴重なものであり，一
つ一つの譬へが実にピッタリとしてゐるのに，驚かざるをえま
せん．
　山から生まれた詩であり，子供のやうな，明るい，純な心の
産物と申して宜しいでせう．
　都会の人からみれば，いらだたしい迄に気の利かない眞正直
で実直な，東北人獨特の性格から，自然に生まれ出たものであ
るという感じが，しみじみするのです．
　その詩篇の中には，全く個人の主觀的な叙情である爲に，難
解にして不可解な部分も，これなしとしないのですが，その童
話の中には何度味ってみても，興味の盡きない作品のあまたあ
ることを紹介して廣く同學諸兄の閲讀をおすすめしたいと思ひ
ます．
　大きく口をあいて童謡を唄ふやうな，子供の気持になりきっ
て，味っていただきたいものです．最後に有名な作品を一つ紹
介してこの駄文をおわりませう．
　　雨ニモマケズ　（略）　以上　20［昭和20］．7．17

『笹の実』の反応
　原稿が発見されてコピーを深田氏に送ったところ「案外反響
が少なく，特に東北大学の先生方が無関心なのが不思議でした．
唯一，弘前大学の宮城一男さんという方が評価してくださった
記憶があります．矢部長克先生や早坂一郎先生もあまり関心が
ありませんでした．案外地質学者の独善性とひとりよがりを反
映しているものかもしれません」という2007年12月17日付のは
がきをいただいた．
　宮城一男氏は『農民の地学者・宮沢賢治』（築地書館，1975
年），『宮沢賢治-地学と文学のはざま』（玉川選書，1977年）な
どを公刊されているが，深田淳夫氏のことについては何も記さ
れていない．

謹啓・・・・
其の後學校にては大体化學實験の手傳ひを致し居り候・・・略．
次に先月末より求め候書籍漸く仙台の丸善より得申し候．右
は左の三冊に御座候．
ハッチ及ラスタル著　岩石學（二）水成岩　四一〇円
ライス著　　經濟的地質學　八八〇円
ウェンレイ原著・ヨハンセン英訳　岩石學の基本溶接　五六
〇円

右の内ライス著を今夕繙き所々散見仕り候處，實に當地に適切
なる岩石鉱物を多数発見仕り，誠に愉快に存じ候．尚左の書籍
Ⅰ　ゼームス・ゲーゲー　構造及野外地質學
Ⅱ　メーリル　非金属鉱物及其應用
Ⅲ　イッデングス　造岩鉱物
　　　同　　　　　　火成岩（上下）
　　　ハーカー　火成岩　中の三冊
を得度と折角考慮致し候處・・・略

とあるのをみても，地質學の方面に於ても常識以上に，可成突
っ込んだ研究をせられたことが想像されるのであります．
　又先生はニコル付の鉱物顯微鏡の下に於て，岩石の薄片が，
どのやうな鮮かな美しい色を示すかを感歎してをられ，或いは
上野の圖書館に，或いは東北帝大の地質學教室に，非常な熱意
を以て，地質學を勉強せられたことも察せられます．
　又花巻農學校に在學中に，イリドスミンやオウミュウムのや
うな稀な鉱物粒を採集せられたり，花巻町小舟渡北上河岸の第
三紀層泥岩から　偶蹄類の足跡や胡桃の化石を集められたこと
もある由であります．
　然し又，三十八才の短い生涯の晩年に近く「百姓に石灰肥料
を安く供給したい」との念願から，大船渡線松川駅前の東北砕
石工場の技手として古生代の石灰岩の採掘に従事されたことも
あるさうです．
　かくの如く賢治さんの地質學の勉強が，すべて，土壌學もし
くは広く農學の爲の，基礎としての地質學であったことは，必
然的な成行であると申さねばなりません．
　次に其の數多くの作品を讀んでみても，いろいろと地質學上
の術語の出て来ることは．枚挙にいとまが無い位です．
　先生の詩稿『春と修羅』の中の，いちいちについてのべるこ
とは除いても，そのあまたの童話の中にも，我々地質を學ぶ者
にとって，とりわけ興味深いものが多いのであります．
　就中第一に思い出されるのは作品『楢の木大學士』でありま
す．清廉潔白の貧乏大學士，楢の木君は，インチキ商人（それ
が飯田橋の岩本鉱物標本店を風刺するものかどうかは論外とし
て）にそそのかされて，東北の山奥にオパール（蛋白石）を採
集に行く話です．手にはデッカイハンマーをもち，大きなリュ
ックサックを背負って，上野の驛の雑踏にもまれる光景等は，
思ひだすだけでもほほえましくなるほどですし，三陸のどこか
の海岸の洞穴で野宿して夢を見，その夢物語りの中に，コルツ
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撮影場所：神奈川県三浦市南下浦町，毘沙門
海岸毘沙門漁港を通り抜けてすぐの海岸
審査委員長講評：作者は地元の方で，この海
岸をよく歩かれているのでしょう．普通の人
が見過ごしがちな奇岩を注意深く撮影してい
ます．この作品ではHDR（High Dynamic 
Range imaging）という処理を使っていま
す．夕方に西向きに撮影しているので影にな
っている奇岩を，この処理によって浮き出さ
しています．ゴミや草などが全くなく（掃除
をしたのでしょうか）画面がよく整理され，
まさにジオが主役の力強い作品になっていま
す．背景の城島や雲も良いアクセントになっ
ています

