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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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愛媛大会　予告

日本地質学会第124年学術大会（愛媛大会）予告

「ようおいでたなもし，四国地質お遍路の旅へ」
2017年9月16日（土）～ 18日（月）

会場：愛媛大学城北キャンパス

大会に関わるおもな申込締切

　日本地質学会は，愛媛県松山市の愛媛大学城北キャンパスにて，第124年学術大会（2017年愛媛大会）を「ようおいでた

なもし，四国地質お遍路の旅へ」というテーマで9月16日（土）〜 18日（月），巡検を19日（火）〜 20日（水）に開催しま

す．

　前回，愛媛大学において開催された日本地質学会は第98年学術大会（1991年）で，今から25年前にもなります．その後，

開催地が支部単位のローテーションとなってから，四国地区では，第113年学術大会（高知大会，高知大学，2006年）に続

いて2回目の開催となります．2006年以降，四国では2011年に室戸ジオパークが世界ジオパークになり，2013年に四国西予

ジオパークが日本ジオパークに認定されました．四国はこのジオパークのみならず，1000年以上の歴史を持つ「お遍路」で

有名です．2107年愛媛大会では「ようおいでたなもし，四国地質お遍路の旅へ」というテーマで“お接待”文化に根ざした

おもてなしで皆様をお迎えする予定でおります.　また，ご存知のように，四国の地質は，西南日本外帯の付加体の帯状配

列が認められる地域であり，四国山地の険しい谷や，海岸沿いを中心に地質学的に重要な基盤岩類の産状を示す露頭が数多

く観察されます．本大会後半には，四国および周辺各地を訪れる巡検が用意されていますので是非ご参加ください．また本

大会前日の9月15日には，日本鉱物科学会主催・日本地質学会後援で， 県の鉱物「輝安鉱」で有名な市之川鉱山への巡検も

予定されています．本学会の前後には，愛媛大学や松山市において，様々な学会やイベントが目白押しです．地球惑星科学

関係では，9月12日から14日に日本鉱物科学会，9月17日（日）午後には，新学術領域の公開講演会があります．また9月30

日から10月10日まで えひめ国体が開催されます．同時期に，体育系学会も開催が予定されており，宿が混みあうことが予

測されます．お早めに宿を予約されることを強くお勧めいたします.

　各種申込は，従来と同様の参加登録システムを利用します．お支払いは銀行振込またはクレジットカードによる支払いが

可能です．発表についても演題登録システムを利用したオンライン登録が可能です．なお，大会準備がスムーズに運ぶよ

う，締切日の厳守をお願いいたします．

　愛媛大会に関する最新情報は，学会ホームページ（http：//www.geosociety.jp/）の「2017愛媛大会HP」に掲載します．

FAX・郵送の場合

演題登録・講演要旨投稿 7月5日（水）18時 6月29日（木）必着 p.（４）参照

大会参加，巡検，懇親会等 8月21日（月）18時 8月14日（月）必着 p.（７）参照

ランチョン・夜間小集会 6月29日（木） --- p.（９）参照

生徒「地学研究」発表会 7月14日（金） --- p.（２）参照

一次締切 最終締切

企業展示・書籍販売 7月７日（金） 8月10日（木） p.（９）参照
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日程：9月16日（土）15:30 〜 17:30（予定）
会場：南加記念ホール

（1）地質情報展2017えひめ
日程：9月16日（土）〜 18日（月・祝）入場無料
　　　9月16日（土）10:00 〜 17:00
　　　9月17日（日）10:00 〜 17:00
　　　9月18日（月）10:00 〜 16:00（時間はいずれも予定）
会場：愛媛大学ミュージアム
主 催：日本地質学会，産業技術総合研究所地質調査総合セ

ンター
内 容：愛媛県及び四国周辺の地質現象や地震，鉱山につい

てパネル，映像，標本を使って展示・解説する「地質情
報展2017えひめ」を開催します．化石レプリカ作成など
の体験学習コーナーなども用意し，実験や実演を通じて
小学校入学前のお子さんからシニアまで，楽しみながら

「地質」を皆さんにわかりやすく学んでいただけるイベン
トです．ぜひ，「地質情報展2017えひめ」にご来場くださ
い．

お 問い合せ先：産業技術総合研究所地質調査総合センター
地質情報展企画運営事務局

　TEL：029-861-3540
　E-mail：johoten2017@aist.go.jp

（2 ）市民講演会「地質学を活用して地域イノベー
ションを共創しよう」

日時：2017年9月17日（日）13:00 〜 15:00（事前申込不要）
会場：愛媛大学南加記念ホール
概 要：黒瀬川帯発祥の地を含む四国西予ジオパークが2013

年に日本ジオパークに認定されてから４年が経ちました. 
それまでの活動やジオパークを中心とした地域活性化の
取り組みや四国西予ジオパークの魅力などを分かりやす
く解説する講演と, ここ30年以内に発生する確率が70%と
評価されている南海トラフにおける巨大地震に着目し, 
その備えについての市民講演を行います．

講演予定：
「ジ オの視点で地域を元気に！－四国西予ジオパークの取り

組み－」高橋　司（西予市城川支所長　元四国西予ジオ
パーク推進協議会 事務局長）

「南 海トラフ巨大地震への備え」高橋治郎（愛媛大学名誉教
授）

（3 ）小さなEarth Scientistのつどい～第15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，地学普及行事の一環
として，地学教育の普及と振興を図ることを目的として，
学校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．愛媛大会でも，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
の発表を募集いたします．愛媛県内，また四国地方の学校，
さらには全国の学校の参加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

メ イン会場：愛媛大学城北キャンパス共通講義棟A（愛媛
県松山市文京町3）

ポスター会場：愛媛大学大学会館3階
表彰式・記念講演会・市民講演会：南加記念ホール
地質情報展：愛媛大学ミュージアム
※ 全ての会場は, 愛媛大学の城北キャンパス内にコンパク

トに集まっています. 

会場へのアクセス
松山空港から

（1） リムジンバスで大街道下車（約30分），ロープウェイ街
を東へ徒歩17分

（2） リムジンバスでJR松山駅下車（約15分），市内路面電
車（赤十字病院前経由市駅行）乗換え（約20分）「赤十
字病院前」下車徒歩5分

（3）タクシーで約20分
JR松山駅から

（1） 市内路面電車（赤十字病院前経由市駅行）で約20分, 
「赤十字病院前」下車徒歩5分

１．日　　程

２．会　　場

３．各賞表彰式・記念講演

4．普及行事・関連行事

日　程 行　事

9月16日（土）
セッション発表（口頭，ポスター），
ランチョン，表彰式・記念講演会，懇
親会

9月17日（日）

セッション発表（口頭，ポスター），
ランチョン，夜間小集会, 
生徒「地学研究」発表会，市民講演会，
若手会員のための業界研究サポート

9月18日（月）
セッション発表（口頭，ポスター），
ランチョン，夜間小集会，
国際シンポジウム， 

9月19日（火）
〜 20日（水） 巡検（日帰り〜 1泊2日のコースあり）
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愛媛大会　予告

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，未来を担う生徒たちの学習
意欲への良い刺激と励みになることを願っております．な
お，参加証とともに，優秀な発表に対しては審査のうえ，

「優秀賞」などの賞を授与いたします．下記の要領にて参加
校を募集します．
1）日時：2017年9月17日（日）9:00 〜 15:30
2）場所：愛媛大会ポスター会場（大学会館3階）
3）参加対象
 ・ 小，中，高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成

果の発表
 ・ 小，中，高校の授業における研究成果の発表
 ・ 活動，研究内容は地学的なもの（地質や気象などの地球

科学・環境科学，天文など）
4）参加申込締切：７月14日（金）
5） ポスター発表（展示パネルは，縦210cm×横120cm）パ

ネルのほかに標本等を展示される場合には，パネルの前
に机を用意します．参加申し込みの際に，その旨を記載
して下さい．その場合は展示パネルの下側が隠れる事を
ご了承下さい．発表者は決められた時間（および随時）
パネルの前に待機し説明をしていただきます．なお，遠
隔地および学校行事等のために児童・生徒が参加できな
い場合は，発表ポスターのみをお送りいただいても結構
です．

6） 参加費　無料（参加者・引率者とも），開催中の研究者
の発表，講演も聴くことができます．

7） 派遣依頼　参加者・引率者については学校長宛，日本地
質学会より派遣依頼状を出します．

8） 問い合わせ・申込先：所定の書式（学会HPよりダウン
ロード可）をFAXまたはe-mailでも下記宛にお送り下さ
い．

　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

（4）アウトリーチ巡検「関川の岩石鉱物」
日 時：2017年9月19日（火）8:50愛媛大学正門集合　16:00頃

松山空港解散又は16:30頃（JR松山駅）又は17:00頃（愛媛
大学）

参加対象：一般市民を優先
募集人数：25名
参 加費・申込等：p.（8）巡検の申込およびp.（26）巡検コ

ース一覧Hコースの欄をご参照下さい．申込は大会HP内
の専用申込サイトから．

参加申込締切：8月21日（月）
注意：中学生以下が参加する場合は，必ず保護者同伴でお
申し込み下さい．長時間の歩行や川原など足場の悪い場所
での鉱物採集が予定されています．巡検の性質上，自立歩
行が難しい方，介助が必要な方のご参加はご遠慮願います．

（5 ）市之川鉱山巡検(日本鉱物学会主催，日本地
質学会後援)

　日本鉱物学会（愛媛大会：9/12-14）では「市之川鉱山」
の巡検が企画されています．市之川鉱山は，地質学会が選
定した愛媛県の鉱物「輝安鉱」の世界的著名な産地です．
地質学会の会員も鉱物科学会の会員同様に本巡検にご参加
頂けます．この機会に是非愛媛県の「県の石」をじっくり
見学して下さい．
日 程：2017年9月15日（金）8:30愛媛大学城北キャンパス正

門集合 17:00頃城北キャンパス正門解散予定
参加費：下記へお問い合せください。
案内者：皆川鉄雄（愛媛大学），井上　徹（広島大学）
参加申込締切：8月15日（火）
問 い合わせ・申込先：日本鉱物科学会 井上　徹（toinoue@

hiroshima-u.ac.jp）
詳しくは，http://jams.la.coocan.jp/2017nenkai/17trip.html

（6）若手会員のための業界研究サポート
日程：2017年9月17日（日）午後（予定）
　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．詳細は，
大会プログラム号に掲載予定です．

（7）愛媛大学ミュージアム「県の石」特別展示
日 程：開催中〜 9月18日（月・祝）（火曜日休館）入場無料
　愛媛大学ミュージアムでは，日本地質学会の「県の石」
の選定に伴って，2016年5月10日の「地質の日」から2017年
9月18日(月)まで，ミュージアム入口エントランスホールで, 
愛媛県の石「岩石（エクロジャイト）・鉱物（輝安鉱）・化
石（イノセラムス）」の特別展示を行っています．またその
横には, 日本の石として日本鉱物科学会が選定したヒスイ
や愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センターが合成に成
功したヒメガーネットなどが展示されておりますので是非
ご覧ください．
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講演申込に関するご案内
演題および原稿締切：7月5日（水）18:00（オンライン）

　シンポジウム，セッションとも演題登録・要旨投稿は愛媛大会HPにアクセスし，オンライン入力フォームに従ってお申
込下さい．発表セッションや会場・発表日時等は行事委員会が決定し，７月下旬以降に通知します．やむを得ず郵送で申し
込む場合は，学会事務局までお問い合わせ下さい．発表申込書等必要な書式をお送りします．提出書類，要旨原稿をご準備
の上，6月29日（木）必着で学会事務局までお送り下さい．講演申込をされる方は，別途事前に大会参加登録も行って下さ
い．
　なお，昨年大会より，優秀ポスター賞は講演申し込み時にエントリーを希望されたポスター発表に対して審査をするエン
トリー制になりました．エントリーを希望される発表者は，講演申込時にポスター賞エントリー希望を選択してください．

5．シンポジウム

　今大会は国際シンポジウム「東アジアの古生代古地理学」
（共催：日本古生物学会）を開催します．内容については
p.（11）「シンポジウム・セッション一覧」をご覧下さい．
　シンポジウム発表は招待講演のみです．いずれの発表も
通常のセッション同様，締切までに演題登録・要旨投稿を
行って下さい．発表時間は世話人が決定します．シンポジ
ウム発表にはセッション発表における１人１件の制約（下
記）が及びませんので，シンポジウムで発表する会員は別
途セッションにも発表を申し込めます．また，世話人は会
員・非会員を問わず招待講演を依頼できます（締め切りま
した）．非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します

（講演要旨集は付きません）．講演要旨はセッション発表と
同じ様式・分量です．p（5），（22）を参照して要旨を作成
して下さい．なお，国際シンポジウムの使用言語は英語で
す．

6．セッション発表の募集

　セッション発表を下記要領で募集します．

（1）セッションについて
　今大会では9件のトピックセッションと25件のレギュラー
セッション，およびアウトリーチセッションを用意します．
各セッションの詳細についてはp.（11）「シンポジウム・セ
ッション一覧」をご覧下さい．

（2）発表に関する条件・制約
1 ）会員は全35セッションのうち１つまたは複数（下記）に
発表を申し込めます．発表申込者＝発表者とします．非会
員は発表を申し込めません．発表を希望する非会員は6月
29日（木）までに入会手続きをして下さい（入会申込書が
届くまで発表申込を受理しません）．共催団体の会員は共
催セッションへの発表申込が可能です．

2 ）口頭発表あるいはポスター発表を１人１題申し込めま
す．ただし，発表負担金（1,500円）を支払うことでもう
１題（最大2題）の申し込みが可能です．発表可能な組み
合わせは下記を参照して下さい．

　セッションＡ：口頭２件……………………×（申込不可）
　セッションＡ：ポスター２件………………×（申込不可）
　セッションＡ：口頭，ポスター各１件ずつ
　　　　　　　　………………………………○（申込可）
　セッションＡ：口頭１件，セッションB：口頭１件
　　　　　　　　………………………………○（申込可）

　セッションA：ポスター１件，セッションB：ポスター１件
　　　　　　　　………………………………○（申込可）
　※ 発表可能な形式の組み合わせは，招待講演も同様です
　※ これらの制約はアウトリーチセッションには適用しま

せん（後述）

3 ）共同発表（複数著者による発表）の場合は，上記「１人
１題，ただし発表負担金支払いによりもう１題可」の制約
を発表者（＝発表申込者）に対して適用します．その際，
発表者は筆頭でなくても構いません（筆頭者に会員・非会
員等の条件はありません）．講演要旨では，発表者氏名を
下線（アンダーライン）表示にして下さい．

（3）アウトリーチセッション
　このセッションは，会員による研究成果の社会への発信

（アウトリーチ）を学会として力強くサポートするために，
トピック・レギュラーと並ぶ第三のカテゴリーとして設け
られているものです．市民に対するアウトリーチ活動に関
心のある会員はぜひお申し込み下さい．
1 ）トピック・レギュラーと同様の演題登録・要旨投稿が必
要です．要旨校閲（後述）もトピック・レギュラーと同様
に行います．要旨は講演要旨集に収録され，正式な学会発
表扱いになります．

2 ）本セッションの発表には，上記の発表数に関するルール
（1人1題，ただし発表負担金を支払えばもう１題可）を適
用しません．例えば，レギュラーセッションで１題発表す
る会員がアウトリーチセッションでも発表する場合，発表
負担金はかかりません．ただし，同一発表者（＝発表申込
者）が本セッションで発表できるのは1題のみとします．

3 ）ポスター発表のみとし，17日（日）の市民講演会会場
（市民講演会の前１時間，後30分をポスターコアタイム）
で実施する予定です．

4 ）市民には講演要旨のコピーを配布しますが，これとは別
に資料を独自に配布していただいても構いません（ただし
発表者負担）．

5 ）スペース等の都合から，募集件数は10件程度とします．
募集件数を上回る応募があった場合は行事委員会が採否を
検討します．

6 ）講演申し込み時に優秀ポスター賞のエントリーを希望す
れば優秀ポスター賞の選考対象になります．

（4）招待講演
　招待講演者をp.（11）「シンポジウム・セッション一覧」
およびp.（17）「セッション別招待講演の紹介」に示しまし
た．招待講演も期日までに一般発表と同様に演題登録・要
旨投稿が必要です．非会員招待講演者の場合は世話人が代
理でオンライン入力することも可能です．非会員招待講演
者に限り参加登録費を免除します（講演要旨集は付きませ
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ん）．また，招待講演は発表負担金の枠外として扱います．

（5）セッション発表申込の際の注意点
1 ）発表方法は「口頭」「ポスター」「どちらでもよい」のい
ずれかを選択して下さい（アウトリーチセッションはポス
ターのみ）．締切後の変更はできません．会場の都合のた
め，発表方法（口頭・ポスター）の変更をお願いすること
があります．

2 ）発表題目と発表者氏名は，登録フォームと講演要旨の両
方を一致させて下さい．

3 ）発表希望セッションを必ず第2希望まで選んで下さい．
4 ）関係する一連の発表があるときは，必要に応じて発表順
希望等をコメント欄に入力して下さい（ご希望に沿えない
場合があります）．

７．講演要旨（シンポ・セッション共通）

（1）講演要旨の投稿
　講演要旨はA4判１枚とし，PDFファイルのオンライン投
稿により受け付けます．印刷仕上がりは0.5ページ分です 

（1ページに2件分を印刷）．原稿をそのまま版下とし，70％
程度に縮小印刷します．文字サイズ，字詰め，鮮明度等に
注意して下さい．やむを得ず郵送する場合は，オリジナル
か鮮明なコピーを１枚郵送して下さい．FAXやe-mailでの
投稿は受け付けません．※p.（22）のフォーマットを参照．
大会HPの「PDFファイルの作り方」，wordテンプレートも
あわせてご覧下さい．