惑星地球フォトコンテスト審査結果第8回第8回 惑星地球フォトコンテスト審査結果

優秀賞：「火星」
写真：西村礼能留（青森県）

撮影場所：青森県十和田八甲田近く
審査委員長講評：最近ではローバーが火星表面を何年も探査している時代ですから，作者は
そんな思いからこのタイトルを付けたのでしょう．手前の草がなければ，火星と勘違いしそ
うな風景です．手前の草を入れなかった方が，もっと火星的で魅力的な作品になったかもし
れません．

最優秀賞：「毘沙門海岸の奇岩」　写真：田中健以（神奈川県）
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　このコンテストは今年で8年目を迎えました
が，喜ばしいことに昨年の約2倍以上，過去最高
の650点（内ジオ鉄18点，スマホ53点）の応募
がありました．応募数の増加は，地学愛好者だけ
ではなく，雑誌などで広く一般の写真愛好者にこ
のコンテストを宣伝したためかと思います．
　一般の写真愛好者からの応募も本コンテストの
趣旨をよく理解された力作が多く，審査会では寄
せられた優秀な作品の中からあえて12点の入選作
品を選ばなければならないのに苦労しました．
　今回の入選や佳作作品では，撮りっぱなしでは
なく，撮影後もHDRなどの画像補正を行い，作品
にメリハリを付けている作品が増えました．デジ
タルカメラや画像処理ソフトの進歩，そして撮影
者の斬新な視点によって今まで見ることのできな
かった「地球」が見られるようになる．なんと楽
しいことではありませんか．入選作品を存分にお
楽しみください．

（総評：審査委員長　白尾元理）

撮影場所：和歌山県東牟婁郡古座川町池野山
審査委員長講評：夜の虫食岩の撮影はなかなか難しく，フラッシュをたいて
撮影するとのっぺらぼうで手前ばかりが明るい写真になってしまいます．こ
のような作品にするためには三脚にカメラを固定，10 秒程度の露出をして
いる最中に，離れた場所から懐中電灯を振り回して虫食岩を照らすようにし
なければなりません．色も意図的にコントロールしたのでしょうか．

撮影場所：西伊豆堂ヶ島公園（堂ヶ島・仁科ジオサイト）
審査委員長講評：評者は 10 年以上も堂ヶ島に行っていませんが，現在では
こんなに素晴らしい場所を散策できるとは知りませんでした．過度の手すり
などを設けず，素晴らしい景観を眺められようにしているのは，ジオパーク
関係者の見識の高さが窺われます．画面の構成や人物の配置，大きさなど完
璧で素晴らしい作品です．

優秀賞：奇妙な宇宙（SORA）
写真：渡辺昌也（和歌山県）

ジオパーク賞：波間のプロムナード
写真：古矢さつき（神奈川県）
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佳作（計10点）：
惜しくも入選には至らなかったものの，より多くの優れたジオフォ
ト作品を発掘するために「佳作」を設けています．今年は下記の作
品が選ばれました．作品の画像はWEB上でご紹介します．

「活」小野祐介（愛知県）
「冬晴れ」山内崇司（北海道）
「beautiful FUJIYAMA」本多礼子（東京都）
「夕暮れの海金剛」松元澄夫（奈良県）
「咆哮」辰巳　功（東京都）
「大理石の芸術」佐藤　瞳（宮城県）
「時が創った渓谷」乗松賢二（愛媛県）
「天国の洞窟」中尾圭志（神奈川県）
「火山の恵み」越智優心（神奈川県）
「大地の記憶」早川　満（兵庫県）

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

日本地質学会会長賞：安山岩の細胞分裂
写真：牧野帆乃香（福岡県）
撮影場所：沖縄県久米島　奥武島（おうじま）
審査委員長講評：畳岩は，天然記念物や地質百選にも選ばれているので，
既に多くの作品が撮影されています．その中で高評価を得るためには，
見る人をハッと思わせるもうひと工夫がほしかった．ハンマーは真ん中
ではなく，右あるいは左寄りの柱状節理の上に置くのがよかったと思い
ます．

ジオ鉄賞：あまちゃんの歌が聞こえる
写真：吉村　誠（奈良県）
撮影場所：岩手県下閉伊郡普代村 レストハウスうしお敷地内
審査委員長講評：私も去年 5 月に北三陸を撮影していました．国鉄時
代に建設された橋梁とカラフルな車両，遠方に見える見事な海成段丘と
まさにジオ鉄に相応しい作品です．撮影者の気の利いたコメントも作品
を引き立たせました．