（2）講演要旨の倫理責任と著作権管理
　本学会は，本学会出版物への投稿原稿に対して，その倫
理性について著作者が保証する「保証書」および著作権を
本学会へ譲渡することに同意する「著作権譲渡等同意書」
に署名捺印をして提出していただいております．学術大会
の講演要旨投稿では，オンライン画面上で「保証書」と

「著作権譲渡等同意書」の内容に同意していただいてから電
子投稿画面に進めるようになっています．

（3）講演要旨における文献引用
　引用した文献の情報を必ず記載して下さい．講演要旨で
は文献記載の簡略化が認められています．著者名，発表年，
掲載誌名など，文献を特定できる必要最低限の情報を明記
して下さい．

（4）講演要旨の校閲
　行事委員会は，すべての（招待講演を含む）講演要旨に
ついて，学会の目的ならびに倫理綱領（定款第４条）に反
していないかという点について校閲を行います．校閲によ
りいずれかの条項に反していると判断された場合，行事委
員会は修正を求めるか，あるいは発表申込を受理しないこ
とがあります．行事委員会の措置に同意できない場合，発
表申込者は法務委員会（学会事務局気付）に異議を申し立
てることができます（異議申立てに関する詳細は大会HPに
掲載）．

８．発表要領（シンポ・セッション共通）

（1）口頭発表
1 ）セッションの発表時間は，招待講演を除き，トピック・
レギュラーとも１題15分です（討論時間3 〜 5分と演者交
代時間を含む）．シンポジウムの発表時間は世話人が決め
ます．発表者は討論時間を必ず確保して下さい．シンポ・
セッションが円滑に進むように次の注意点をよくご確認下
さい．

2 ）発表はできるだけ会場備え付けのWindowsパソコン
（OSはWindows 10；PowerPoint 2007，2010，2013，2016
対応）をご使用下さい（ただし，Macご利用の方と動画を
使用する方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．パワー
ポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで持参し，パ
ソコンにコピーして下さい（シンポ・セッション終了後，
世話人がファイルを削除します）．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．発表者は，シンポ・セッション開始前に
発表会場で正常に投影されることを確認して下さい．

3 ）ご自身のパソコンで発表する方も，シンポ・セッション
開始前に発表会場において正常に接続・投影されることを
確認して下さい．事前に解像度（上記）の設定をご確認下
さい．会場の接続端子はD-sub15ピン（ミニ）です．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ので
必ずご持参下さい（会場にはありません）．確認作業の混
雑とそれによる講演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．

（2）ポスター発表
1 ）１日間掲示できます（アウトリーチセッションを除く）．
コアタイムでは必ずポスターの説明を行って下さい．ポス
ター設置・撤去等については本誌8月号掲載予定のプログ
ラム記事をご覧下さい．

2 ）ボード面積は１題あたり縦210cm，横120cmです．また
発表1件につき横幅120cmのスペースが確保される予定で
す．

3 ）発表番号，発表タイトル，発表者名をポスターに明記し
て下さい．

4 ）コンピューターによる演示等も許可しますが，機材等は
すべて発表者が準備して下さい．また，電源は確保できま
せんので，必要であれば予備のバッテリーを用意して下さ
い．発表申込の際に機器使用の有無や小机の必要性等をコ
メント欄に記入し，事前に世話人にもご相談下さい．

5 ）運営規則第16条２項（8）により，優れたポスター発表
に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します．
昨年より優秀ポスター賞はエントリー制になりました．エ
ントリーを希望される発表者は，講演申込時に優秀ポスタ
ー賞エントリー希望を選択してください．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．この
紙はポスター貼付後も見える位置に貼付しておいてくださ
い．貼紙が見えない場合は審査の対象になりません．

6 ）T1文化地質学，R6ジオパークおよびORアウトリーチセ
ッションは，一般公開のためポスターの掲示場所が通常の
発表と異なります．
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（3）発表者の変更
　口頭，ポスター発表に関わらず，あらかじめ連記されて
いる共同発表者内での変更は認めますが，必ず事前に行事
委員会に連絡して下さい．この場合もセッション発表者に
ついては6項の（2）の条件を適用します．

（4）口頭発表の座長依頼
　各セッション会場の座長を発表者に依頼することがあり
ます．その際はご協力をお願いします．座長には，会場で
の司会進行および当日の講演キャンセルの確認などを行っ
ていただきます．
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大会参加登録のご案内
申込締切：オンライン：8月21日（月）18:00，FAX・郵送：8月14日（月）必着

　参加登録に関わるお申込（参加，要旨集，巡検，懇親会，弁当）は，オンラインによる大会専用参加登録システム（会
員・非会員にかかわらずどなたでも申込可）をご利用の上，お申し込み下さい．
　郵送で申し込む場合は，学会事務局までお問い合わせ下さい．郵送用申込書等必要な書式をお送りします．提出書類をご
準備の上，8月14日（月）必着で学会事務局までお送り下さい．
　大会参加登録およびそれに伴う参加費は，参加者（巡検のみ参加の場合も）に必要な基本的なお申し込みです．会員が同
伴する非会員の家族等（以下，同伴者）についても懇親会・巡検・お弁当については事前に申込が必要です．申込は，会員
と同伴者の計2名まで一括申込が可能です．なお，学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません．宿泊や交通につい
ては各自で手配願います．

9．各種申込とお支払いについて
（1）申込方法
1）参加登録システム（オンライン）による申込

（申込締切：8月21日（月）18:00）
学会HPから「愛媛大会ホームページ」の大会専用参加登
録システムへアクセスし，画面表示に従って入力をして
下さい．
支払方法などの詳細は，ホームページをご覧下さい．

2）FAX・郵送による申込
（申込締切：8月14日（月）必着）
　まずは学会事務局までお問い合わせ下さい．郵送用申込
書等必要な書式をお送りします．申込書類をご準備の上，8
月14日（月）必着で学会事務局までお送り下さい．お申込
みの際は，必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい．

　申込締切後，名札・確認書・クーポン（一部の方）を発
送します（8月末頃発送予定）．大会開催10日前までには参
加者の皆様のお手元に届くようお送り致します．

　（注意）締切時点で入金確認が取れない場合：請求金額
は，「当日払い」の金額となり，未入金旨記載された確認書
のみが送付されます（名札・クーポンは送付されません）．
入金とクーポン発送が入れ違いの場合は，入金（振込）時
の控え等を会場にお持ち下さい．ご協力をお願い致します．

（2）申込後の変更・取消
1 ）参加登録システム（オンライン）でお申込みの場合：締
切までの間は，大会登録専用HPから予約の変更・取消が
出来ます．締切後は直接学会事務局（東京）にFAX又は
e-mailにてご連絡下さい．

2 ）FAX・郵送でお申込み場合：申込後に変更・取消が生
じた場合は，学会事務局（東京）にFAXまたはe-mailにて
ご連絡下さい．その際申込受付時に案内される「受付番
号」・「氏名」を必ず明記して下さい．

（3）取消に関わる取消料と返金について

※ 申込項目により取消料が異なりますので，ご注意下さい．
※ いずれの場合も返金がある場合は，振込手数料を差し引

いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金し
ます．返金までに2 〜 3 ヶ月要する場合もありますので，
ご了承下さい．

10．参加登録費（講演要旨集付き）

※ 参加費有料の方には必ず要旨集１冊が付きます．講演要
旨集が不要の場合でも割引はありません．

※ 参加費無料の方は要旨集が付きません．ご希望に応じて
別途購入して下さい．

※ 日本地質学会の会員資格は『正会員』のみであり，割引
会費の申請をした方についてのみ，割引会費が適用され
ています．

※ セッション共催団体および巡検協賛団体会員の参加登録
費は地質学会会員に準じます．

締切日
（8/21）まで

大会3日前
（9/13）まで

大会2日前
（9/14）以降

参加登録費 0% 60% 100%

追加要旨 0% 60% 100%

懇親会 0% 100% 100%

弁　当 0% 50% 100%

巡　検 0% 50% 100%

事前申込 当日払い

正会員 7,500円 9,500円

院生割引会費適
用正会員 4,500円 6,500円

学部学生割引会
費 適 用 正 会 員・
名 誉 会 員・50年
会員・非会員学
部学生・非会員
招待者・同伴者

無料 無料
※ 講演要旨

は付きま
せん

非会員（一般） 12,500円 15,000円

非会員（院生） 7,000円 9,500円
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11．講演要旨集の予約頒布

　参加費が無料の方など必要な方は，参加登録時に追加講
演要旨集の申込をして下さい．複数の講演要旨集を追加購
入頂くこともできます．受け取り方法には，（1）大会後に
送付（要別途送料＊）（2）会場で受取があります．大会へ
参加しない方も要旨のみ事前予約できます（大会後に送
付）．

※ 送料＊：１冊　500円，２冊　600円，３冊　800円，４冊　
1,000円，５冊　1,200円

12．巡検参加申込

申込締切：
オンライン：8月21日（月）18:00
FAX・郵送：8月14日（月）必着

　総計8コースの巡検を計画しました（p.（23）参照）．
1 ）巡検のみ参加する場合も大会参加登録ならびに参加登録
費が必要になります．

2 ）申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかった
場合，巡検を中止することがあります．

3 ）会員・非会員問わずお申込頂けますが，定員超過の場合
は会員が優先となります（アウトリーチ巡検は，一般市民
優先）．巡検協賛団体の会員の方は，会員同様にお申込が
可能です．

4 ）本学会ならびに愛媛大会実行委員会は巡検参加者に対
し，巡検中に発生する病気，事故，傷害，死亡等に対する
責任・補償を一切負いません．これらについては，巡検費
用に含まれる保険（国内旅行傷害保険団体型）の範囲での
みまかなわれます．

5 ）集合・解散の場所，時刻などを変更することもあります
ので，大会期間中は掲示などの案内に注意して下さい．

6 ）中学生以下がHコース（アウトリーチ巡検）に参加する
場合は，必ず保護者同伴でお申し込み下さい．また，長時
間の歩行や川原など足場の悪い場所での鉱物採集が予定さ
れています．巡検の性質上，自立歩行が難しい方，介助が
必要な方のご参加はご遠慮願います．

7 ）案内書は昨年同様，地質学雑誌7，8月号に掲載予定です
（7月下旬または8月上旬にお手元に届きます）．CD-ROM
は作成しません．また，雑誌発行と同時にJSTAGE上で公
開します．巡検参加者には，各班の巡検案内の複写を巡検
当日に配布する予定です．

8 ）会期後，大会報告記事（ニュース誌11月号を予定）にお
いて，参加者氏名を掲載させて頂きます．あらかじめご了
承ください．

13．懇親会参加申込

日時：9月16日（土）18:00頃から2時間程度
会場：愛媛大学生協1 〜 2階 
　準備の都合上，前金制の予約参加とします．たくさんの
方々，特に院生・学生などの若手会員のご参加をお待ちし
ております．“噂の”みかんジュースが出る蛇口も用意する
予定です．余裕があれば当日参加も可能ですが，予定数に
達し次第締切ります．当日会費は1,000円高くなります．

※ 非会員の会費は会員に準じます．
※ 締切後の参加取消の場合は会費の返却はいたしません．

ご了承下さい．p.（7）9項（3）参照．

14．お弁当予約販売

　9月16日（土）〜 18日（月）昼食用お弁当の予約販売を
いたします（１個700円，お茶付）．また大学会館生協食堂
は大会期間中営業致しますのでご利用ください．

事前予約（/冊） 当日販売（/冊）

会　員 3,000円 4,000円

非会員 4,000円 5,500円

会　費

正会員 5,000円

院生割引会費，学部学生割引会費適用正会
員・名誉会員・50年会員，同伴者 3,000円
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愛媛大会　予告

15．ランチョン開催の申込

開催予定：9月16日（土），17日（日），18日（月）（開催時
間は日によって多少異なります）
申込項目：（1）集会名称，（2）集会内容（50 〜 100字程度）

（3）世話人氏名・連絡先（メールアドレスと電話番号）（4）
その他ご希望等

17．企業等団体展示・書籍販売・広告協賛の募集

申込締切：一次7月7日（金），最終8月10日（木）現地事務
局扱い
　企業等団体展示会，書籍・その他物品の販売ブース設置
を大会会期中に予定しています．また，講演要旨集の広告
協賛を募集致します．詳しくは大会ホームページまたは現
地事務局までお問い合わせ下さい．

18．男女共同参画関係企画【託児所，学童待機室】

［託児所］利用申込締切：8月18日（金）現地事務局扱い
　男女共同参画委員会では，ご家族で学会参加される会員
の皆様に大会期間中にご利用いただける託児所のプランを
ご用意いたしました（利用料の学会補助あり）．対象は，愛
媛大会参加者を保護者とする生後3 ヶ月から未就学のお子
様です．詳しくは現地事務局までお問い合わせ下さい．

［学童用待機室］事前申込不要．会期中随時受付
　本大会では会場内に「学童用待機室」を設置の予定です．
対象は，愛媛大会参加者を保護者とする小学生です．開設
時間は，原則大会セッション開催時間内とし，保護者の方
の責任にてご利用いただく事とします．待機室内での事故
等については地質学会ならびに大会実行委員会はその責を
負いませんので，ご了承ください．

19．実行委員会組織

委員長：榊原正幸
（TEL：089-927-9649, sakakibara.masayuki.mb@ehime-u.
ac.jp)
事務局長：堀　利栄

（TEL：089-927-9644, shori@sci.ehime-u.ac.jp）
巡検：佐野　栄

（TEL：089-927-9443, sano@ehime-u.ac.jp）

16．夜間小集会開催の申込

開催予定：9月17日（日），18日（月）18：00 〜 19：30
申込項目：（1）集会名称，（2）集会内容（50 〜 100字程度）

（3）世話人氏名・連絡先（メールアドレスと電話番号）（4）
その他ご希望等

巡検案内書：鍔本武久
（TEL：089-927-9646, tsubamoto@sci.ehime-u.ac.jp）
男女共同参画企画（託児所）：現地事務局（担当：田中）

現地事務局（（株）アカデミック・ブレインズ（内））
担当：田中（TEL：06-6949-8137，FAX：06-6949-8138，
e-mail：gsj2017ehime@academicbrains.jp）

20．連絡先一覧

（1）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

日本地質学会行事委員会（2017年4月現在）
委員長　岡田　　誠（層序部会兼務）
委　員　内野　隆之（地域地質部会）
　　　　板木　拓也（海洋地質部会）
　　　　西田　尚央（堆積地質部会）
　　　　浅田　美穂（現行地質過程部会）
　　　　千代延仁子（石油石炭関係）
　　　　山本　由弦（構造地質部会）
　　　　上松佐知子（古生物部会）
　　　　上澤　真平（火山部会）
　　　　桑谷　　立（岩石部会）
　　　　野々垣　進（情報地質部会）
　　　　田村　嘉之（環境地質部会）
　　　　亀高　正男（応用地質部会）
　　　　田村　糸子（地学教育委員会）
　　　　竹下　欣宏（第四紀地質部会）
　　　　黒田潤一郎（環境変動史部会）
　　　　吉田　英一（地質環境長期安定性研究委員会）
　　　　中村謙太郎（鉱物資源部会）

会合のお申込
申込締切：6月29日（木）行事委員会扱い

　会合開催をご希望の場合は，必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に申し込んで下さい．開催日時のご希望には沿えな
い場合があります．また，世話人には，集会内容を大会報告記事（ニュース誌11月号を予定）に投稿していただきます（800
字以内，原稿締切は10月下旬を予定）

その他のご案内
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（2）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)）
〒540-0033 大阪市中央区石町1-1-1 天満橋千代田ビル2号館10F
TEL：06-6949-8137，FAX：06-6949-8138
e-mail：gsj2017ehime@academicbrains.jp
担当：田中
営業時間　月〜金曜10:00 〜 17:45 土日・祝日休み

21．申込先と締切一覧

オンライン（WEB） FAX・郵送 申込先

講演申込（演題登録） 7月5日（水）18時 6月29日（木）必着 行事委員会/
講演申込システム p.（４）参照

講演要旨原稿提出 7月5日（水）18時 6月29日（木）必着 行事委員会/
講演申込システム p.（４）参照

大会参加登録 8月21日（月）18時 8月14日（月）必着 学会事務局/
参加申込システム p.（７）参照

懇親会，弁当 8月21日（月）18時 8月14日（月）必着 学会事務局/
参加申込システム p.（８）参照

追加講演要旨 8月21日（月）18時 8月14日（月）必着 学会事務局/
参加申込システム p.（８）参照

巡　検 8月21日（月）18時 8月14日（月）必着 学会事務局/
参加申込システム p.（８）参照

締切 申込先

託児室 8月18日（金） --- 現地事務局
（アカデミック・ブレインズ） p.（９）参照

生徒「地学研究」発表会 7月14日（金） --- 地学教育委員会 p.（２）参照

ランチョン・夜間小集会 6月29日（木） --- 行事委員会 p.（９）参照

一次締切 最終締切 申込先

広告協賛 --- 8月10日（木）18時 現地事務局
（アカデミック・ブレインズ） p.（９）参照

企業展示への出展 7月7日（金）18時 8月10日（木）18時 現地事務局
（アカデミック・ブレインズ） p.（９）参照

書籍・販売ブース 7月7日（金）18時 8月10日（木）18時 現地事務局
（アカデミック・ブレインズ） p.（９）参照
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愛媛大会　予告