スマホ賞：競う曲線美　
写真：伊藤正顕（静岡県）
撮影場所：静岡県下田市須崎（恵比須島）
審査委員長講評：砂岩層の前に立つ健康的な娘さん．タイトルやコメ
ントを読んでいると真面目に書いているのか，意図的に書いているの
がわかりませんが，笑ってしまいます．普通のジオフォトでは人物は
もっと小さく扱うべきですが，この作品では大きく扱って正解でし
た．お父さんがスマホで気軽に撮った雰囲気が伝わってきます．

入選：大ヤスリ岩の見下ろす山並み
写真：三浦雅哉（神奈川県）
撮影場所：山梨県北杜市瑞牆山
審査委員長講評：瑞牆山（みずがきやま，標高 2230 ｍ）は日本百名
山の１つで，山頂部の花崗岩の巨石群（トア）で特徴づけられます．作
者は山頂からトアを見下ろしていますが，秋晴れで空気が澄んでいたた
め，中景の紅葉や遠景の山々がくっきりと見えています．
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入選：渓谷の歴史
写真：寺田百合（東京都）
撮影場所：アイスランド （Iceland Fjadrargljufur Canyon）
審査委員長講評　この谷はアイスランドの海岸沿いを走る国道 1
号線のすぐ近くにあるので，観光地としても人気のある場所です．
この作品も HDR で処理しているため，影の中の谷間や雲の細部が
しっかりと描写され，まるで絵画を見ているようです．渓谷とい
うより峡谷と呼ぶのが相応しい谷です．

入選：太古からの流れ
写真：木下　滋（和歌山県）
撮影場所：和歌山県西牟婁郡すさみ町小附，城川（日置川支流）
審査委員長講評：評者は，このような渓谷があるのを初めて知りました．
この作品にはスケールになるようなものが写っていないので，どのくらい
の大きさかわかりません．しかし，虎皮のようなパターンが強烈なので，
大きさをわからせないのも作品を魅力的にする方法かもしれません．

入選：太平洋のヘソ　写真：滝　玲名（愛知県）
撮影場所：イースター島，チリ
審査委員長講評：イースター島南西端にある火口湖を撮影した作品です．火口湖の縁に立って
火口湖全体を撮影するのは難しく，以前は魚眼レンズや超広角レンズを使うしかありませんで
した．この作品はスマホのパノラマ機能が使って撮影したものです．カメラを一端に向けてシ
ャッターを切り，半周回ってからシャッターを再度切るととこのような作品が撮れます．

入選：モエラキボールダー 
写真：蛯子　渉（沖縄県）
撮影場所：ニュージーランド，モエラキ海岸付近
審査委員長講評：モラエキボルダーは地質マニアには有名な場所で，普
通は干潮の時間を狙って砂浜にある球状のボルダーが並んでいるのを撮
影します．作者は潮が引いていないときに訪れていますが，スローシャ
ッターや撮影後の画像処理によって，今までに見たことのない作品に仕
上げています．
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★近畿支部
第34回地球科学講演会「国石になった翡翠について」
主催：地学団体研究会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪

市立自然史博物館
　2016年9月，日本鉱物科学会が日本を代表する石（国石）とし
て翡翠を選びました．なぜ，翡翠が国石になったのでしょうか．
最終候補として残った水晶，輝安鉱，自然金，花崗岩などより
も何が高く評価されたのでしょうか．国石になった翡翠につい
て，地球科学と歴史科学の立場からその特徴や価値，いまだに
解決されていないさまざまな謎をご紹介します．

日時：2017年5月14日（日）14:00 ～ 16:00（13:00より受付）
場所：大阪市立自然史博物館　講堂
講師：宮島　宏氏（糸魚川市フォッサマグナミュージアム）
参加費：無料（博物館入館料必要）
参考ホームページ：http://www.mus-nh.city.osaka.jp/

★中部支部
大地のかけらを探せ!! ぼくのわたしの石の標本作
り：地質の日 in 白山手取川ジオパーク
主催：金沢大学理工学域自然システム学類地球学コース・白山
手取川ジオパーク推進協議会
後援：日本地質学会中部支部
日時：2017年5月13日（土）10:00 ～ 12:00（集合9:45 ～）
集合場所：道の駅しらやまさん（石川県能美市和佐谷町200）
対象：小学校4年生～高校生の親子（子どものみでも参加可）
定員：20組（先着順）※申込締切：5月9日（火）17:00
参加費：500円（標本箱代，保険代など）
内容：白山手取川ジオパークは，恐竜の化石が出ることなどで
有名です．しかし，その大地は，恐竜が生活するずっと以前に
できていました．恐竜が生活する前の大地，恐竜の時代の大地，
そして，今私たちの目の前にきらめく白山を作っている大地，
それぞれの大地のかけらを河原で探して，自分だけの標本を作
りましょう！
申込先・問い合わせ：白山手取川ジオパーク推進協議会
〒924-8688　白山市倉光二丁目１
TEL：076-274-9564　　FAX：076-274-9546
E-mail：geopark@city.hakusan.lg.jp
WEBサイト：http://hakusan-geo.main.jp

★中部支部
各地の博物館等の催し
◆とやまの自然探検「神通川の石ころ観察会」/「常願寺川の
石ころ観察会」
後援：日本地質学会中部支部
「神通川の石ころ観察会」
日時：2017年4月29日（土）13:30 ～ 15:30　雨天・増水時中止
「常願寺川の石ころ観察会」
日時：2017年5月13日（土）13:30 ～ 15:30　雨天・増水時中止
主催：富山市科学博物館
いずれも参加無料，要申込
http://www.tsm.toyama.toyama.jp/

◆長岡市立科学博物館：特別展/企画展
後援：日本地質学会中部支部
・ミニ企画展：アルバートサウルスの前・後肢化石（レプリカ）
日程：2017年4月4日（火）～ 23日（日）
・GW特別展示：ハルキゲニア実物化石と生体復元模型2種
日程：2017年4月29日（祝）～ 5月7日（日）
・ミニ企画展：パラサウロロフスの下顎化石（レプリカ）
日程：2017年5月10日（水）～ 6月4日（日）
http://www.museum.city.nagaoka.niigata.jp/

◆川の石を比べてジオを知る
主催：黒部市吉田科学館
後援：日本地質学会中部支部
日程：2017年5月14日（日）雨天・増水時は中止
http://kysm.or.jp/

★その他
地質の日観察会「城ヶ島と三崎の地盤隆起：1923
年大正関東地震の地殻変動」
主催：ジオ神奈川
後援：日本地質学会，三浦市，三浦
市教育委員会
日程：2017年5月13日（土）10:00 ～
15:00
場所：神奈川県三浦市城ヶ島
参加費：500円（資料，保険代込）
申込締切：5月5日（金）
申込方法：メールもしくははがきで，
住所，氏名，電話，年齢を記入して
下記までお申し込み下さい．
申込・問い合わせ先：ジオ神奈川　
代表　蟹江康光
〒249-0004　逗子市沼間2-9-4-405
メール：okinaebis@mac.com

★その他
地質情報普及講座「深海から生まれた城ヶ島」
主催：三浦半島活断層研究会　後援：日本地質学会ほか
日程：2017年5月21日（日）10:00 ～ 15:00
　三浦半島最南端の城ヶ島は風光明媚は観光地として知られて
います．この自然豊かな城ヶ島には美しい風景や動物・植物ば
かりではなく，たくさんの変化に富んだ地形・地質を見ること
ができます．炎が舞っているような火山灰の地層や複雑な断層，
深海に生活していた生物の痕跡，激しい火山爆発によってもた
らされた火山豆石やゴマ塩火山灰などなど．城ヶ島には，三浦
半島誕生の秘密がたくさん詰まっています．
募集人員：50名　申込締切：5月10日（水）
申込方法：往復はがきまたはe-mailにて，住所，氏名，電話番
号をご記入のうえ，下記までお申込下さい．
申込先：三浦半島活断層調査会　事務局（赤須邦夫方）
〒249-0007　逗子市小坪5-16-11
e-mail: akasu@jcom.zaq.ne.jp

2017年の「地質の日」学会関連のイベントをご案内します．
イベントの情報は，学会HP< http://www.geosociety.jp>で
随時更新していますので，あわせてご覧下さい．
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☆西日本支部

案内

☆中部支部

案内

第三回西日本地質講習会（CPD講習会）

　主旨：本講習会は地質技術者と研究者が地質学の各分野の最
新成果について議論し，情報交換し，互いに高め合う場とする
ことを目的としています．本講習会はジオスクーリングネット
によるCPDポイントが発行されます．（ジオスクーリングネッ
トのご登録はこちら）

主催：山口大学理学部地球圏システム科学科・日本地質学会西
日本支部

講習会
5月17日（水）
会場：山口大学吉田キャンパス　大学会館
CPD単位：4時間（4単位） 参加費：5,000円（定員100名）
10:00-10:05 開会の挨拶
10:05-11:05 粘土鉱物の基礎 - 地質災害と関係して 澤井長雄

（山口大学）
11:15-12:15 高温型変成帯の形成過程と放射年代の意味 志村俊

昭（山口大学）
12:15-14:30 昼休み・ポスター発表（オプション） ・企業説明

会（オプション）
14:30-15:30 岩石のデジタル化とモデリングによる持続可能な

地下空間の利用　辻 健（九州大学）
15:40-16:40 建設工事における自然由来有害物質の地球科学と

工学　太田岳洋（山口大学）
17:00- 懇親会（オプション）

地質巡検　「徳佐から津和野地域」
5月18日（木）
CPD単位：5単位　参加費：10,000円（最大25名）
09:00　山口大学吉田キャンパス発
「内陸部に見られる高塩濃度地下水の起源と湧出過程」 田中和
広（山口大学）
17:00　山口大学吉田キャンパス着