S1．国際シンポジウム東アジアの古生代古地理学［共催：
日本古生物学会］
Paleoozoic Paleogeography of East Asia
世話人：サイモン・ウォリス*（名古屋大；swallis@eps.
nagoya-u.ac.jp），マーク・ウィリアムズ（Leicester大），大
路樹生（名古屋大）
Conveners :  S imon Wal l i s (Nagoya Un iv . ) ,  Mark 
Williams(Leicester Univ.), Tatsuo Oji(Nagoya Univ.)
　This session aims to bring together experts in the 
paleogeography of East Asia with special emphasis on the 
early Paleozoic. The main focus will be on the geology of 
Japan but we will also present information from countries 
germane to elucidating the paleogeographical evolution of 
East Asia, such as Korea, Thailand, Vietnam and China. 
The methods presented wi l l  mainly focus on i ) 
paleontology including the new results of recent studies 
and summaries of well-documented regions, and ii) 
geochronology, in particular U?Pb ages of detrital 
minerals. Some will be new research some will be reviews 
of previous results. We think that trilobite studies are a 
previously under used source of valuable information on 
paleogeography and intend to make this a special focus of 
the session. We have the agreement of Prof Duck Choi 
from Korea to attend the meeting. Prof Choi is an eminent 
expert in the trilobites of Korea and this will be a rare 
opportunity to hear the results of his work. We also hope 
to present the results of a thorough review of trilobite 
collections from throughout Japan. This will be the first 

T1．文化地質学（一般公開）
Cultural geology
世話人：長 秋雄＊（産総研；akio.cho@aist.go.jp），鈴木寿
志（大谷大），能美洋介（岡山理科大）
Conveners: Akio Cho（AIST/GSJ），Hisashi Suzuki（Otani 
Univ.），Yousuke Noumi（Okayama Univ. of Sci.）
　2014年に「地質学に新たな分野を提唱したい．人類の文
化・文明が地質とどのように関わってきたかを研究する学
問分野『文化地質学』である．」と呼びかけて始めたトピッ
クセッション「文化地質学」の4回目である．2014年に12
件，2015年に19件，2016年に13件の発表が行われた（招待
講演5件とアウトリーチセッションでの発表2件を含む）．発
表内容は，総論4件，地質岩体と石材の利用に関する研究26
件（構造物2件・城郭石垣など5件・石材と石材産業12件・
調査法6件），地域社会・文化・文明と地質の係わりに関す
る研究15件（地域社会・文化6件・文学4件・伝承と伝説4
件・霊場1件）と多岐にわたった．筆頭発表者の実数は29名
であり，その所属は博物館（5），私立大学（5），県立大学

（1），国立大学（7），国立研（2），民間会社（1），NPO法
人（1）と多岐にわたった．トピックセッションでの16発表

time information from all the substantial collections of 
trilobites in Japan has been brought together and 
assessed in the light of modern analytical techniques 
focussed on this group. The travel expenses for the 
foreign guests will be covered by a grant held jointly by 
the conveners.
　このシンポジウムは，特に古生代前半における東アジア
の古地理学に関する専門家を一同に集め，議論することを
目指している．その主たる対象は日本の地質であるが，東
アジアの古地理学的進化を明らかにすることに関連し，複
数の国々（例えば韓半島，タイ，ベトナム，中国など）か
らもたらされる最新の情報を発表することも目的としてい
る．セッションで提供される方法としては主として以下の
２つが中心となる　1）最新の研究でもたらされた新たな結
果と，今まで十分に明らかにされている地域の要約からな
る古生物学的情報，2）特に砕屑性鉱物のウラン－鉛年代に
記録される地球年代学，である．これらは新たな研究の発
表と従来の結果のレビューの両方から構成される．三葉虫
の研究は従来重要な情報源として使われており，このトピ
ックは当セッションの重要な基盤であると考えている．
我々は韓国のDuck Choi教授からこのセッションへの出席
に関し承諾を得ている．Choi教授は韓国の三葉虫に関する
著名なエクスパートであり，このセッションは彼の研究結
果を目にする貴重な機会となる．我々はまた，初めて日本
中の実質的な全三葉虫コレクションに基づく情報を集め，
最新の分析手法に照らしてその評価を行っている．

【講演予定者】Duck Choi（Seoul National Univ.）
催考：使用言語は英語．

と他1篇を収録した号外地球66特集「文化地質学」が2016年
8月に発行された．過去3年の実績は，「文化地質学」が多く
の会員により既に実践されてきていたこと，社会ニーズが
高いことを示している．「文化地質学」は，博物館での普及
活動，ジオパーク活動，地方創生の取り組みなどで実践さ
れてきた学問分野でもあった．2017年愛媛大会でも，文化・
文明と地質の関わり，人・社会の営みと地質の関わり，観
光資源としての地質など，多様な研究成果の発表を募る．

【招待講演予定者】波田善夫（岡山理科大学：非会員），藤
田勝代（深田地質研究所：会員）

T2．最近の鬼界カルデラ研究の成果と今後の課題［共催：
火山学会，提案：火山部会］
Recent research results of the Kikai caldera and future 
issues
世話人：七山　太＊（産総研；nanayama-f@aist.go.jp），清
川昌一（九州大），前野　深（東京大地震研）
Conveners：Futoshi Nanayama（AIST），Shoichi 
Kiyokawa（Kyushu Univ.），Fukashi Maeno（Earthquake 
Research Institute, Univ. of Tokyo）

シンポジウム・セッション一覧

※タイトル（和英），世話人氏名・所属，概要を示します．＊印は代表世話人（連絡責任者）です．
※発表申込については，p.（4）をご確認下さい．

シンポジウム：1件

トピックセッション：9件
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　約7300年前に南九州で発生した鬼界アカホヤ噴火は，日
本列島における完新世最大かつ最後のカルデラ噴火（VEI6
以上）であったと推定されており，また過去1万年間に地球
上で発生した噴火としては最大規模であったことが判明し
ている．この時上空に放出された火山灰は鬼界アカホヤ降
下火山灰（以下，アカホヤ火山灰）と命名されており，南
九州のみならず韓半島南部まで，偏西風にのって西南日本
一帯，さらに東北地方南部まで飛来したことが判明してい
る．アカホヤ火山灰の分布の検討は，現在の広域テフラ研
究の先駆けとも言える重要なものであった．このセッショ
ンでは，最近の鬼界カルデラにまつわる研究成果を広く網
羅し，火山学的，地質学的な視点からのカルデラの構造や
カルデラ噴火の成因の解明，カルデラ噴火時に発生した地
震津波の痕跡研究の解明，火砕流やアカホヤ火山灰降灰に
よる環境変化の解明，更に縄文人の生活への影響の解明に
ついて，学際を跨いで幅広く議論を行うことを目標とする． 

【招待講演予定者】桒畑光博（都城市教育委員会：非会員），
杉山真二（株）古環境研究センター：非会員）

T3．変動帯日本列島内安定陸塊の探査［共催：NPO法人
地球年代学ネットワーク］
Research for stable massif in the active Japanese Island
世話人：板谷徹丸＊（蒜山地質年代学研究所・地質技術セン
ター；tetsumaru.itaya@gmail.com），乙藤洋一郎（地球年代
学ネットワーク・地球史研究所），鈴木茂之（岡山大・院）
Conveners: Itaya, Tetsumaru （Enginering Geology Center, 
Hiruzen Institute for Geology and Chronology），Otofuji, 
Yo-ichiro （Institute of GeoHistory, Japan Gechronology 
Network），Suzuki, Shigeyuki （Okayama Univ.）
　岡山県中南部には標高300 〜 700 mの平坦な山々からな
る吉備高原が存在する．これまで吉備高原域には，活断層
がなく歴史的に地震発生の記録が残っておらず，漠然と地
殻が安定，つまり「安定地塊」として捉えられてきた．一
方，吉備高原東部周匝（すさい）地域に山砂利層（吉備層
群周匝層）が発見され，そこに挟まれている火山灰のジル
コンフィッショントラック年代は3500万年前である．さら
に，この山砂利層が周匝から南側に断続的に30 km以上追
跡され，その他複数の古第三紀の河川堆積物が吉備高原に
存在することも分かっている．これら堆積物の古流系解析
から当時の河川は，現在の北から南へ流れていたことを示
す．これらの知見は，山砂利層が約2000万年前に起きた日
本海拡大以前に東アジア大陸に存在した河川の化石であり，
吉備高原の発達・成長過程を知る上で重要な堆積層である
ことを意味する．吉備高原の形成史と成因，具体的には，
吉備高原が地球科学的に安定地塊と認定されうるのか，ま
た過去にどのような過程を経て現在の地形になったのか，
またその分布範囲と安定期間はどのくらいのものなのかを
明らかにするため地質学・地球物理学の観点から探査する
価値がある．吉備高原域の地球科学的安定さの理解は，首
都機能の一部の，安全な地への誘致に向けた一歩となる．

【招待講演予定者】趙　大鵬（東北大学：非会員），松多信
尚（岡山大学：非会員）
備考：日本語と英語の混合．講演に用いる図表は英語とす
る．

T4．日本列島の起源・成長・改変
The Japanese Islands: origin, growth & reform 
世話人：磯崎行雄＊（東京大・院；isozaki@ea.c.u-tokyo.
ac.jp），澤木佑介（東京大・院），青木一勝（岡山理科大）
Conveners: Yukio Isozaki（Univ. Tokyo），Yusuke Sawaki

（Univ. Tokyo），Kazumasa Aoki（Okayama Univ. of Sci.）

　最近5年間に日本列島に産する多様な造山帯岩石につい
て，ジルコンのU-Pb年代測定という新たな手法が導入され，
構造侵食による既存の地質体の消滅という従来とは大きく
異なるテクトニクス解釈の必要性が明らかになった．約５
億年前まで遡る日本列島の地殻形成史前半の解明のために
は，極めて限定された地質学的証拠の探索が不可欠となる．
新しい観点／手法による本邦産の古期岩類の検討から，す
でに複数の興味深い新発見がもたらされている．例えば，
これまで不明な事柄が多かった古生代および中生代初期の
花崗岩類や片麻岩の詳細な年代が得られるようになり，東
アジア縁辺における具体的かつ正確なテクトニクスが議論
できるようになった．また比較的若い過去の造山帯産物が
よく残存している白亜紀以降の弧-海溝系についても，砕屑
性ジルコン年代学の成果によって，前弧盆地，弧内盆地そ
して背弧盆地の分化過程などを，より詳細に提示すること
が可能となり，新生代におきた背弧域拡大（日本海の形成）
についても，あらたな視点の導入が不可欠となっている．
これらの多様なテーマを内包する本セッションでは，日本
列島形成史の最新の描像を探る．

【招待講演予定者】鳥海光弘（JAMSTEC：会員），土谷信
高（岩手大学：会員）

T5．三次元地質モデル研究の新展開
Recent progress on 3D geological modeling research
世話人：高野　修＊（石油資源開発（株）；osamu.takano@
japex.co.jp），木村克己（防災科研），太田英将（太田ジオ
リサーチ）
Conveners: Osamu Takano（JAPEX），Katsumi Kimura

（National Research Institute for Earth Science and 
Disaster Resi l ience），Hidemasa Ohta（Ohta Geo 
Research）
　近年，精緻な地下地質情報の把握のニーズの高まりによ
り，地質学関連各分野において，三次元モデル化や可視化
関連の技術開発が著しく進展している．建設・土木地質分
野では，より精緻な都市地盤地質状況の把握のため，CIM

（construction information modeling）等を通じた地盤情報
の三次元モデル化や可視化の研究が進展している．石油・
天然ガス開発などの資源地質分野では，より正確な地下地
質構造の把握やポテンシャル評価のため，物性・性状の三
次元分布や時間軸を取り入れた鉱床成立過程のシミュレー
ションが行われるようになってきている．さらに防災関連
では，地震動予測のための地盤モデル，地下深部のイメー
ジングやモデリング等の研究が進展している．しかしなが
ら，各分野の進展にもかかわらず，分野間の技術情報交換
は盛んであるとは言えず，相互理解や協力体制の構築が俟
たれる状況にある．このような状況から，今般，分野間の
技術情報交換の横糸的役割として，各分野の三次元地質モ
デル研究の現状の紹介を通じて相互理解を深めるとともに，
今後の研究の課題と協力体制について話し合うことを目的
として，本トピックセッションを実施する．

【招待講演予定者】西山昭一（応用地質（株）：非会員），藤
井哲哉（（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構：非会員）

T6．極々表層堆積学:「堆積物」への記録プロセスの理解
（提案：現行地質過程部会）
Superficial Sedimentology: Deciphering record processes 
into sediments
世話人：新井和乃＊（高知大；jm-k_arai@kochi-u.ac.jp），
小栗一将（JAMSTEC），清家弘治（東京大大気海洋研），
成瀬 元（京都大・院），川村喜一郎（山口大・院）
Conveners: Kazuno Arai（Kochi Univ.），Kazumasa Oguri
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愛媛大会　予告

（JAMSTEC），Koji Seike（Univ. of Tokyo），Hajime 
Naruse（Kyoto Univ.），Kiichiro Kawamura（Yamaguchi 
Univ.）
　堆積物には様々な記録が保存される．地震，津波，流向，
水温，気温など，どれも過去の地球の営みを理解するため
の重要な情報ばかりである．しかしながら，それらの「堆
積物」への記録プロセス，すなわち，海底極表層での物理
化学的プロセスはよくわかっていない．比喩表現ではある
が，一連の記録システムがテープレコーダーだとしたら，
堆積物という名のテープに録音された音楽を鑑賞するため
には，音が録音されるヘッド部での機構を知る必要がある
だろう．本セッションでは，海底極表層部で生じている多
岐にわたる物理化学的現象を議論したい．堆積学，と称し
てはいるが，地質学，地球物理学，地球化学，生物学など，
学際的なセッションにしたい．

【招待講演予定者】池原 研（産総研：会員），長尾誠也（金
沢大学環日本海域環境研究センター：非会員）

T7．スロー地震の地質学
Geology of Slow Earthquakes
世話人：氏家恒太郎＊（筑波大；kujiie@geol.tsukuba.ac.
jp），ウォリス　サイモン（名古屋大），金川久一（千葉大）
Conveners: Kohtaro Ujiie（Univ. of Tsukuba）, Simon 
Wallis（Nagoya Univ.）, Kyuichi Kanagawa（Chiba 
Univ.）
　20世紀末以降日本列島に張りめぐらされた地震・測地観
測網により，断層がゆっくりすべることで発生するスロー
地震が南海トラフ沈み込み帯において初めて見出された．
その後世界各地で同様の現象が報告され，地震学・測地学
的特徴に関する情報が蓄積されてきた．一方で，スロー地
震の地質学的研究やスロー地震の発生挙動を決めるための
実験的研究は出遅れていた．そのため，スロー地震を引き
起こす物質や低速変形の実態，スロー地震の発生挙動を決
定づける摩擦・水理特性は解明されていない．しかし近年，
スロー地震発生深度で形成され現在地表に露出する付加体
や変成岩類を対象として，スロー地震の地質学的描像構築
を目指した研究が推進されている．また，南海トラフ沈み
込み帯から採取した掘削試料を用いた実験的研究も実施さ
れている．本トピックセッションでは，これらの成果を持
ち寄り現時点での到達点を互いに共有するとともに，今後
スロー地震の地質学的描像構築と摩擦・水理特性を解明し
ていく上で有効な方策を議論し，多分野間での有機的融合
による新たな研究の創造へのきっかけとしたい．

【招待講演予定者】小原一成（東京大地震研：非会員），
Ake Fagereng（Cardiff Univ.：非会員）
備考：講演は日本語で行うが，発表資料は出来る限り英語
で作成のこと．

T8．中央構造線と中央構造線活断層系
Median Tectonic Line （MTL） and MTL active fault 
system
世話人：早坂康隆＊（広島大・院；hayasaka@hiroshima-u.
ac.jp），高木秀雄（早稲田大），山北　聡（宮崎大）
Conveners: Yasutaka Hayasaka（Hiroshima Univ.）, 
Hideo Takagi（Waseda Univ.），Satoshi Yamakita

（Miyazaki Univ.）
　熊本地震がおこって九州で中央構造線が動いたとの論調

があらわれたとき，関連研究者のコミュニティから，中央
構造線と中央構造線活断層系を混同したもので九州に中央
構造線はないとの意見表明があった．中央構造線活断層系
は地体構造境界としての中央構造線の一部を使って活動し
ている活断層群であって，中央構造線とは別物という訳で
ある．一方，紀伊半島から四国西部までの中央構造線活断
層系は，別府湾でやや拡散するものの全体としては大分－
熊本線に沿って布田川断層帯へ連続しているように見え，
何らかの共通したテクトニクス上の背景を持っていること
を伺わせる．四国までの中央構造線活断層系がそのまま九
州へ連続するとしたら，これを何と呼んだら良いだろうか．
そもそも中央構造線活断層系はほんとうに中央構造線の一
部を使って活動しているのだろうか．そうだとしたらそれ
は何故だろうか．そうでないとしたら両者が寄り添って見
えるのは単なる偶然なのだろうか．はたまた，九州に中央
構造線はないと言い切って良いのだろうか．これらは古く
て新しい問題である．本セッションでは，中央構造線に関
連する地域地質研究や地体構造論，テクトニクス研究など
多様な研究発表を歓迎する．

【招待講演予定者】斎藤　眞（産総研：会員），伊藤谷生
（帝京平成大：会員）

T9．「泥火山」の新しい研究展開に向けて（提案：現行地
質過程部会）
Advanced Mud Volcano Studies
世話人：浅田美穂＊（JAMSTEC；asadam@jamstec.go.jp），
土岐知弘（琉球大），井尻　暁（JAMSTEC），辻　健（九
州大）
Conveners: Miho Asada（JAMSTEC），Tomohiro Toki