研究発表会（オプション） 1単位 発表費3,000円
ポスター発表会．幅912mm × 1292mm以内

そのほか
 ・企業説明会ブース（オプション）： ブース代10,000円
 ・懇親会：第2学生食堂「きらら」（参加費3,000円）

申込締切：5月8日（月）
お申込はこちらから→http://arito.jp/cpd.html

お問い合わせ
山口大学大学院創成科学研究科（理）
坂口有人＜arito@yamaguchi-u.ac.jp＞

2017年支部年会開催のお知らせ

　中部支部では下記の通り2017年支部年会を開催します．皆様
是非ご参加ください．

共催： 新潟大学理学部地質科学教室，糸魚川市，糸魚川市教育
委員会，佐渡市教育委員会（予定）

後援： 新潟大学理学部，新潟大学災害・復興科学研究所，新潟
大学自然科学系附置　地球環境・地球物質研究センタ
ー，新潟大学自然科学系附置　形の科学研究センター

日程：2017年6月17日（土）
会場：新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアム
（http://www.city.itoigawa.lg.jp/fmm/）
参加費：無料（懇親会を除く）

受付（10:00から）
総会（10:30-11:30）
シンポジウム（13:00-15:00） 

「地質学とジオパーク　−現状と今後の課題−」
講演者予定：糸魚川ユネスコ世界ジオパーク関係者数名お
よび佐渡ジオパーク関係者ほか
　この他，他のジオパークに関する講演を数名程度公募し
ます．応募される方は下記の申し込み先に5月26日（金）
までにお申し込みください．

個人講演（口頭発表）（15:15-16:30）
個人講演（ポスターコアタイム）（16:30-17:15）
ポスター発表は10:00-17:15まで掲示することができます．
ポスター及び口頭発表希望者は下記申し込み先まで，発表
タイトル，発表者氏名，連絡先をお知らせください．なお，
学生・院生のポスター発表は優秀ポスター賞の審査の対象
となりますので，ふるってご参加ください．

懇親会（18:00から）
場所：糸魚川市青海中学校セミナーハウス
参加費：一般3,000円程度，学生・大学院生1,000円程度を
予定
　なお，青海中学校セミナーハウスに宿泊できます．宿泊
希望者は宿泊費として別に900円が必要です．また，布団
の使用を希望される方はさらに寝具代として1,500 ～ 2,000
円程度必要です．

CPD：地質技術者への継続教育の一環として，大会参加者・発
表者へCPD単位を発行します．大会参加と口頭/ポスター発表
の参加証明書は，参加日の15時以降に「CPD受付」（会場内総
合受付付近を予定）においてお渡しします．
【CPD単位】
 ・学術大会参加に対するCPD（時間に応じて）：例）7時間出
席＝7単位

 ・ 口頭発表に対するCPD：0.4×15分発表＝6単位
 ・ ポスター発表に対するCPD：2単位

参加申込締切（2種類の締め切りがありますので注意してくだ
さい）

支部コーナー
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総会，シンポジウム（参加のみで講演なしの場合），個人講演，
懇親会，青梅中学校セミナーハウスでの宿泊と寝具使用希望の
有無の締切：6月2日（金）．下記の申し込み項目のうち参加し
たい項目と申込者の連絡先（E-mailが望ましい）とを明記して，
E-mailにて下記の連絡先までお申し込みください．
シンポジウムでの講演申込締切：5月26日（金）

申し込み項目：総会，シンポジウム，個人講演，懇親会，青梅
中学校セミナーハウスでの宿泊と寝具使用希望の有無

連絡先：
〒950-2181新潟市西区五十嵐２の町8050
新潟大学理学部地質科学教室　豊島剛志
E-mil: ttoyo@geo.sc.niigata-u.ac.jp
電話: 025-262-6199

支部コーナー

はじめに（加藤）
　私たちは東京大学海洋研究所主催の白鳳丸航海（KH16-5: 10
月20 ～ 30日）に参加させていただいた。実は，筆者の一人で
ある加藤は2015年にも指導教官とともにこの白鳳丸に乗船して
いたため二度目の乗船となった．

 ・艤装　今回の白鳳丸航海にあたり，出航前日にお台場へ向か
い乗船準備の手伝いを行うことになっていた．この乗船準備と
いうのは，東京大学大気海洋研究所（以下，AORI）の所有す
る機材を船に装着する作業である．この作業のことを艤装と呼
ぶことは，去年の航海で学んでいた．さて，大型車の往来に気
をつけつつ停泊している港に到着すると，去年と変わらない白
鳳丸の姿があった．改めて船を見るとやはり大きく，間近で見
ると非常に存在感があることがわかる．
　早速，船の後方にある作業スペース（甲板）に行くと様々な
方々が作業をしていた．艤装の手伝いに来たもう一つの目的と
して，これからお世話になる人達への挨拶まわりがあった．
AORIの学生の方々とも顔を合わせたが，海洋の研究者という
こともあり私達のような陸上で研究している人たちとどこか雰
囲気が違う気がした．そんなことを思いつつ今回の航海につい
て話を聞くと，メインの調査の一つである自航式深海底サンプ
ル採取システム（以下，NSS）の調子が悪いとのことであった．
一抹の不安を覚えつつ私達が手伝えるような準備も少ないこと
から今回は帰宅をするのかと考えていると，今回の乗船にお声
がけしてくださった先生から船の見学をしていて構わないと伺
った．記憶を頼りに迷路のような船内を歩くと，今回居住する

船室が見つかった．出航前日ということもあり，既に船室の前
にはネームプレートがつけられていた．私の船室を探してみる
となんと去年使用した部屋とまったく同じであった．勝手がわ
かっている部屋を使えることに喜びを感じつつ，明日からの航
海に備えて帰宅した．

 ・出航　航海初日，NSSが不調ということもあり出航延期の噂
もあったが，無事に出航した．NSSについては次の日にテスト
を兼ねて相模湾で調整を行うとのことであった．出航直後は普
段見ることができない夕方の東京湾を眺めつつこれからの航海
に期待していた．実は，出航直後はやることが多い．まず，航
海に参加する研究者が一同に会し，ミーティングを行う．ミー
ティングでは自己紹介，航海の目的の確認，乗船時の注意の講
習などを受け，夜には操練（避難訓練）を行う．航海中は，船
外に出るときにはヘルメット，ライフジャケットの着用が必須
ということもあり，それらを着用することを習慣づける必要が
ある．その後は，船上での初めての食事や風呂の時間など約2
週間の船内生活に慣れるのみである．この船内生活については，
後の項へ話を譲る．

白鳳丸乗船体験

伊藤美和子・加藤裕真
首都大学東京大学院地理環境科学域

博士前期課程1年

院生コーナー

写真１：甲板の作業風景．
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非常においしかった．毎日味に飽きないように趣向が凝らして
あった．量も非常に多く，女性である私は非常に体重が気にな
ったが，おいしいものはおいしいのである．朝はパンかご飯を
選ぶことができ，おかずも3品以上ついてきた．昼食は一番豪
華であった．船上生活も中日になってくると，やはりみなだれ
てきたりする．そういう時に昼食にステーキが出されると，な
んて素敵なのと思わず口に出してしまうのであった．昼食には
毎日デザートが出されたが，そういえば，そのデザートの中で
どれが一番おいしいかを点数化して研究室の壁に張り出したり
もしていた．
　レグ1最終日の前日には，夕食にラーメンが出された．これ
は涙が出るほどおいしかった．海でも陸でも，ラーメンは正義
なのだと改めて実感させられた．

 ・暇つぶし　ポイント間の移動時間やピストンコアが海底に到
達するまでの時間は，意外と暇な時間であったりする．10日以上
電波の海から離れた生活をしていると，人は自分たちで何か面白
いものを生み出そうとするのである．男性陣はやたらと筋力アッ
プに励み，己の肉体と精神をぎりぎりにまで追い込んでいた．そ
れを見ながら私は乗船前に買った某駄菓子の棒30本たこ焼き味に
舌鼓を打っていた．またある時はモノポリーに興じ，またある時
は音楽を聴き，談笑し，たまに勉強をして充実した毎日を送るの
であった．黒潮に乗ったときは鮮やかな水色の波の飛沫を，丸い
食堂の窓からみんなで覗き込んだりした．高知港沖に停泊したと
きは，海上でしか見られない漆黒の闇から，無数に瞬く億千の星
を見上げ，時々人工衛星が過ぎ去っていくのを見届けた．

下船後
　私たち首都大勢は，30日に高知で下船した．路面電車に揺ら
れ高知駅まで行き，その後は高知城の周辺で行われていた日曜
市で買い物や食事をした．私は露頭での必須アイテム，ねじり
鎌をここで新調した．無論，「高知で新調したのです」と自慢
するためだけである．そのあと奇遇にも東大と高知大の乗船メ
ンバーと遭遇したので，高知城と牧野富太郎記念館に行き，知
的な旅は終了を迎えたのであった．

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．
16nd204l@vc.ibaraki.ac.jp	 羽田裕貴（茨城大）
manto.yamada@gmail.com	 山田眞嵩（首都大）
smuto@eps.s.u-tokyo.ac.jp	 武藤　俊（東京大）
716o.nonn@gmail.com	 大山　望（九州大）