（Univ. of Ryukyus），Akira Ijiri（JAMSTEC），Takeshi 
Tsuji（Kyushu Univ.）
　世界各地で観察されている泥火山は，地下深部の物質が
地表に噴出し形成する地形的特徴である．火山の名を冠す
るが，噴き出すものは堆積物或いは流体（ガス，水，油，
溶存塩（Milkov, 2005））であって，高温のマグマとは異な
る．泥火山噴出物は地表にあっては容易に入手できない，
地下深部の貴重な物質と情報を我々にもたらす．2015年度
に開催された本セッションでは，地質学，地球物理学，地
球化学，生物学各分野から，これまでに蓄積された研究事
例に近年の成果を加えた海陸の泥火山・泥注入現象につい
て発表があり，様々な発展可能性を持つ日本の泥火山研究
の現状を共有することが出来た．
　ここに集結する泥火山研究を通して，泥火山を地下深部
物質の「出口」でありかつ地下情報を切り開く「入口」と
なる研究フロンティアであることを認識し，泥火山から得
られる地下深部情報を広範に利活用するための分野を超え
た議論の場を持つために，前回に引き続き，堆積・層序学，
地形学，構造地質学，地球化学，地球物理学，地下微生物
学，地盤工学など，多岐にわたる研究分野から国内外およ
び海域・陸域を問わず，泥火山・泥注入現象にかかる新旧
研究成果の報告を歓迎する．同時に今年度は地質学会から
発刊される予定である「泥火山」に関する特集号の編纂を
視野に，既存研究のレビュー的内容と活発な議論を期待す
る．

【招待講演予定者】中野 優（JAMSTEC：非会員），中田亮
一（JAMSTEC：非会員）
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　※（　）内は責任母体となる専門部会または委員会です．

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
齊藤　哲＊（愛媛大；saitotetsu@sci.ehime-u.ac.jp），上澤真
平（電中研）
Satoshi Saito* （Ehime Univ.），Shimpei Uesawa （CRIEPI）
　深成岩および火山岩を対象に，マグマプロセスにアプロ
ーチした研究発表を広く募集する．発生から定置・固結に
至るまでのマグマの物理・化学的挙動や，テクトニクスと
の相互作用について，野外地質学・岩石学・鉱物学・火山
学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を
期待する．

R2．岩石・鉱物・鉱床学一般（岩石部会）
Petrology, mineralogy and economic geology
宇野正起＊（東北大；uno@geo.kankyo.tohoku.ac.jp），松村
太郎次郎（産総研）
Masaoki Uno* （Tohoku Univ.），Tarojiro Matsumura 

（AIST）
　岩石学，鉱物学，鉱床学，地球化学などの分野をはじめ
として，地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に
関する研究発表を広く募集する．地球構成物質について多
様な研究成果の発表の場となることを期待する．データ科
学など新たなアプローチによる研究も歓迎する．

【招待講演予定者】山田亮一（東北大：非会員）

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），長谷川
健（茨城大），長井雅史（防災科研）
Shimpei Uesawa* （CRIEPI），Takeshi Hasegawa （Ibaraki 
Univ.），Masashi Nagai （NIED）
　火山地質ならびに火山現象のモデル化に関し，マグマや
熱水流体の上昇過程，噴火様式，噴火経緯，噴出物の移動・
運搬・堆積，各火山あるいは火山地域の発達史，火山活動
とテクトニクス・化学組成をはじめとする，幅広い視点か
らの議論を期待する．

R4．変成岩とテクトニクス（岩石部会）
Metamorphic rocks and tectonics
足立達朗＊（九州大；t-adachi@scs.kyushu-u.ac.jp），吉田健
太（JAMSTEC），小林記之（名古屋学院大）
Tatsuro Adachi* （Kyushu Univ.），Kenta Yoshida 

（JAMSTEC），Tomoyuki Kobayashi （Nagoya Gakuin 
Univ.）
　国内および世界各地の変成岩を主な対象に，記載的事項
から実験的・理論的考察を含め，またマイクロスケールか
ら大規模テクトニクスまで，様々な地球科学的手法・規模
の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する．

【招待講演予定者】高須　晃（島根大：会員），石塚英男
（高知大：会員）

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）
Noritaka Matsubara* （Univ. Hyogo），Takayuki Uchino 

（AIST），Tomonori Naya （AIST）　
　国内外を問わず，地域の地質や層序，および年代層序に
関連した発表を広く募集する．地質図，年代，地球化学，
分析，リモセン，活構造，地質調査法等の様々な内容の発
表を歓迎し，地域を軸にした討論を期待する．

R6．ジオパーク（地域地質部会・ジオパーク支援委員会）
Geopark
天野一男＊（日本大；ikap@cap.ocn.ne.jp），高木秀雄（早稲
田大）
Kazuo Amano*（Nihon Univ.），Hideo Takagi （Waseda 
Univ.）
　2015年11月に世界ジオパークは正式にユネスコの活動と
して認められ，ユネスコ世界ジオパークとなった．日本の
ジオパーク活動も9年が経過して，日本ジオパークとして認
定された地域は43地域となり，その内の8地域は世界ジオパ
ークに認定されており，これから新たに申請を考えている
地域も多い．このような状況下で，一層ジオパークの質の
向上が求められている．ジオパークは，貴重な地質・地形
を中心とした各種自然・文化遺産の価値を地元の人が良く
理解し保全しながら，地域の教育や経済的振興をめざす事
業である．自然遺産の保全，ジオパークで行われるジオツ
アーのインタープリター，ガイドの育成に当たって，地域
の大学，博物館，研究所の研究者の協力は不可欠である．
この観点から，地質学会として，問題点を整理し，ジオパ
ークの質的向上への貢献に寄与したい．様々な実践例の発
表，課題解決方法の提案など広く講演を募集する．

R7．グリーンタフ（地域地質部会・層序部会）
Green tuff 
天野一男＊（日本大；ikap@cap.ocn.ne.jp），松原典孝（兵庫
県立大），細井 淳（産総研） 
Kazuo Amano*（Nihon Univ.），Noritaka Matsubara（Univ. 
Hyogo），Jun Hosoi（AIST）
　日本海拡大に伴ったグリーンタフは陸弧から島弧への日
本列島の進化過程解明のための鍵となる．本セッションは
グリーンタフを中心に，古〜新第三系に関する地域地質学
的な話題からグローバルな話題まで，分野を限らず歓迎す
る．

R8．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）
Juichiro Ashi*（AORI, Univ. of Tokyo），Yasuhiko Ohara 

（JCG），Takuya Itaki （AIST）　
　海洋地質に関連する分野（海域の地質・テクトニクス・
変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域
地質での海洋環境変遷研究など）の研究発表を募集する．
調査速報・海底地形地質・画像データなどのポスター発表
も歓迎する．

【招待講演予定者】多田隆治（東京大：会員），・池原　実
（高知大学：会員）

レギュラーセッション：25件
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R9．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）
Tohru Ohta*（Waseda Univ.），Atsushi Noda（AIST）
　砕屑物の生成（風化・侵食・運搬）から堆積岩の形成

（堆積・沈降・埋積・続成）まで，組織（粒子径・形態）・
組成（粒子・重鉱物・化学・同位体・年代）・物性などの堆
積物（岩）の物理的・化学的・力学的性質を対象とし，そ
の起源・形成過程・後背地・古環境や地質体の発達史を議
論する．太古代の堆積岩から現世堆積物まで，珪質岩・火
山砕屑岩・風成塵・リン酸塩岩・蒸発岩・有機物・硫化物
などについての研究も歓迎する．

【招待講演予定者】宮田雄一郎（山口大：会員）

R10．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）
Tsutomu Yamada* （Tohoku Univ.），Natsuko Adachi 

（Naruto Univ. Educ.）
　炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用，組織，構造，層序，
岩相，生物相，地球化学，続成作用，ドロマイト化作用な
ど，炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する．また，現
世炭酸塩の堆積作用・発達様式，地球化学，生物・生態学
的な視点からの研究発表も歓迎する．

【招待講演予定者】浦田健作（大阪経済法科大：会員）

R11．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 
酒 井 哲 弥＊（ 島 根 大；sake@riko.shimane-u.ac.jp）， 高 野　
修（石油資源開発），松本　弾（産総研） 
Tetsuya Sakai*（Shimane Univ.），Osamu Takano

（JAPEX），Dan Matsumoto（AIST）
　野外観察や室内実験によって堆積粒子の挙動や堆積物形
成過程について検討した研究や，堆積物が形成される場と
しての環境（砂丘を含む風成環境，湖沼，河川，沿岸，陸
棚，深海など）の特徴について，堆積学的手法や各種分析・
測定によって検討した研究を広く募集する．また，露頭観
察や得られた試資料に基づく堆積システムあるいは地層形
成のダイナミクスに関する研究も歓迎する．

【招待講演予定者】成瀬　元（京都大：会員）

R12．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
千代延俊＊（秋田大；chiyo@gipc.akita-u.ac.jp），千代延仁
子（石油資源開発），三瓶良和（島根大）
Shun Chiyonobu*（Akita Univ.），Satoko Chiyonobu

（JAPEX），Yoshikazu Sampei （Shimane Univ.）
　国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講
演を集め，石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査
手法など，特にトラップ構造，堆積盆，堆積環境，貯留岩，
根源岩，石油システム，資源量，炭化度などについて討論

する．
【招待講演予定者】鈴木徳行（北海道大：会員）

R13．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
水上知行＊（金沢大；peridot@staff.kanazawa-u.ac.jp），大
橋聖和（山口大），大坪　誠（産総研），高橋美紀（産総研）
Tomoyuki Mizukami*（Kanazawa Univ.），Kiyokazu 
Oohashi（Yamaguchi Univ.），Makoto Otsubo（AIST），
Miki Takahashi（AIST）
　岩石・鉱物の変形（破壊，摩擦，流動現象）と反応（物
質移動，相変化）およびその相互作用を，観察・分析・実
験を通じて物理・化学的な側面から包括的に理解し，地球
表層から内部における地質現象の解明を目指す．地質学，
岩石学，鉱物学，地球化学など様々な視点・アプローチに
よる成果をもとに議論する．

【招待講演予定者】増田俊明（静岡大：会員），内出崇彦
（産総研：非会員）

R14．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）
Kohtaro Ujiie*（Univ. Tsukuba），Yoshitaka Hashimoto

（Kochi Univ.），Arito Sakaguchi （Yamaguchi Univ.），
Yasuyuki Nakamura（JAMSTEC）
　沈み込み帯・陸上付加体に関するあらゆる分野からの研
究を歓迎する．野外調査，微細構造観察，分析，実験，理
論，モデリングのみならず海洋における反射法地震探査，
地球物理観測，地球化学分析，微生物活動など多様なアプ
ローチに基づいた活発な議論を展開したい．次世代の沈み
込み帯・陸上付加体研究者を育てるべく，学生による研究
発表も大いに歓迎する．

【招待講演予定者】岡本　敦（東北大：会員），山本由弦
（JAMSTEC：会員）

R15．テクトニクス（構造地質部会）
Tectonics
山口飛鳥＊（東京大学；asuka@aori.u-tokyo.ac.jp），末岡 茂

（JAEA），宮川歩夢（産総研）
Asuka Yamaguchi*（Univ. Tokyo），Shigeru Sueoka 

（JAEA），Ayumu Miyakawa（AIST）
　陸上から海洋における野外調査や各種観測の他，実験や
理論などに基づき，日本や世界各地に発達するあらゆる地
質体の構造，成因，形成過程や発達史に関する講演を募集
する．また，現在進行している地殻変形や活構造に関する
研究成果も歓迎する．

【招待講演予定者】大坪　誠（産総研：会員），北　佐枝子
（広島大：非会員）

R16．古生物（古生物部会）
Paleontology
生形貴男（京都大），太田泰弘（北九州博），上松佐知子＊

（筑波大；agematsu@geol.tsukuba.ac.jp）
Takao Ubukata （Kyoto Univ.），Yasuhiro Ota（Kitakyushu 
Mus.），Sachiko Agematsu* （Univ. of Tsukuba）
　古生物の生物学的研究，化石試料を利用した地球科学的
研究，古生物学の方法論に関する研究など，古生物に関連
した幅広い内容の研究について発表・討論を行う．
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R17．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）
Atsushi Matsuoka*（Niigata Univ.），Yasuo Kondo （Kochi 
Univ.），Toshifumi Komatsu （Kumamoto Univ.），Naoto 
Ishida （Tottori Univ.），Kentaro Nakada（Ammonite 
Center, Iwaki City）
　2003年の静岡大会において「ジュラ系」として誕生した
本セッションは，その後「ジュラ系＋」となり，10年間に
わたりトピックセッションとして継続開催された．10年の
活動は，2015年に地質学雑誌の特集『トピックセッション

「ジュラ系＋」の10年』として結実した（2015年2月号「（そ
の１）日本のジュラ系」，3月号「（その２）ジュラ系研究の
将来展望」）．「ジュラ系＋」は，2013年からは古生物部会の
セッションとなっている．2017年の「ジュラ系＋」は，
GSSPの決定が急務となっているジュラ系・白亜系境界を主
テーマとして設定する．とくに非海成層の分布が広いアジ
アにおけるジュラ系・白亜系境界について，各方面からの
データを持ち寄り，多角的に検討したい．ここでの議論は，
2017年10月に新潟で開催されるInterRad XVの特別シンポ
ジウムに引き継がれる．主テーマにかかわらず，広く「ジ
ュラ系＋」に関連する発表を歓迎する．なお，2018年2月に
は，第10回国際ジュラ系会議がメキシコで開催される．

【招待講演予定者】佐野晋一（福井県立恐竜博：会員）

R18．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）
Susumu Nonogaki*（AIST），Makoto Saito （AIST）
　地質情報の取得・デジタル化・データベース構築をはじ
めとして，デジタル管理した地質情報の数理解析・統計解
析・画像処理・地理空間情報との統合利用，地質プロセス
や地質構造の認識を基礎にした３次元地質モデルの構築・
可視化，ボーリングデータの管理・分析，SNSを含むWeb
を通した地質情報の発信・共有など，地質情報の情報処理
に関する全ての研究成果（理論・技術・システム開発・実
践事例・応用事例など）の発表を歓迎する．また，これら
の成果から得られた地質情報の利活用事例，利活用におけ
る問題点，比較検討・動向調査などの研究発表も歓迎する．

R19．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）
Kenji Nanba（Fukushima Univ.），Osamu Kazaoka（Res. 
Inst. Environ. Geol., Chiba），Muneki Mitamura（Osaka 
City Univ.），Yoshiyuki Tamura*（Chiba Pref. Environ. 
Foundation）
　地質汚染，医療地質，地盤沈下，湧水，水資源，湖沼・
河川，都市環境問題，法地質学，環境教育，地震動，液状
化・流動化，地震災害，岩盤崩落など，環境地質に関係す
る全ての研究の発表・討論を行う．

R20．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
西山賢一（徳島大），亀高正男＊（（株）ダイヤコンサルタ
ント；m.kametaka@diaconsult.co.jp）
Ken- ichi  Nishiyama（Tokushima Univ .），Masao 
Kametaka* （Dia Consultants）
　応用地質学一般では，種々の地質ハザードの実態，調査，
解析，災害予測，ハザードマップの事例・構築方法，土木
構造物の設計・施工・維持管理に関する調査，解析など，
応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする．また，
ノンテクトニック構造では，ランドスライドや地震による
一過性の構造，重力性の構造等の記載，テクトニック構造
との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論す
る．

【招待講演予定者】奥野　充（福岡大学：会員）

R21．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）
Michiko Yajima*（Nihon Univ.），Tokuji Mitsugi （Oita 
Univ.）
　地学教育，地学史に関わる研究発表を広く募集する．新
学習指導要領についての教育現場からの問題提起や，実践
報告に加え，大学や博物館，研究所等が行うアウトリーチ
に関わる実践報告についても歓迎する．また地学史からの
問題提起，貴重な史的財産の開示を歓迎する．

R22．第四紀地質（第四紀地質部会）
Quaternary geology
公文富士夫＊（高知大；shkumon@shinshu-u.ac.jp），竹下
欣宏（信州大）
Fujio Kumon* （Kochi Univ.），Yoshihiro Takeshita 

（Shinshu Univ.）
　第四紀地質に関する全ての分野（環境変動・気候変動・
湖沼堆積物・地域層序など）からの発表を含む．また，新
しい調査や研究，方法の開発や調査速報なども歓迎する．

R23．地球史（環境変動史部会）
History of the Earth
清川昌一＊（九州大；kiyokawa@geo.kyushu-u.ac.jp），小宮　
剛（東京大），山口耕生（東邦大），黒田潤一郎（東京大），
須藤　斎（名古屋大），尾上哲治（熊本大）
Shoichi Kiyokawa*（Kyushu Univ.），Tsuyoshi Komiya

（Univ. Tokyo），Kosei Yamaguchi （Toho Univ.），
Junichiro Kuroda（Univ. Tokyo），Itsuki Suto（Nagoya 
Univ.），Onoue Tetsuji （Kumamoto Univ.）
　地球史を通して，大気や海洋，それに生命圏は様々な時
間スケールで大きな変化を遂げてきた．それは，火山活動
などの地球内部の活動や，太陽活動や公転軌道要素，隕石
衝突など地球外要因によっても駆動されている．地球史に
おける大気・海洋・生命圏の変動は，地層や化石に記録さ
れる．これらの変動を，多岐にわたる科学的手法により紐
解くことは，地質学の大きな醍醐味の一つといえよう．本
セッションは，特定の時代や特定の科学的手法にとらわれ
ず，地球史上に残される環境変動や地殻変動の謎に迫る研
究を広く募集し，インタラクティブな議論を展開する場に
したい．

【招待講演予定者】牛久保孝行（JAMSTEC：非会員），亀
山真典（愛媛大：非会員）
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R24．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（日大），渡部芳夫（産総研）
Hidekazu Yoshida*（Nagoya Univ.），Koji Umeda（Hirosaki 
Univ.），Masaki Takahashi （Nihon Univ.），Yoshio 
Watanabe（AIST）
　原子力は，ウラン資源探査，活断層等を考慮した耐震安
全性評価，廃棄物の地層処分，放射性物質の環境動態等の
多くの地質科学的課題を有している．本セッション「原子
力と地質科学（Nuclear Energy and Geological Sciences）」
は，このような日本の原子力に関わる地質科学的課題につ
いて，地球科学的知見の議論及び関連する学会や研究者間
の意見交換を行うことを目的としており，幅広い分野から
の参加，発表を歓迎する.

【招待講演予定者】小林大和（経済産業省資源エネルギー
庁：非会員），大江俊昭（東海大：非会員）

R25．鉱物資源と地球物質循環（鉱物資源部会）
Mineral resources and global material cycles
中村謙太郎＊（東京大；kentaron@sys.t.u-tokyo.ac.jp），加
藤泰浩（東京大），岩森　光（JAMSTEC）
Kentaro Nakamura*（Univ. Tokyo），Yasuhiro Kato（Univ. 
Tokyo），Hikaru Iwamori （JAMSTEC）
　近年，海底鉱物資源をはじめとする新しい資源の開発に
向けた動きが活発化し，鉱物資源への注目が高まっている．
鉱物資源の形成過程に関わる様々な元素の輸送・濃集過程
は，ダイナミックな地球における物質循環と分化の一部に
他ならず，鉱物資源の成因を考える上では，地球全体にま
たがるグローバルな物質循環とその変遷，そしてその資源
形成との関わりについての包括的な理解が不可欠である．
本セッションでは，鉱物資源そのものに加え，これまで着
目されることが少なかった資源形成をとりまく地球表層-内
部環境，テクトニックセッティング，ダイナミクスと，資
源の形成メカニズムとの関わりについても，グローバルに
議論する場を提供したい．

【招待講演予定者】高橋嘉夫（東京大：非会員）

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）
Hiroyuki Hoshi* (Aichi Univ. Education) and Itsuki Suto 
(Nagoya Univ.)

T1. 文化地質学
■波田善夫（岡山理科大学生物地球学部生物地球学科：非
会員）30分
　波田氏（植物生態学，前岡山理科大学学長）は，1999年
設立の岡山理科大学『岡山学』研究会の初代代表であり，
2002年発行のシリーズ『岡山学』1の巻頭言に，「『岡山学』
は，岡山というひとつの地域に焦点を当て，自然科学，人
文科学，情報科学の分野を統合して総合的に検討しようと
する試みです．」と述べている．講演での『岡山学』研究会
設立のきっかけ，地質・地形，植物，農耕などは，文化地
質学に指針を与えるものとなる．
■藤田勝代（深田地質研究所主任研究員，深田研ジオ鉄普
及委員会幹事：会員）30分
　「ジオ鉄」は，藤田氏が，2008年に加藤弘徳氏・横山俊治
氏とともに，「国際惑星地球年」（2007-2009年）の理念に基
づき，鉄道を利用して地質・地形を気軽に楽しむ旅行を企
画構想したのが始まりである．2009年に第1路線JR四国土

　研究成果を社会に発信する場として設けられたセッショ
ン．地質学と関連分野を対象とし，開催地（四国地方，愛
媛）とその周辺の地質や地学に関する研究紹介，社会的に
注目されている地質および関連トピックの研究紹介，特定
分野の研究到達点や課題の解説など．客層は会員（専門家）
ではなく市民であることに注意．申込多数の場合は行事委
員会にて採否を検討する．p.（4）の6項（3）を参照．

讃線のジオ鉄が，2011年に第3路線JR四国 予土線のジオ鉄
が公表され，現在は第7路線「三陸鉄道」を取り組まれてい
る．講演での「ジオ鉄」の課題意識や取り組みなどは，「文
化地質学」の社会活用に有益である．

T2．最近の鬼界カルデラ研究の成果と今後の課題
■桒畑光博（都城市教育委員会：非会員）15分
　桒畑氏考古学分野の新進気鋭の研究者であり，ライフワ
ークとして鬼界アカホヤ噴火より，南九州の縄文社会や文
化の盛衰について，土器研究からアプローチしている．
■杉山真二（（株）古環境研究センター：非会員）15分
　杉山氏は考古学分野のシニア研究者である．彼はライフ
ワークとして鬼界アカホヤ噴火より，南九州の環境変化を
花粉，プラントオパール，珪藻等の生物遺骸からアプロー
チし，これまで多大な研究成果をあげている．

セッション別招待講演者の紹介

　世話人や専門部会から提案され，行事委員会が承認した招待講演者（予定）の概要を紹介します．なお，講演時間は変更
になる場合があります．

アウトリーチセッション
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T3．変動帯日本列島内安定陸塊の探査
■趙　大鵬（東北大学理学部地球物理学科：非会員）30分
　趙氏は，地震波トモグラフィーの日本における第一人者
である．特に，西南日本におけるフィリッピン海プレート
から日本海までの詳細な三次元Ｐ及びＳ波速度モデルを提
案している．さらに，同じ場所の地震波減衰トモグラフィ
ーも詳細に決めている．彼のデータは吉備高原安定陸塊説
を支持している．指示する理由を詳細に説明する講演を期
待している．
■松多信尚（岡山大学教育学部：非会員）30分間
　吉備高原域安定性の検証には，最先端活断層研究による
検討が不可欠である．松多氏はフォッサマグナや台湾等の
活断層に取り組んで来たが吉備高原域も研究している．変
動地形の判読を数多くの地域で行っているほか，多くの活
断層のトレンチ調査を遂行し活断層の判定能力は高い．さ
らに物理探査などの調査も広く取り入れて正確な活断層の
抽出を行っている．安定性を地球科学的に示していく指針
を深める重要な議論が期待される．

T4．日本列島の起源・成長・改変
■鳥海光弘（海洋研究開発機構イノベーション本部：会員） 
15分
■土谷信高（岩手大学工学部：会員）15分
　両氏は日本列島の地質を永年研究してきた実績を持つ．
最近，ジルコン年代学による新たな新事実が次々に発見さ
れ，日本列島の地体構造の理解が大きく変わろうとしてい
る．地域地質に深い理解を持つ両氏に講演していただくこ
とによって，昨今忘れられがちな地域地質学の威力をアピ
ール出来ると考える．是非講演を御願いしたい．

T5．三次元地質モデル研究の新展開
■西山昭一（応用地質（株）：非会員）30分
　西山氏は地質調査業界において長年第一線で各種三次元
地質モデル構築を業務として取り組み，三次元モデラーを
自社開発され，この分野で業界をリードされている．現在，
土木・建築分野での三次元地質モデルの技術課題解決に向
けたコンソーシアムをけん引されている．西山昭一氏には，
本セッションにおいて，その事例と今後の課題を紹介して
頂く．
■藤井哲哉（（独）石油天然ガス・金属鉱物資源機構：非会
員）30分
　藤井氏は，JOGMECのメタンハイドレート研究開発グル
ープ課長を長年務め，これまでにメタンハイドレート開発
にかかる多くの三次元地質モデリングや時間軸を含めた移
動集積シミュレーションスタディを手がけており，国際誌
掲載論文も多い．このため，今般，本セッションにおいて
資源開発業界における地質モデリングに関する最新知見の
提供を行って頂く．

T6．極々表層堆積学：「堆積物」への記録プロセスの理解
■池原　研（産業技術総合研究所：会員）30分
　池原氏は，堆積学，海洋地質学を専門としており，東北
沖や日本海，南海トラフなど幅広い海域において，現世か
ら過去の堆積物を堆積学的に研究され，様々な環境での表
層堆積物や表層での堆積・擾乱プロセスについて詳しい．
特に，東北沖地震後の仙台湾やその沖合の表層コアを用い
て，タービダイトの堆積プロセスや生物・振動による堆積
物の擾乱について検討されており，堆積物の堆積・記録プ
ロセスを語る上では欠かせないテーマである．上記の理由
から池原氏を招待講演者として推薦した．

■長尾誠也（金沢大学環日本海域環境研究センター：非会
員）30分
　長尾氏は地球化学・環境放射化学を専門としており，河
川水流域から海洋沿岸域において，放射性核種や安定同位
体比を用いて移動する物質の起源推定や移行挙動を検討し，
流域全体における物質循環について詳しく研究されている．
地球化学的な視点から見た物質循環・動態の議論は堆積物
の表層プロセスを理解する上で，不可欠である．上記の理
由から長尾氏を招待講演者として推薦した．

T7．スロー地震の地質学
■小原一成（東京大学地震研究所：非会員）30分
　小原氏は，スロー地震研究の第一人者である．小原氏に
地震・測地観測から得られるスロー地震像を紹介して頂く
ことで，地質学的研究から得られるスロー地震像と今後ど
う共有し，互いにフィードバックさせながらスロー地震発
生像の理解を深めていくのか議論したい．松山大会が開催
される四国西部はスロー地震の活動が西南日本の中で最も
活発な地域であるので，小原氏による招待講演は時期的・
開催場所的に絶好の機会であると言える．
■Ake Fagereng（Cardiff University：非会員）30分
　Fagereng氏は，スロー地震の地質学研究をリードする研
究者である．Fagereng氏に地質学的に見たスロー地震の原
因に関するこれまでの研究成果を紹介して頂き，地質学的
にみた浅部と深部スロー地震の類似性と相違，ゆっくりす
べりのレオロジーなどを議論したい．

T8．中央構造線と中央構造線活断層系
■斎藤　眞（産業技術総合研究所：会員）30分
　斎藤氏は5万分の1地質図幅「砥用地域」，20万分の1地質
図幅「八代及び野母崎の一部」などの調査・研究を通して，
それまで中央構造線の延長と考えられてきた臼杵ー八代構
造線の両側に同じ地質体が存在するとの知見を得，九州に
中央構造線はないとの結論に達した．このことは，本セッ
ションの中心的な課題とするところであり，招待講演者と
して選定した．
■伊藤谷生（帝京平成大学：会員）30分
　伊藤氏は長年反射法地震波探査の研究に携わってきた．
特に本セッションのテーマに関わっては，多数の共同研究
者らとともに，四国東部の中央構造線を横断する30 km超
の深部に及ぶ地質構造を明らかにしたことは特筆される．
中央構造線と中央構造線系活断層帯との関係についての最
新の知見が拝聴できることを期待して招待講演者として選
定した．

T9．「泥火山」の新しい研究展開に向けて
■中野　優（海洋研究開発機構：非会員）30分
　JAMSTECが熊野海盆から四国沖にかけて展開している
地震・津波観測監視システム（DONET：Dense Oceanfloor 
Network system for Earthquakes and Tsunamis）は，南
海トラフの地震，津波，地殻活動の観測のために，海底に
設置された強震計，広帯域地震計，水圧計，温度計，ハイ
ドロフォンなどによるデータを常時取得している．熊野海
盆で既に知られる14の泥火山のうち海盆東側に分布するも
のは，一部がDONET敷設海域に重複するために，DONET
がそれら泥火山の微細な活動をも捉えていると考えられる．
しかしながら，未だDONETデータから泥火山活動に伴う
シグナルを抽出するには至っていない．今後，熊野〜四国
沖に分布する泥火山の活動を解明するにあたってDONET
と 泥 火 山 研 究 の 連 携 を 模 索 す る た め に， 中 野 氏 に，
DONETが取得するデータや主に低周波地震に関する解析
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成果などについてご紹介をいただき，さらにDONETデー
タの利用方法や私たちが注目するべき泥火山活動に伴うシ
グナルの検出方法など議論を拡げていただく．
■中田亮一（海洋研究開発機構高知コア研：非会員）30分
　中田亮一氏は新進気鋭の若手地球化学者で，水圏の希土
類元素やその他の化学物質の挙動に関する研究など，多岐
にわたるフィールドで活躍されている．泥火山もその一つ
として研究されており，泥火山から排出される3つの異なる
系（泥・水・ガス）を一つのシステムとして捉え，泥火山
噴出物の起源物質や深度を求めた．また近年特に海洋資源
開発などで注目度の高いREE（レアアースエレメント，希
土類元素）が，泥火山を多く擁する油田地帯で濃集する過
程を議論している．中田氏には油田地帯の泥火山における
起源物質・深度・深度解析実例から，油田におけるREE濃
集にかかる可能性まで，ご自身の一連の研究成果に沿って
ご紹介いただく．

R1．深成岩・火山岩とマグマプロセス（招待講演なし）

R2．岩石・鉱物・鉱床学一般
■山田亮一（東北大：非会員）30分
　山田氏は，長らく黒鉱鉱山の探査に従事され，その後，
東北大にて黒鉱鉱床の成因を島孤発達過程の視点から研究
されてきた．同氏の研究の時空間能の高いデータは，現世
の海底熱水鉱床や岩石－流体反応の広がりを理解する鍵と
なると期待される．招待講演では，黒鉱鉱床の変質とその
時空間的広がりに関する最新の話題を提供して頂く予定で
である．

R3．噴火・火山発達史と噴出物（招待講演なし）

R4．変成岩とテクトニクス
■高須　晃（島根大学：会員）30分
　高須氏は，岩石組織観察と熱力学的な解析に基づき，国
内外の高圧・超高圧変成岩を用いてプレート収斂域での物
質移動に関する時空間スケールについての研究を展開して
きた．特に，本大会を開催する愛媛県にも重要な露頭がい
くつも存在する，四国中央部のエクロジャイトの研究では，
低変成度の変成帯の中に温度圧力履歴の異なる高変成度の
岩体が産することの発見と意味づけを行い，今日に至る三
波川変成帯の研究史の中でも一つのターニングポイントと
なる重要な貢献をしている．近年ではキルギスタンとの国
際共同研究で天山山脈の高圧・超高圧変成岩を題材に大陸
衝突帯の物質移動に関しても重要な知見をいくつも提示し
ており，その貢献もあり2012年にはキルギス国立科学アカ
デミーから名誉博士号を授与されている．高須氏には，高
圧・超高圧変成岩の沈み込みと上昇過程，その際に伴われ
る物質移動を含めたプレート収斂域のダイナミクスに関す
る魅力的な講演を期待する．
■石塚英男（高知大学：会員）30分
　石塚氏は，徹底した野外調査，岩石組織観察と相平衡岩
石学的解析に基づき，国内外および陸域・海域の高圧型・
高温型変成岩など幅広い地域・岩石を対象として，詳細な
地質学的研究を推進してきた．中でも，神居古潭変成帯，
秩父帯などにおける詳細な変成分帯と全岩化学組成の融合
に基づく原岩形成から変成作用に至る地史の解明，あるい
は，日本南極地域観測隊の地質学分野の活動におけるセー
ルロンダーネ山地やエンダービーランド地域などの先導的
な調査・解析など，日本の地質学・岩石学にとって多岐に
わたる重要な貢献が認められる．石塚氏には，多様な地域・
岩石を対象としてきたからこそ得られた変成岩研究による

地質学の重要性に関する講演を期待する．

R5．地域地質・地域層序・年代層序（招待講演なし）

R6．ジオパーク（招待講演なし）

R7．グリーンタフ（招待講演なし）

R8．海洋地質
■多田隆治（東京大学：会員）30分
　多田隆治氏は海域および陸域双方の地質記録からアジア
モンスーンの進化に関する研究を進め，2013年には自らが
代表プロポーネントとして計画された日本海および東シナ
海北部のIODP（国際深海掘削計画）Expedition 346に共同
主席研究者として乗船した．現在，その成果がまとめられ
つつあり，そこから明らかにされつつあるアジアモンスー
ン変動の時代変化や日本海の海洋循環との関係に関する新
知見などについてご講演頂く．
■池原　実（高知大学：会員）30分
　池原　実氏は長年にわたって様々な指標を用いた古海洋
学的研究を行っており，特に南大洋においてはIODPの掘削
提案を行う中心的な役割を果たしている．今後数年間は南
極海においてIODPによる掘削航海が立て続けに計画されて
いることなど，これから注目される研究テーマとして関心
が向けられている．池原氏には，南大洋が気候変動に果た
す役割について最新の研究成果や国内外の研究動向，今後
の課題についてご講演頂く．

R9．堆積物（岩）の起源・組織・組成
■宮田雄一郎（山口大：会員）30分
　宮田氏は，砕屑物の粒子形状・定向配列プロセスを中心
に研究を実施されており，その結果は堆積場の判別や未固
結変形過程の成因究明に応用されている．当セッションの
重要課題の一つである砕屑物の組織についてご蓄積されて
きた定量解析方法についてご講演頂き，砕屑物の形状・組
織から何が読み取れるのかを考えるきっかけとしたい．