調査
　本航海では，主にNSS，ピストンコアラー，マルチプルコア
ラーを用いた調査・観測を行った．私たちは，これらの調査の
手伝いをした．

 ・自航式深海底サンプル採取システム（NSS）　本航海で最も
多く使用した観測機器である．このNSSはビデオカメラによる
海底観測，ピストンコアラーなどの切り離しなどを船上のコン
テナ制御室から行うことができる．艤装の段階からの不調やエ
ンジンのオーバーヒートなど航海の前半では様々な問題があっ
たが，後半には通常通りの観測ができAORIの研究者たちは胸
をなでおろしていた．NSS投入後の日中，私たちはコンテナ制
御室から必要事項の記載を交代で行っていた．筆者が向かうと，
コンテナの内部は常に研究者が和気あいあいと談笑していてさ
ながら大人の秘密基地の様相を呈していた．
　海底の様子をモニタリングできることもあり，私は時間が空
いているときはよく眺めていた．俗にいうマリンスノーやシロ
ウリガイの群衆，海底地形など授業でしか習ったことのないこ
とを実際に目の当たりにする事ができた．

 ・ピストンコアラー　主にNSSに装着して海底の堆積物を数メ
ートル採取する事ができる機材である．前述の通りピストンコ
アラーの切り離しはNSSのコンテナ制御室から行うことができ
る．この様子をカメラでモニターすることも可能である．海底
の堆積物にピストンコアラーが突き刺さる瞬間をリアルタイム
で見ることができるため，さながら映画を見ているようで感動
的である．

 ・マルチプルコアラー　今回紹介した方法の中で，マルチプル
コアラーを用いた採泥は唯一単独で行うことができる．そのた
め，NSSを投入しない夜間に行うのが基本であった．これは，
コアラーの内部に8つのパイプを取り付けることで同時に8つの
コアを採取することが可能である．私たちは，投入前後にコア
の着脱を体験させて頂いたが，狭いコアラーの内部で長いコア
を着脱するのには慣れが必要であった．また，この採取を担当
していたのはAORIに所属する海底生物の研究者であったこと
から，普段とは異なる分野の研究手法について学ぶことができ
た．

乗船生活（伊藤）
　船上で10日間過ごす．23年間生きてきて初めての経験である．
期待はたくさんあるが，一番不安だったのは「携帯が使えない」
ことであった．誰かといつもつながっているのが当たり前のご
時世，10日間も携帯が使えないことはもはや恐怖に近いものが
あった．白鳳丸の船内ネットワークを使えばメールは多少使え
るのだが，携帯を持ち始めて初めての経験となったため，ある
意味新鮮な気分でもあった．
　院生メンバーでは唯一の女性であったが，男性陣はみな紳士

的に振舞ってくれ，
非常に楽しい乗船生
活であった．

 ・食事　先輩方から，
「船の食事はすごくお
いしい」と聞いてい
たので，実は一番楽
しみにしていた．魚
がメインのおかずが
多く，そのどれもが

写真３：室戸岬を望む．

写真２：昼食のステーキ．

院生コーナー
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C A L E N DAR
2017. 4 ～

　地球科学分野に関する研究会，学会，国際
会議，などの開催日，会合名，開催学会，開
催場所をご案内致します．会員の皆様の情報
をお待ちしています．
★印は学会主催，（共）共催，（後）後援，
（協）協賛．

2017年
4月　April

（後）特別展 「石は地球のワンダー 〜
鉱物と化石に魅せられた２人のコレ
クション〜」
4月22日（土）～ 6月4日（日）
場所：大阪市立自然史博物館
※「47都道府県の石（岩石・鉱物・化石）」
展を同時開催
http://www.mus-nh.city.osaka.jp/index.html

（後）日本学術会議公開シンポジウム
「地質地盤情報の共有化を目指して−
安全安心で豊かな社会の構築に向け
て−」
4月27日（木）13:30 ～ 17:40 
場所：日本学術会議講堂　参加費無料
http://www.scj.go.jp/ja/event/index.html

5月　May
○第16回重金属類・残土石処分地・
廃棄物処分地診断に関わる地質汚染
調査浄化技術研修会
5月1日（月）～ 4日（木）
主会場：日本地質汚染審査機構 関東ベース
ン実習センター（千葉県香取市） 
http://www.npo-geopol.or.jp/index.htm

★第三回西日本地質講習会（CPD講
習会）
5月17日（水）10：00 ～
会場：山口大学吉田キャンパス　大学会館
18日：地質巡検「徳佐から津和野地域」
申込締切：5月8日（月）
ht tp : / /www.geo soc i e ty . j p /ou t l i n e/
content0025.html

○JpGU-AGU Joint Meeting 2017
5月20日（土）～25日（木）
会場：千葉県 幕張メッセ
http://www.jpgu.org/meeting_2017/

6月　June
○日本古生物学会2017年年会・総会
6月9日（金）～ 11日（日）
場所：北九州市立自然史・歴史博物館
http://www.palaeo-soc-japan.jp/events/

○西太平洋堆積学会議2017
6月12日（月）～ 17日（土）
場所：韓国光州市
12-13日　個人講演，14-17日　巡検
http://sediment.jp/08related/2017WPSM.html

○IGCP630 Annual Symposium 
(2017)“Permian-Triassic climatic & 
environmental extremes and biotic 
responses”
６月14日（水）～ 16日（金）
場所：東北大学
https://amarys-jtb.jp/icgp630/