R10．炭酸塩岩の起源と地球環境
■浦田健作（大阪経済法科大：会員）30分
　浦田氏は，カルストの主体となる洞窟と地表地形との関
係を地下水によって結ばれたカルスト・システムとして捉
え，地質学・地形学的観点からカルスト科学およびカルス
ト形成過程に関する研究に一貫して取り組んでいる．鍾乳
石の地球化学的情報を用いた古環境解析が盛んに試みられ
ているが，カルストそのものを古環境データベースと考え
て日本各地のカルストについて炭酸塩岩の地質構造，地形
形成，環境変動などの形性要因の影響を解明する研究も進
めている．今回は，カルストシステム研究に関するレビュ
ーと最新の知見をご紹介いただき，カルストシステムや古
環境復元についての研究をさらに発展させるきっかけとし
たい．

R11．堆積過程・堆積環境・堆積地質
■成瀬　元（京都大学大学院理学研究科：会員）30分
　成瀬氏は，堆積物重力流について，実験，野外調査，組
織解析，モデリングといった多様な側面から，その挙動や
堆積過程についての研究を行ってきた．成瀬氏はこの分野
を世界的にリードする研究者の一人である．2015年に公表
された，混濁流とその堆積物についての研究の方向性を示
した論文は世界をリードする研究者らによって著されたの
もので，成瀬氏はその著者の1人に名前を連ねている．成瀬
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氏には混濁流のモデリングについて，研究の方向性を含め
たレビューを行って頂く予定である．今後の研究の方向性
を議論する機会としたい．

R12．石油・石炭地質学と有機地球化学
■鈴木徳行（北海道大学：会員）30分
　鈴木氏は有機地球化学的手法を用いた石油天然ガスの成因
や探鉱に関する研究に一貫して取り組んでおり，この分野を
リードする研究者である．また，バイオマーカーや炭素・水
素同位体比に関する研究により，地球史や地球生物の進化に
ついても数多くの業績を上げている．このような堆積有機物
に関する研究は，炭化水素資源の成因論に留まらず，古海洋
学，古気候学，古生物学，堆積学などの進歩と連動して地球
生命システム科学の中心を担ってきた．本講演では，有機地
球化学に基づく炭化水素資源・地球生物システムに関する幅
広い知見をご紹介頂き，石油・石炭地質学および有機地球化
学の更なる発展について考える機会としたい．

R13．岩石・鉱物の変形と反応
■増田俊明（静岡大：会員）30分
　増田氏は，地殻由来の天然の岩石から歪み，応力，変形
機構といった情報を読み取る構造地質学的研究に長年取り
組んでおられる．講演では理論，実験，天然の解析と多岐
に渡る研究成果から，天然の岩石から変形の各要素を読み
取る手法の現状と展望についてお話いただき，2011年東北
地方太平洋沖地震後に浮き上がった地殻の変形と応力状態
の理解に向けて活発な議論を展開したい．
■内出崇彦（産総研：非会員）30分
　内出氏は，微小地震から大地震まで規模の異なる多くの
地震データの解析によって，震源過程の違いなど地震の性
質を多様な観点から研究しておられる．講演ではこれまで
の研究成果をご紹介いただき，地震学の観点から地殻の強
度や地殻にかかる応力をいかに推定するか，その試みや問
題点について活発な議論を展開したい．

R14．沈み込み帯・陸上付加体
■岡本　敦（東北大学：会員）30分
　岡本氏は地殻におけるクラック形成，流体移動および鉱
物脈沈殿プロセスの解明のために，野外調査，岩石化学分
析，室内実験による鉱物脈合成およびモデリングなどの幅
広い手法を用いて研究をされてきた．研究結果は，国際論
文としてこれまで数多く公表されている．岡本氏の研究成
果は，沈み込み帯における流体・物質移動，物性変化，地
震発生といった幅広い分野にわたって関連するものであり，
本セッションに参加する研究者の様々な視点による議論が
期待できる．
■山本由弦（JAMSTEC：会員）30分
　山本氏は，主として新第三系三浦ー房総付加体を対象に
構造地質学的研究を精力的に進め，浅部での付加体・前弧
海盆発達過程，帯磁率異方性を用いた歪み履歴の解析，シ
ュードタキライトの発見など重要な研究成果をあげられて
きた．最近では，地球深部探査船「ちきゅう」による室戸
沖限界生命圏掘削調査（T-Limit）に乗船参加し，プレート
境界断層の記載を行っている．本招待講演では，山本氏が
これまでに明らかにしてきた浅部プレート境界断層の実像
について紹介して頂く予定である．

R15．テクトニクス
■大坪　誠（産総研：会員）30分
　大坪会員は，過去から現在にいたる地殻のダイナミクス
の理解をめざし，日本列島各地で応力逆解析による過去か

ら現在にいたる地殻応力の解明などに取り組んでおられる．
本講演では，海溝型巨大地震に関連する大規模断層と考え
られる宮崎県延岡衝上断層の運動像を，応力の時間変化と
流体の関与を中心に，南海トラフ海溝型巨大地震の迫る四
国における招待講演として期待する．
■北　佐枝子（広島大：非会員）30分
　北氏は，東北大学理学部時代に断層岩を学んだ経験のあ
る稀有な地震学者であり，東北日本沈み込み帯のスラブ内
地震の発生機構や，日高山脈下の地球内部構造など，日本
列島下のテクトニクスに一石を投じる研究を精力的に進め
られている．近年取り組んでおられる南海トラフのスロー
地震と地震波減衰構造の研究を中心に，南海トラフのスロ
ー地震発生域のほぼ直上に位置する松山での招待講演をお
願いしたい． 

R16．古生物（招待講演なし）

R17．ジュラ系＋
■佐野晋一（福井県立恐竜博：会員）30分
　佐野氏は厚歯二枚貝の研究を牽引してきた．また，ベレ
ムナイトの研究も共同研究者とともに進めている．これま
でにこれらの分類群について多くの研究業績をあげている．
近年，佐野氏はジュラ・白亜系の手取層群について，層序
の再検討を積極的に行っている．招待講演では，アジアに
おけるジュラ系・白亜系境界の広域対比に関する講演を期
待している．

R18．情報地質とその利活用（招待講演なし）

R19．環境地質（招待講演なし）

R20．応用地質学一般およびノンテクトニック構造
■奥野　充（福岡大：会員）30分
　奥野氏は九州の火山を中心に，年代測定をもとにした火
山の噴火史に関する研究を続けられてきた．2016年熊本地
震をきかっけに，火山体の崩壊・地すべりについても調査
されている．本講演では阿蘇カルデラ内，京大火山研究セ
ンターなどで発生したアースフローの特徴や成因・メカニ
ズムについて報告していただき，火山地域で発生する地す
べりについて理解を深める糧としたい．

R21．地学教育・地学史（招待講演なし）

R22．第四紀地質（招待講演なし）

R23．地球史
■牛久保孝行（海洋研究開発機構高知コア研究所：非会員）
30分
　牛久保氏は，二次イオン質量分析計を用いた局所同位体
分析の専門家である．その研究対象は多岐に渡り，地球の
岩石だけでなく隕石研究でも多くの業績を出されている．
今回の地球史セッションでは，地球初期のジルコンの研究
や，原生代の硫黄同位体分析について紹介していただく．
■亀山真典（愛媛大学地球深部ダイナミクス研究センター：
非会員）30分
　亀山氏は，マントルダイナミクス研究の第一人者である．
数値シミュレーションによるマントルダイナミクスの研究
や，シミュレーションに必要な計算手法の開発で，これま
で多くの業績をあげてこられた．地球史セッションでは，
超大陸サイクルやマントル深部の熱化学構造の理解を目指
した最新の研究成果について講演していただく．
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R24．原子力と地質科学
■小林大和（経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業
部放射性廃棄物対策課課長：非会員）30分
　小林氏は，経済産業省資源エネルギー庁電力・ガス事業
部　放射性廃棄物対策課課長として，日本の地質環境にお
ける地層処分の実施可能性について，国の審議委員会であ
る放射性廃棄物ワーキンググループ等での議論の取りまと
めを行っており，今後の地層処分事業／研究開発の現場と
課題について最新の話題を提供して頂く．
■大江俊昭（東海大学工学部原子力工学科：非会員）30分
　大江氏は，核化学や元素の拡散，吸着現象などの地球化
学的な観点から，放射性元素の粘土中での挙動，反応につ
いての研究を進めつつ，そのモデルシュミレーションに関
する研究を専門的に展開してきた．とくに近年では，地層
処分における人工バリア材料と天然バリア（地質環境）と
の相互反応に着目した研究を実施している．これらの知見
は，地層処分のサイト選定やサイト調査において不可欠で
あり，当該分野の最新の話題を提供して頂く．

R25．鉱物資源と地球物質循環
■高橋嘉夫（東京大：非会員）30分
　高橋氏は，放射光をはじめとする最先端のツールを駆使
して原子・分子レベルの化学的素過程を突き詰めることで，
地球における物質循環，環境変動，さらには資源形成に至
るまでをも明らかにする，地球化学の第一人者である．資
源に関する研究においても，有用元素の挙動と濃集プロセ
スを原子・分子レベルで突き止め，そこから今まで明らか
となっていなかった資源の成因を次々に解き明かしており，
そのお話を聞ける機会は，資源研究者をはじめとする聴講
者にとって非常に有意義なものになるはずである．本講演
では，資源成因を明らかにするための最先端の手法と成果
について話題を提供して頂く予定である．
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※注意！！
　共同発表（複数の著者の発表）を行う場合は，発表者が分
かるように，発表者氏名に下線を引いて下さい．
　筆頭著者は会員・非会員を問いません．ただし，発表者（下
線の著者）は日本地質学会の会員でなければいけません（非
会員の招待講演者は除く）．

20mm

5． フォントの指定はありません．一般的で読み易いフォントを使用してください．

文字サイズは，縮小時に７ポイント以下にならないよう(目安）注意して下さい．

講演題目
地質太郎（××大学）・氏名２・（××大学）
氏名３（△△会社）
Title
Taro CHISHITSU (XX Univ.),　Name2 (XX Univ.)，
Name3（△△. Co.）

アカウント登録，

演題登録受付

アカウント（メールアドレス）の本登録を行いましたか？（確認メールに表示されているURLをクリック）
まずは、アカウント（メールアドレス）登録をおこないましょう．

（ダミーのPDFファイルをアップロードする）
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愛媛大会巡検コース一覧

1） 取消料は，申込締切後〜大会3日前（9/13）までは50%，大会2日前（9/14）以降は全額となります（p.（7）参照）．申
込締切後の変更・取消は，直接学会事務局（東京）にFAX又はe-mailにてご連絡下さい．

2） 参加費には，日程に応じた旅行傷害保険（少額）が含まれます．
3） 最小催行人員に満たない場合や，安全確保に問題があると考えられる場合は，コース内容の一部変更や巡検中止等の措

置をとることがあります．
4） 案内書は昨年同様，地質学雑誌7，8月号に掲載予定です．CD-ROMは作成しません．また，雑誌発行と同時にJ-STAGE

上で公開します．参加者へは，各コース毎の案内書を巡検当日に配布します．
5） 集合・解散の場所，時刻等に変更が生じた場合，大会期間中会場内の掲示板等に案内します．また，案内者から直接ご

連絡することもあります．
6） Hコース＜アウトリーチ巡検＞は学会補助事業です．一般市民を優先対象とします．中学生以下が本コースに参加する

場合は，必ず保護者同伴でお申し込み下さい．また，長時間の歩行や川原など足場の悪い場所での鉱物採集が予定され
ています．巡検の性質上，自立歩行が難しい方，介助が必要な方のご参加はご遠慮願います．

A

松山市周辺の瀬
戸内火山岩類 -高
Mg安山岩から珪
長質岩まで-

略称 ＜松山市周辺の瀬戸内火山岩類＞

巡検コース 愛媛大学（出発）8:30→北条鹿島→興居島→梅津寺黒岩海岸→いよてつ梅津寺駅
（解散）17:30頃→松山空港（解散）18:00頃

主な見学対象
[1]北条鹿島の高Mg安山岩，高Mg安山岩と基盤岩（領家花崗岩）との貫入境界，
安山岩質角礫岩　[2]興居島黒崎海岸の流紋岩，凝灰角礫岩，アルコーズ質砂岩・
礫岩　[3]高浜黒岩海岸の高Mｇ安山岩岩脈，安山岩質角礫岩

日程 9月19日（火）（日帰り）
定員

（最少催行人数） 20（13）

案内者 新正裕尚（東京経済大学）・齊藤　哲（愛媛大学）
参加費 8,000円

参照地図
（1/2.5万） 「伊予北条」，「三津浜」

集合・解散 集合：8:20（愛媛大学正門付近）
解散：17:30頃（いよてつ梅津寺駅）又は18:00頃（松山空港）

その他

参加費に昼食代は含まれません．昼食は早いですが10:30頃に，北条鹿島の食堂
利用を予定しています．
移動にはマイクロバスを使用．
帰路は，梅津寺駅解散後に松山空港にも向かいます．なお道路の混雑が予想さ
れるため，JR松山駅には立ち寄りません．JR松山駅方面の方は梅津寺駅から伊
予鉄道をご利用下さい．

B
四国西部の中央
構造線断層帯の
地形地質

略称 ＜中央構造線断層帯の地形地質＞

巡検コース 愛媛大学（出発）9:00→西条市丹原→砥部衝上断層→伊予断層→米湊断層及び本
郡断層→郡中層→松山空港（解散）17:30頃→JR松山駅（解散）18:00頃

主な見学対象
[1]四国西部の中央構造線断層帯の活断層分布および地質境界断層としての中央
構造線について地形地質産状を観察する　[2]西条市湯谷口断層露頭および周辺
の活断層地形　[3]砥部衝上断層　[4]伊予市周辺の断層地形　[5]郡中層の産状

日程 9月19日（火）（日帰り）
定員

（最少催行人数） 20（13）

案内者 池田倫治（四国総研）・後藤秀昭（広島大学）・堤　浩之（同志社大学）
参加費 8,700円

参照地図
（1/2.5万） 「伊予小松」，「砥部」，「上灘」

集合・解散 集合：8:50（愛媛大学正門）
解散：17:30頃（松山空港）又は18:00頃（JR松山駅）

その他
参加費に昼食代は含まれません．各自持参して下さい（途中コンビニ等に立ち
寄ります）．
移動にはマイクロバスを使用．
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C 地質遺産の活用

略称 ＜室戸ユネスコ世界ジオパーク＞

巡検コース

［1日目］愛媛大学（出発）8:00→室戸世界ジオパークセンター→室戸岬ガイド→
新村遊歩道→国立室戸青少年自然の家（泊）

［2日目］国立室戸青少年自然の家→西山台地→吉良川の町並み→高知龍馬空港
（解散）15:00頃→JR高知駅（解散）15:30頃

主な見学対象

[1]室戸世界ジオパークセンター　[2]菜生コンプレックスのメランジュ・ハンレ
イ岩岩脈とジオガイド　[3]堆積岩中の様々な構造（スランプ褶曲，砂岩岩脈，
生痕化石，リップルマークなど）　[4]更新世海成段丘（H面〜 M面）　[5]完新世
海成段丘（L面）と土佐の伝統的な町並み

日程 9月19日（火）～ 20日（水）（1泊2日）
定員

（最少催行人数） 20（13）

案内者 白井孝明（萩ジオパーク構想推進協議会）
参加費 21,600円

参照地図
（1/2.5万） 「室戸岬」，「羽根」

集合・解散 集合：19日7:50（愛媛大学正門）
解散：20日15:00頃（高知龍馬空港）又は15:30頃（JR高知駅）

その他 参加費に初日19日の昼食代は含まれません．各自持参して下さい．
移動にはマイクロバスを使用．

D

黒瀬川構造帯の
模式地と四国西
部の秩父帯を巡
る　-四国西予ジ
オパーク-

略称 ＜四国西予ジオパーク＞

巡検コース 愛媛大学（出発）9:00→西予市城川町吉野沢→西予市立城川地質館→三滝渓谷→
城川町寺野→江戸淵→肱川町岳山→肱川町粟太郎→JR松山駅（解散）18:00頃

主な見学対象
[1]シルル系岡成層群石灰岩　[2]上部ジュラ系鳥巣層群　[3]三滝火成岩類　[4]西
予市立城川地質館  [5]寺野変成岩類　[6]新期伊野変成コンプレックス　[7]シル
ル系石灰岩

日程 9月19日（火）（日帰り）
定員

（最少催行人数） 20（13）

案内者 村田明広（徳島大学）・髙橋　司（西予市役所）
参加費 7,700円

参照地図
（1/2.5万） 「野村」，「土居」

集合・解散 集合：8:50（愛媛大学正門）
解散：18:00頃（JR松山駅）

その他 参加費に昼食代は含まれません．昼食は近くの道の駅の利用を予定しています．
移動にはマイクロバスを使用．
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愛媛大会　予告

E

久万層群と三崎
層群：日本海拡
大期の西南日本
弧前弧堆積物が
記録するもの

略称 ＜久万層群と三崎層群＞

巡検コース
［1日目］愛媛大学（出発）8:00→砥部断層公園→古岩屋→下畑野川→東明神→鴇
田峠→由良野→大月（泊）

［2日目］大月→爪白→竜串→松崎→愛媛大学（解散）18:00頃

主な見学対象

[1]久万層群明神層 (基盤との不整合, 網状河川堆積物)　[2]久万層群古岩屋層 (礫
岩峰, 土石流堆積物)　[3]明神層 (網状河川堆積物)　[4]明神層 (網状河川堆積物, 
植物化石)　[5]ひわだ峠層 (始新世の浅海成堆積物)　[6]古岩屋層 (ひわだ峠層巨
礫を含む土石流様堆積物)　[7]三崎層群竜串層 (干潟〜網状河川堆積物と生痕化
石群)　[8]竜串層 (生物撹拌の少ない外浜堆積物, 津波堆積物, 未固結変形構造, 生
痕化石群)　[9]三崎層群養老層 (生物撹拌の少ない沖浜堆積物と生痕化石群)

日程 9月19日（火）～ 20日（水）（1泊2日）
定員

（最少催行人数） 20（14）

案内者 奈良正和（高知大学）・岡本　隆（愛媛大学）・楠橋　直（愛媛大学）
参加費 25,700円

参照地図
（1/2.5万） 「砥部」，「石墨山」，「久万」，「総津」，「土佐清水」，「下川口」

集合・解散 集合：19日7:50（愛媛大学正門）　
解散：20日18:00頃（愛媛大学）

その他

参加費に初日の昼食代は含まれません．各自持参してください．
移動にはマイクロバスを使用．
20日18:00解散予定ですが，交通状況などにより大幅に遅れる可能性があります．
各自松山市内・近郊に宿をとっておいてください．飛行機等への接続は確約で
きませんのであらかじめご承知置きください．

F

三波川帯トラバ
ース-最浅部変成
岩から最深部超
苦鉄質岩まで

略称 ＜三波川帯＞

巡検コース

［1日目］JR松山駅（出発）8:00→新居浜市中七番→瀬場谷登山口→瀬場谷登山
道→赤石山荘（泊）

［2日目］赤石山荘→権現越→床鍋谷登山道→床鍋谷登山口→JR新居浜駅（解散）
16:00頃→JR松山駅（解散）17:30頃

主な見学対象
[1]東赤石かんらん岩体　[2]エクロジャイトを含む瀬場谷の苦鉄質片岩と変斑れ
い岩　[3]権現の石英エクロジャイト　[4]白滝（別子）ユニットと中七番（大歩
危）ユニット境界部の混在岩　[5]中七番ユニットの砂質片岩

日程 9月19日（火）～ 20日（水）（1泊2日）
定員

（最少催行人数） 15（10）

案内者 青矢睦月（徳島大学）・水上知行（金沢大学）・遠藤俊祐（島根大学）
参加費 16,000円（山小屋宿泊にかかる約7,000円は別途徴収）

参照地図
（1/2.5万） 「別子銅山」，「弟地」

集合・解散 集合：19日7:50（JR松山駅）　
解散：20日16:00頃（JR新居浜駅）又は17:30頃（JR松山駅）

その他

健脚者のみ．19日は比高約900mの登山後，赤石山荘（標高1550m）に宿泊．
初日19日の昼食は各自持参してください．
19日夕食，20日朝・昼食はスタッフが自炊で準備しますが，念のため各自非常
食を携行下さい．山荘宿泊費2,000円に自炊3食の準備費を加えた約7,000円を別
途徴収します．
松山〜登山口間はマイクロバスにて送迎します．なお，希望者は山行中，手荷
物をバス車内に預けることができますが，車庫で保管中の盗難など，不測の事
態が発生した場合の対応はできかねますのでご了承下さい．
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G

岩国ー柳井地域
の領家帯：島弧
地殻における花
崗岩質マグマの
生成と流体の挙
動

略称 ＜岩国ー柳井領家帯＞

巡検コース
三津浜港（フェリー乗り場）（出発）7:20→柳井港→古期花崗岩類（蒲野・大畠
片麻状花崗閃緑岩）→新期花崗岩（木部花崗岩）→珪化岩と石英脈（黒雲母帯）
→JR新岩国駅（解散）17:00頃→岩国錦帯橋空港（解散）17:30頃

主な見学対象 [1]柳井地域の古期花崗岩類と新期花崗岩類　[2]珪化岩と石英脈
日程 9月19日（火）（日帰り）
定員

（最少催行人数） 20（13）

案内者 寺林　優（香川大学）・山本啓司（鹿児島大学）・亀井淳志（島根大学）
参加費 12,000円

参照地図
（1/2.5万） 「岩国」，「由宇」，「大畠」

集合・解散 集合：7:00（三津浜港フェリー乗り場）　
解散：18:00頃（JR新岩国駅）又は18:30頃（岩国錦帯橋空港）

その他 参加費に昼食代は含まれません．昼食は近くの食堂利用を予定しています．
移動にはフェリー，マイクロバスを使用．

H 関川の岩石鉱物
（学会補助事業）

略称 ＜アウトリーチ巡検＞

巡検コース 愛媛大学（出発）9:00→四国中央市土居町関川→関川河口（蕪崎）→松山空港
（解散）16:00頃→JR松山駅（解散）16:30頃→愛媛大学（解散）17:00頃

主な見学対象 [1]関川の河原での多様な変成岩や鉱物の採集　[2]蕪崎海岸でのガーネットサン
ドと砂鉄の採集

日程 9月19日（火）（日帰り）
定員

（最少催行人数） 25（17）

案内者 皆川鉄雄（愛媛大学）・佐野　栄（愛媛大学）
参加費 2,500円

参照地図
（1/2.5万） 「東予土居」

集合・解散 集合：8:50（愛媛大学正門）　
解散：16:00頃（松山空港）又は16:30頃（JR松山駅）又は17:00頃（愛媛大学）

その他

参加対象：一般市民を優先．
参加費に昼食代は含まれません．各自持参して下さい（途中コンビニ等に立寄
ます）．
移動にはマイクロバスを使用．
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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

第71回地学団体研究会総会
（旭川）

期間：2017年8月25日（金）〜 27日（日）
会場：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
主な日程
25日（金）

午前・午後　プレ巡検
18:00 〜　夜間小集会

26日（土）
9:30 〜　学術シンポジウム１「加速する北
海道化石古生物系博物館の活動」
12:30 〜 13:30　ポスターセッションコアタ
イム
13:30 〜　科学運動シンポジウム「市民が
つくるジオパーク活動」
15:45 〜　総会議事
18:30 〜　大コンパ

27日（日）
9:30 〜　普及活動シンポジウム「私たちの
生活と大地－文化地質学のススメ－」
12:15 〜 13:15　ポスターセッションコアタ
イム
13:00 〜　学術シンポジウム２「北海道の
自然災害研究その最前線」
15:00 〜 17:00　「ワークショップ（Earth　
Science Booths 2017）」参加者や一般市民
が地球科学の楽しさを体験．地学の授業に
活用できる教材の紹介など

28日（月）　ポスト巡検

プレ巡検一覧（8/25）
Ａ：旭山動物園で学ぶ進化／Ｂ：白滝ジオパー
クを見る〜黒曜石がつむぐ地球と人の物語〜
ポスト巡検一覧（8/28）
Ｃ：旭川周辺におけるジオパーク構想を見る
〜上川盆地と神居古潭峡谷〜／Ｄ：歩いて探
る小樽の街並み・歴史的建造物の石材と，海
から眺める小樽の地質／Ｅ：1926年十勝岳泥
流堆積物と富良野盆地周辺の活断層地形／
Ｆ：古生物　博物館めぐり（沼田町化石体験
館・滝川市美術自然史館・三笠市立博物館・
むかわ町立穂別博物館） 
事前申込締切：7月14日（金）
巡検申込締切：7月14日（金）
参加費：一般会員：事前申込3,000円（当日
3,500円），非会員：事前申込3,500円（当日
4,000円），学生・院生：500円（会員・非会
員とも）
詳細は総会ホームページをご覧下さい．
https://sites.google.com/view/soukai2017

2017年度日本地球化学会
第64回年会

主催：日本地球化学会
共催：日本地質学会ほか
会期：平成29年9月13日（水）〜 15日（金）
会場：東京工業大学・大岡山キャンパス
内容：口頭発表およびポスター発表、学会賞
記念講演、総会、懇親会等
関連イベントとして，9月12日（火）にショ
ートコース，9月16日（土）に市民講演会を
開催します．
講演申込締切：7月13日（木）14時締切．
参加登録：8月21日（月）まで割引料金の適
用を予定しています．
※各種申込は年会ウェブサイトから行ってい
ただきます．詳細についてはホームページを
ご覧ください．

問い合わせ先：
〒226-8502 横浜市緑区長津田町4259, G1-17
東京工業大学物質理工学院
2017年度日本地球化学年会事務局
委員長　吉田尚弘
E-mail: 2017LOC@geochem.jp

年会サイト：http://www.geochem.jp/meeting/
index.html

IGCP608「白亜紀アジア－西太
平洋生態系」の第5回国際研究集
会：2nd Circularと参加登録の

ご案内

　2013?2017年の5年間を活動期間とする，
IGCP（地質科学国際研究計画）608「白亜紀
のアジア?西太平洋地域の生態系システムと
環境変動」（略称：「白亜紀アジア－西太平洋
生態系」）も最終年となりました．このたび
第5回 国 際 研 究 集 会 を 案 内 す るSecond 
Circularの配布を開始しましたので，皆様に
ご案内します． 

IGCP608 第5回　国際シンポジウム
日程：2017年10月26日（木）〜 27日（金）
開催場所：韓国　済州島（市）済州国際コン
ベンションセンター（ICC）
開催母体：IGCP608第5回国際シンポジウム
実 行 委 員 会． 委 員 長： 鄭 大 教 Daekyo 
Cheong（韓国 江原国立大学 教授，前大韓
地質学会会長）
巡検：10月23日（月）〜 25日（水）韓半島
南岸慶尚堆積盆西部の非海成相（白亜紀前期
の多様な恐竜足跡・卵殻化石層と湖成・河川
堆積相）

　今回は大韓地質学会創立70周年記念行事の
一貫として開催されます．日本地質学会の学

術交流協定学会でもありますので，同じ会場
で同時期に行われる総会等に，日本地質学会
会長が招待されています．IGCP608の参加者
が海外参加者の多くを占めることと期待して
います．巡検はプレ巡検として，韓半島南西
岸の下部白亜系の慶尚超層群とその相当層を
見学する予定です． 

重要な日程：
2017年5月1日　Second Circular　配布
2017年7月1日　 第 二 次 参 加 登 録　 締 切

（Confirmation Form送付締切）
2017年7月15日　発表要旨　締切
2017年9月1日　最終 Circular 配布（シンポ
ジウムプログラム　発表）

Secondo Circularお よ びConfirmation Form
は，IGCP608のWebsiteからダウンロードで
きます．
http://igcp608.sci . ibaraki .ac.jp/index.
php?id=77
http://igcp608.sci . ibaraki .ac.jp/index.
php?id=5
連絡先：dkcheong@kangwon.ac.kr

白亜系を対象とする研究推進・発表の場とし
て，積極的な参加をお願いします．

IGCP608リーダー　安藤寿男（茨城大学理学
部）

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

徳島大学大学院社会産業理工学
研究部理工学域自然科学系
地球科学分野（教授）公募

１．職種・募集人員：教授 1名（専任）（任
期の定めなし；定年　65歳）
２．所属 ：大学院社会産業理工学研究部理
工学域自然科学系地球科学分野

（併任）大学院総合科学教育部地域科学専攻
博士前期課程

（併任）理工学部理工学科応用理数コース地
球科学分野

（併任）総合科学部総合理数学科物質総合コ
ース地球科学分野
３．専門分野：構造地質学
４．求める人材：（1）地球科学のうち，構造
地質学を中心として，地震発生帯の観点か
ら，付加体・衝突帯や活断層などの研究を推
進できる方　（2）外部資金を獲得し，産学連
携，地域貢献，学内の管理運営に積極的に携
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わり，大学，学部のグローバル化に意欲的に
取り組める方
５．担当予定科目

（学部）「構造地質学3」「構造地質学4」「応用
理数セミナー」「卒業研究」．分担科目として

「地球科学の基礎」「地球科学基礎実験」「地
球科学実験1，2，3」「雑誌講読」

（大学院）「構造地質学特論」「構造地質学特
論演習」「地域科学特別演習㈵」

（教養教育院）「科学と技術」の地学関連科目
６．応募資格：博士の学位を有し，大学院博
士後期課程学生の研究指導を行うことができ
る方
７．選考方法：（1）書類審査　（2）講演会・
面接（書類審査合格者に対して実施．旅費等
は自費となります．）
８．採用予定時期 平成30年4月1日（予定）
９．応募書類：教員応募書類（様式1 〜 5）
下記Webページから書式をダウンロードし
て所定事項を記入してください．

（http://www.tokushima-u.ac.jp/about/
adoption/）
また研究者人材データベース（https://jrecin. 
jst.go.jp/）からもダウンロードできます．
10．公募締切：平成29年7月14日（金）（必
着）
11．応募書類の送付先：〒770-8506　徳島市
南常三島町2丁目1番地
徳島大学常三島事務部理工学部事務課 総務
係
封筒に「構造地質学教員応募書類在中」と朱
書きし，簡易書留で郵送もしくは持参のこと．
12．照会先

（1）募集内容の照会等について
〒770-8506　徳島市南常三島町２丁目1番地

徳島大学常三島事務部理工学部事務課 総務係
E-mail　st_soumuk@tokushima-u.ac.jp
照会はE-mailでのみ受け付けます．

（2）給与や勤務条件について
〒770-8501 徳島市新蔵町2-24　徳島大学総務
部人事課人事係
Tel :  088 -656 -8601　E-mai l :  jn j in1k@
tokushima-u.ac.jp

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

平成29年度島原半島
ユネスコ世界ジオパーク
学術研究奨励事業募集

　島原半島ユネスコ世界ジオパーク地域の学
術的価値を保証し，その質を向上させるため
の学術調査及び研究にかかる調査費を助成し
ます．
１．補助対象研究
次に掲げる，島原半島ユネスコ世界ジオパー
クに関わる地域資源を活用した地域社会の活
性化に関する調査研究に関するもの

（１）地域づくりおよび地域経済に関わる調
査研究

（２）ジオパークに関係の深い地質・地形・
自然・歴史・文化に関する調査研究

（３）その他島原半島ジオパーク協議会長が
補助対象となると認めた調査研究
２．補助対象者
大学生，大学院生，研究者等（グループによ
る応募も可）
３．補助金の額等

（１）補助金の額：予算の範囲内で，グルー
プ１件あたり上限10万円，個人１件あたり上
限10万円．ただし，補助対象研究は，１補助
対象者につき１件とします．

（２）補助対象経費：①調査研究地までの交
通費及び原則島原半島内での宿泊費（飲食等
を除く．）　②調査研究に係る事務経費　③住
民等を対象とした成果報告会にかかる経費　
④その他島原半島ジオパーク協議会長が必要
と認めた経費
４．応募の方法
指定された書類を直接事務局まで持参する
か，又は郵送してください．
５．応募締切：平成29年6月30日（金）
６．補助金交付決定
島原半島ジオパーク協議会教育・保全委員会
に諮り，補助金交付を決定し，７月中に通知
します．

申込先，問い合わせ先： 
島原半島ジオパーク協議会事務局
TEL 0957-65-5540 FAX 0957-65-5542 
E-mail：info@unzen-geopark.jp
〒855-0879 島原市平成町1-1 雲仙岳災害記念
館内
様式等：島原半島ジオパークのホームページ
に掲載します．
http://www.unzen-geopark.jp/

［お願い］会員氏名のローマ字表記について

　学会では来年の学会創立125周年を記念して，会員証（プラスチック製，カードタイプ）を作成し，全会員に配布致します．こ
れは，会員証としてだけでなく，学術大会など会合での名札としても活用できるように企画しています．
　会員証に印字する会員氏名は，日本語とローマ字を併記します．ローマ字表記は，基本的には入会申込書に記載されたものを用
いますが，あらためてご登録頂ければ，そちらを採用致します．ローマ字の表記方法には複数あるものもあります（下記例参照）．
あらためて表記の登録を希望される方は，以下の手続きをお願いします．
①メール，FAXもしくは郵送で，下記の内容を，学会事務局宛にお知らせください．
　会員氏名・所属（もしくは住所）・希望するローマ字表記
②申込期限：2017年6月30日（金）
③宛先は以下のとおりです．
　メール：main@geosociety.jp，FAX：03-5823-1156
　郵送：〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15　井桁ビル6Ｆ

（表記方法が複数ある例）
　ち（CHI・TI），じ（JI・ZI），けんいち（Kenichi・Ken-ichi），たろう（Taro・Tarou），おおた（OTA・OHTA・OOTA）など

　特にご希望の無い場合（入会申込書に記載されたローマ字表記で良い方）は，事務局への連絡は不要です．
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鉱物研究
　木下（1933a）によれば，篠本の論文は，1890年の大分から
の玉滴石の報告に始まり，1917年の土佐のクローム鐵鑛論文ま
で122本ほどあるとのことだ．少なからぬ篠本の論文（1900，
1904）は，神保とのあいだに執拗なまでの論争があったことを
うかがわせる．神保小虎の祖父も奥右筆だったようで，篠本家
と神保家の確執は2代前に遡るものであったのかもしれない．
　篠本は論文を書くだけでなく，多くの鉱物を採集した．その
鉱物についているラベルの研究から，篠本の標本が海外の標本
商のところにわたっているという報告もあり，それゆえに国内
での評価は冷たかったという話もある．また，大分県鯛生の素
封家，田島勝太郎が熊本中学に在学中，夏季休暇の篠本による
宿題として，採集した鉱石を提出したところ，篠本の鑑定によ
って良質の金鉱石であることが証明されたことがあった．田島
が帰省して父，儀市に話し，儀市は当時金山を経営していた鹿
児島県の事業家と共同で鯛生金山経営に乗り出したといわれて
いる．
　著書は，1899年に中川久和・篠本二郎・藤井健次郎・丘淺次
郎の共著で『新体博物示教』を東京敬業社より発行したことが
知られている．およそ100ページで，木版図52，石版図25が掲
載されていて，40銭だった．篠本二郎が鉱物学，藤井健次郎が
植物学，丘淺次郎が動物学を担当したと思われる．