○地質学史懇話会
6 月17日（土）13:00～17:00
場所：北とぴあ 8 階804号室
平山　廉「カメの始まりから2億年の歴史を語る」
山田俊弘「17世紀西欧における「ジオコスモ
ス」の変容：ステノの『サメの頭部の解剖』
（1667）350周年を記念して」

★中部支部 2017年支部年会
6月17日（土）10：00 ～
会場：糸魚川市フォッサマグナミュージアム
参加申込締切：6月2日（金）
http : / /www.geosoc i e ty . j p/ou t l i ne/
content0019.html

7月　July
（共）第54回アイソトープ・放射線研
究発表会
7 月 5 日（水）～ 7日（金）
場所：東京大学弥生講堂（東京都文京区弥生）
http://www.jrias.or.jp/

○ International Conference on Geology, 
Mining, Mineral and Groundwater 
Resources of the Sub-Saharan Africa: 
Opportunities and Challenges Ahead
7 月11日（火）～13日（木）
場所：ザンビア共和国、リビングストン
http://mines.unza.zm/conference/

8月　August
（後）科学教育研究協議会第64回全国
研究大会
8 月 7 日（月）～ 9日（水）
場所：広島なぎさ中学高等学校
http://kakyokyo.main.jp/

○第10回白亜紀国際シンポジウム
（10th ISC 2017）
8 月21日（月）～24日（木）
場所：オーストリア・ウィーン UZA Ⅱ 
https://10cretsymp.univie.ac.at/home/

○第71回地学団体研究会総会（旭川）
8月25日（金）～ 27日（日）
場所：北海道旭川市大雪クリスタルホール・

神楽市民交流センター
https://sites.google.com/view/soukai2017

9月　September
○第34回歴史地震研究会（つくば大会）
９月15日（金）～ 17日（日）
場所：つくばイノベーションプラザ
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/
menu7.html

★ 日 本 地 質 学 会 第124年 学 術 大 会
（2017愛媛大会）
９月16日（土）～18日（月）
場所：愛媛大学理学部ほか（松山市文京）
講演申込受付：5月末頃～ 7月 5日（水）

（共）第61回粘土科学討論会
9月25日（月）～ 27日（水）
会場：富山大学 五福キャンパス共通教育棟
http://www.cssj2.org/

○IGCP589「アジアにおけるテチス区
の 発 達 」 第6回 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム

「Western Tethys meets Eastern Tethys」
9月29日（金）～ 30日（土）
ポスト巡検：10月1日（日）～ 5日（木）
場所：ポーランド，クラクフ市
http://igcp589.cags.ac.cn/

■10月　October
（後）第 4回Slope tectonics 2017
10月14日（土）～18日（水）
場所：京都大学宇治キャンパス黄檗プラザ
http ://www.slope .dpri .kyoto-u .ac . jp/
SlopeTectonics2017/st2017.html

（共）第15回国際放散虫研究集会
（15th InterRad）
10月23日（月）～27日（金）（研究集会）
　　20日（金）～22日（日）（プレ巡検）
　　22日（日）サイエンスカフェ
　　28日（土）～31日（火）（ポスト巡検）
場所：新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/

○IGCP608 Asia-Pacific Cretaceous 
Ecosystems第 5回国際研究集会
10月26日（木）～27日（金）
場所：韓国済州島
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/

○16th Gondwana International 
Conference/ IAGR 2017 Annual 
Convention/ 14th International 
Conference on Gondwana to Asia
タイ・バンコク，11月12日（日）～ 17日（金）
プレ巡検：10日（金）～12日（日），ミド巡検：
15日（水），ポスト巡検：18日（土）～20日（月）
登録／発表要旨締切：7月31日（月）
http://www.dmr.go.th
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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

21_ .indd   21 17/04/20   18:10



22_ .indd   22 17/04/20   18:10



SMBCファイナンスサービス株式会社 

一般社団法人 日本地質学会 会 費 等 

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

蕁03-5444-1533〒108-6350 東京都港区三田3－5－27

（不備返却先） 
　SMBCファイナンスサービス㈱決済ビジネス事務部 

（金融機関へのお願い） 

－預金口座振替規定－　※ゆうちょ銀行払いは除く。 

ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。 

法人の場合は、ゆうちょ銀行へお届けの社名、代表者 役名、氏名を省略せずご記入ください。 

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の
銀
行

ゆうちょ銀行 
お 届 け 印 

捨印 
ゆうちょ銀行を除く 

ゆうちょ銀行以外の銀行またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入して下さい。 

（金融機関用） 

SMBCファイナンスサービス株式会社 
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印
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東 京 都 千 代 田 区 岩 本 町

二 丁 目 八 ＿ 一 五 井 桁 ビ ル 内
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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
　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．

電話　03-5823-1150　FAX03-5823-1156   e-mail: main@geosociety.jp電話　03-5823-1150　FAX03-5823-1156   e-mail: main@geosociety.jp

最新号（2017前期号）まもなく発行

Coming Soon!!
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