熊本時代
　夏目は1896（明治29）年第五高等学校英語教師となった．篠
本が教授となったのは1年遅れである．宮永（2013）は，篠本
は鉱物・地学・英語の教師で，「朝顔を洗わず，便所に行って
も手を洗わなかった」と書いているが，真偽のほどは不明であ
る．篠本は『五高時代の夏目君』を同じく漱石全集月報に書い
ているが，篠本本人のことは書いてない．夏目は熊本県で高額
納税者であったが，篠本ははるかに給料が低かったと思われる．
長い間嘱託であったし，学歴が選科生で終わっていた西田幾太
郎（1870-1945）などと似たような待遇だったと考えられる．

はじめに
　鉱床学者，木下龜城（1896-1974）が1933年，『我等の礦物』
誌に篠本二郎の追悼文を書いている．略歴も著述目録も詳しく
載っている．にもかかわらず，巷では生没年不詳となっている
ものが多い．本人も自伝のようなものを書かず，木下のほかに
は評伝や弔辞を書かなかったことが，そうなっている原因だと
言えそうだ．こう紹介すると篠本の名は歴史から消えかかって
いるように思えるが，彼の交友関係は思いのほか広い．

夏目漱石の幼友達
　昭和3年版『漱石全集』月報第2号に篠本は「腕白時代の夏目
君」を書いた．これは岩波文庫『漱石追想』に再録されている．
主題は当然ながら漱石の想い出であるが，ここから，篠本の出
自，人生を知ることができる．篠本は夏目と「明治6［1873］
年ころ，牛込薬王寺前町の小学校3級で同じ腰掛に座を占めて
いた」と書かれている．岩波文庫には注もついていて，夏目は
1876（明治9）年に市谷柳町の市谷学校第3級に転校したという．
いずれにしろ，篠本は1863（文久3）年生まれで，1867（慶應
3）年生まれの夏目より少し年上ということになる．篠本の家
は「二百年も住みなれた牛込区甲良町」にあった．「余の家も
信玄の旗本にて，勝頼天目山に生害せられし後，徳川家に降り
て家臣となった」と書いている．篠本二郎は，江戸中期・後期
の儒者で奥右筆であった篠本竹堂（1743－1809，『北槎異聞』
の筆録者）の孫であったことがわかってきた．
　二人ともなかなか腕白な幼少期を送った．篠本の文を読む限
りでは，篠本の方が腕白だったようだ．篠本の「両親は余に英
語学校に入学することを勧めた．然し当時英語学校は希望者多
くして」，「外国語学校の仏語学に入学して，その間別に英語を
修めて英語学校に入りて後，大学予備門に進んだ」．そして，

「夏目君の如きも，後余と共に，図らず同じ熊本五高に教鞭を
執り，中年以降顔を合わせる事になった」と書いている．熊本
五高教師の前，篠本は何をしていたのだろうか．

傍系
　篠本は「初め東京帝大化学科に入り，化学を専攻したが，実
験中負傷され退学し，明治17［1884］年改めて地質学科の聴講
生となって，菊池　安について地質学および鉱物学を学んだ」
と原田（1954）が書いている．東京大学理学部地質学教室卒業
者名簿にはもちろん載っていないが，木下（1933a）にはもう
少し詳しい略歴が載っている．1877（明治10）年東京大学予備
門に入り，1881（明治14）年予備門を卒業して，東京大学理学
部に入学し化学教室に進学する．1883（明治16）年5月に化学
実験中負傷し退学した．1884（明治17）年5月に地質学及び鉱
物学を自修し傍ら理科大学教授理学博士，菊池　安（1862-
1894）に就き同学科を修む」と書いてある．現在あるような聴
講生制度は当時なかったと思われるが，実質的に聴講生であっ
たということであろうか．菊池　安は1883（明治16）年に東京
大学を卒業したばかりであった．菊池は1894年に急死するが，
そのあとに鉱物学教授となったのは神保小虎（1867-1924）で
あった．
　篠本はその後教職に就き，富山，徳島，岩手，徳島，大分，
長崎などと全国の学校を転々とする．1894（明治27）年，第五
高等学校の講師を嘱託される．英語，地質，鉱物の教師だった
ので，明治27年に第五高等学校を去った小泉八雲の後任という
ことも考えられる．第五高等学校教授となるのは1897（明治
30）年である．

矢島道子（日本大学文理学部）・浜崎健児（Ultra Trex㈱）

～ 2018年日本地質学会創立125周年を記念して～

トリビア学史　8　傍系の地質学者　篠本二郎（1863-1933）

写真　篠本二郎，木下（1933a）より
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謝辞
　鉱物趣味のWEBサイトを運営されている澤田　操氏には，
篠本二郎の自筆鉱物標本ラベルや戦前の伝記記事の紹介でお世
話になったことを記して感謝申し上げます．
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追記：ニュース誌4月号掲載の「トリビア学史7　地質学者宮沢
賢治研究の嚆矢？」において，特定の企業や個人に対し
て一部誤解を与えるような表現が含まれていたが，原文
を尊重してそのまま掲載させていただいた．

桜島大正噴火
　篠本が鹿児島にある第七高等学校の講師を嘱託されたのは
1905（明治38）年であった．七高で，1914（大正3）年1月12日
の桜島噴火に遭遇する．木下（1933b）は鹿児島新聞記者十余
名協纂『大正三年櫻島大爆震記』をもとに小文を書いている．
すなわち，「第七高等学校造士館講師篠本二郎先生は十日来の
地震は火山性のものにして震源地は桜島にあり，近く何等かの
現象を呈すべしと観測し，十二日払暁之に関する一文を草し，
早朝鹿児島新聞に寄稿したり．右原稿未だ新聞に発表せられる
暇なくして・・・」14日には「桜島爆発の順序は極めて規律正
しく今後は決して憂うべきことなきを保証す」という意見を発
表し，15日には，さらに小爆発を起こすかもしれないが，だん
だんと落ち着き，津波をおこすこともないと1文を書き，16日
の鹿児島新聞に掲載された．
　この経過は柳川（1984）をはじめ多くの著書に引用されてい
る．また，東京大学理学部地球惑星科学教室に保存されていた
小藤文庫の引き出しに小藤の手帳とともに，桜島の噴火のスケ
ッチがあり，それは篠本のスケッチと推定されている（岩松，
2014）．

没年
　1916（大正5）年，篠本は第七高等学校を辞し，福岡に移り
住んだ．鉱物研究は長く続けた．1933（昭和8）年2月に胃がん
が発覚し，5月に亡くなった．木下が書いた追悼文には「内に
臓する熱烈なる意気と闘争心」ということばが見られる．傍系
の地質学者として，篠本は激しい一生を生ききったのであろう．

第 8回惑星地球フォトコンテスト
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）

【撮影場所】静岡県賀茂郡西伊豆町　西伊豆堂ヶ島公園（堂ヶ島・仁科ジオサイト）
【撮影者より】堂ヶ島の美しい断層を見ながら，海の上を散歩できる遊歩道．景観をこわす過度な手すりも無く，青緑の海を
眼下に西伊豆らしさを楽しめる場所です．
【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．（白尾元理）
【地質的背景】西伊豆には海底火山の噴出物を主体とする，白浜層群が広く露出しています．海底火山の地層を広範囲に詳し
く観察できるため，風光明媚な観光地である堂ヶ島は地質の研究や教育にとっても貴重な場所です．手前の白い地層は，噴火
して海中に巻き上がった軽石が，海底に降り積もったものですが，海水の流れを反映した斜交層理が見えます．中央の黒い巨
岩やレキからなる地層は海底火山の斜面に生じた土石流の地層と考えられています．（神奈川県温泉地学研究所　萬年一剛）

表 紙 紹 介
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★日本地質学会
第8回惑星地球フォトコンテストほか入選作品展示会

日時：2017年6月10日（土）14時頃〜 24日（土）午前中
場所：銀座プロムナードギャラリー（中央区銀座4丁目地内　東

銀座地下歩道壁面）
本年（第8回）をメインに過去の入選作品も展示します．皆様お

誘い合わせの上是非お越し下さい．
http://www.photo.geosociety.jp/

★北海道支部
地質の日記念展示「北海道のジオサイトに見る化石」

　北海道は地質学的にダイナミックな形成史を持ち，それらを
語る証拠は地層・岩石や化石，あるいは特徴ある地形として道
内各地に残されています．本展示では，札幌市のサッポロカイ
ギュウや沼田町のヌマタネズミイルカの実物模型，道内のアン
モナイト標本，および昨年出版された『北海道自然探検 ジオ
サイト107の旅』から化石関連のジオサイト（地質露頭や地質
景観）の見どころをパネルで紹介し，北海道の自然の生い立ち

を理解し，楽しく学ぶこ
とのできるフィールドへ
お誘いします．

期間：2017年4月28日（金）
〜 6月18日（ 日 ）（ 月
曜休館）

時間：10:00 〜 17:00（6 〜
10月の金曜日は21:00
まで）

会場：北海道大学総合博
物館1 階企画展示室

【入場無料】
主催：地質の日展実行委

員会・北海道大学総
合博物館

共催：日本地質学会北海道支部・産総研地質調査総合センタ
ー・道総研地質研究所・北海道博物館・札幌市博物館活動
センター・北海道地質調査業協会

後援：北海道教育委員会・札幌市・札幌市教育委員会
協力：沼田町化石館

◆市民セミナー
会場：北海道大学総合博物館1階「知の交流」
時間：13:30 〜 15:00（13:00開場）
備考：申込不要・入場無料
5月20日（土）「北海道ジオサイト107への旅に出て」川村信人

（北海道大学 大学院理学研究院）
6月4日（日）「ジオサイトとしての札幌の魅力」古澤　仁（札

幌市博物館活動センター）
問い合わせ先：北海道大学総合博物館
〒060-0810 札幌市北区北10条西8丁目
TEL：011-706-2658
https://www.museum.hokudai.ac.jp/display/special/12379/

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．

晴海通り

昭
和
通
り

銀
座
通
り

地下鉄東銀座駅 地下鉄銀座駅

三越

松屋

歌舞
伎座

銀座
プロムナード
ギャラリー
（地下道）

☆北海道支部

案内

2017年春巡検「札幌の失われた川を歩く」
巡検先：札幌市内（北海道大学（南側）〜北海道大学植物園〜
札幌市立中央中学校（北4条東3丁目）付近を歩きます）

日時：2016年6月18日（日）9:00 〜 17:00（北海道大学南門  9時
集合）

案内者：
　宮坂省吾（川の案内人）
　内山幸二（石の案内人）
　土屋　篁（「ビルの岩石学」執筆）

内容：豊平川の洪水の痕
跡，失われた旧豊平川を
巡 っ た2回 の 巡 検 に つ づ
く，「サッポロ巡検」の第
3弾です．今回は北海道大
学キャンパスの南側，北
海道大学植物園，札幌市
立中央中学校の周辺を歩
いて巡ります．札幌の街
は豊平川の広大な扇状地
上につくられた街です．
札幌農学校（現 北海道大
学）はちょうどその扇端
部に位置します．キャン
パス内やその周辺では「メ
ム」やサクシュコトニ川
などにより形づくられた特徴的な地形を観察します．さらに旧

支部コーナー
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河道の痕跡を追いかけながら，植物園や中央中学校の周辺へと
旧河川や扇状地面をたどって行きます．また，扇状地面やその
周辺に建てられた明治時代の文化財も巡り，開拓使時代の札幌
の様子を偲んだり，周辺に点在する道内産の石材を使った石碑
を見学したりし，それらを作っている岩石を観察します．是非
ご参加ください（本巡検はCPD：8単位の対象です）．

参加費：
一般会員：1,000円，学部生：500円
※ 昼食は各自ご用意ください．札幌中心部での巡検ですので，

飲食店で昼食をとることもできます．

申し込み・問い合わせ：氏名（性別）・住所・連絡先（電話or
メール）・生年月日（保険申込のため）を明記しお申込み下さ
い．記入いただく個人情報は保険の申込に使用いたします．な
お，個人情報は秘匿し，巡検の終了後に破棄致します．

巡検担当： 米島 真由子　m.yonejima@gmail.com

申込締切：2017年6月11日（日）

☆関東支部

案内

☆関東支部

案内

清澄フィールドキャンプ　参加者募集のお知らせ

　フィールド教育の継承・発展を目的として，昨年度に引き続
き京都大学理学部地球惑星科学専攻地質学鉱物学教室のご支援
を受け，フィールド・キャンプを実施します．実習フィールド
は東京大学千葉演習林（清澄）内の七里川ならびにその支流で
すが，地質調査の基礎的な訓練を行うには第1 級のエリアです．
京都大学が行う清澄山実習と同時期，同じカリキュラムで実施
しますので教育効果が高まります． 地質調査の基礎を習得し
たい学生諸君・若手社会人の参加につきましてご高配を賜りま
すようお願いいたします．昨年の実施報告は，ニュースレター

（2016年10月号）に掲載しておりますが，支部HPにも掲載予定
です．
　不明な点は，日本地質学会関東支部（kanto@geosociety.jp）
までお寄せください．本年度からいくつか変更になった点を列
挙させていただきます．
1．公共交通機関（バス）並びにタクシーを用いた実習となり
ます．
2．学生だけでなく若手社会人も対象としますが，定員の関係
上，学生優先とさせて頂きます．

主催：日本地質学会関東支部ならびに関連他学協会（支援要請中）
期間：2017年8月21日（月）〜 26日（日）　5泊6日
場所：東京大学千葉演習林（〒299-5505　千葉県鴨川市清澄）
費用：30,000円（学生），40,000円（社会人）程度を予定（暫定
額：宿泊・食事・保険・現地での交通費込）
定員：最大6名（最少催行人数は4名）
応募締切日：7月7日（金）（＊応募書類は所定のフォーマット
を使用のこと）
応募書類や日程，持ち物など詳しくは，支部HP（http://kanto.
geosociety.jp）をご参照ください．

地学教育・アウトリーチ巡検
「火山灰を追跡する-浅間火山の噴出物と噴火史」

のお知らせ（第1報）

　関東支部では，今まで小中高教員向けに実施してきた教師巡
検を見直し，教育関係者に加え，一般の方々まで参加対象を拡
げました．より多くの方々に，野外での観察を通して地学の面
白さを実感し，地球科学に対する理解を深めていただきたいと
思っています．今年度の巡検は「火山」がテーマです．浅間火
山の火山灰（テフラ）を遠隔地から山麓へ追跡し，過去の噴火
の歴史を学びます．また鬼押出溶岩等，天明噴火の痕跡を訪れ，
火山防災について考えます．

日程：2017年8月7日（月）〜 8日（火）1泊2日
対象：教育関係者および地学に興味のある一般の方（地質学会
会員でなくても可）
募集：20人（先着順：申込期間　6月1日～ 7月10日）
講師：大石 雅之（立正大学 地球環境科学部）
集合・解散：JR高崎駅（マイクロバス使用）
費用：20,000円程度（交通費，宿泊費，保険代など．当日集金）
※詳細及び申し込み方法等は，第2報でお知らせします．
問合せ先： 関東支部幹事　田村糸子（首都大学東京）
メールitoko@tmu.ac.jp
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Vol. 26,  Issue 3（May）
［Research Article］
1．Temporal stress variations along a seismogenic 

megasplay fault in the subduction zone: An example from 
the Nobeoka Thrust, southwestern Japan

Ryoji Kawasaki, Mari Hamahashi, Yoshitaka Hashimoto, 
Makoto Otsubo, Asuka Yamaguchi, Yujin Kitamura, Jun 
Kameda, Yohei Hamada, Rina Fukuchi, Gaku Kimura

プレート沈み込み帯巨大分岐断層周辺での応力の時間変化：宮
崎県延岡衝上断層の例
川崎令詞，浜橋真理，橋本善孝，大坪　誠，山口飛鳥，北村有
迅，亀田　純，濱田洋平，福地里奈，木村　学
　本研究では，巨大分岐断層の陸上アナログとされている宮崎
県延岡衝上断層の断層帯を掘削したボーリングのコア試料を切
る剪断面を用いて，延岡衝上断層活動前後の応力状態について
検討を行った．剪断面から得た断層スリップデータに対して多
重逆解法およびk-meansクラスタリングを適用した結果，6つ
の応力状態を推定した．それらの応力状態は南北方向かつ水平
に近い傾斜のσ1軸もしくはσ3軸をもつグループと東西方向か
つ水平に近い傾斜のσ1軸もしくはσ3軸をもつグループに分類
され，2ステージある延岡衝上断層のすべり方向と調和的であ
った．また，それぞれのグループではσ1軸およびσ3軸の姿勢
がほぼ反対のセットであることが特徴的であり，このことは
2011年東北地方太平洋沖地震（Mw = 9.0）の発生の際に生じ
た上盤側プレート内での応力軸の入れ替わりと類似している．

Key Words：地震，南海沈み込み帯，地震発生域，応力逆解析，
掘削コア，地震発生サイクル

2．U-Pb  z i rcon  geochrono logy  of  the  Daraban 
leucogranite, Mawat ophiolite, northeastern Iraq: A 
record of the subduction to collision history for the 
Arabia-Eurasia plates

Yousif O Mohammad, David H Cornell

　Mawatオフィオライトは中東に露出する中生代ネオテチス-
オフィオライト帯の一部であり，イラクのZagros覆瓦構造体

（Zagros Imbricate Zone）に含まれる．このオフィオライトは，
アラビアプレートとユーラシアプレートの間のアルプス衝突帯
において消滅した，ネオテチス海の海洋リソスフェアの化石断
片といえる．このオフィオライトに貫入するDaraban花こう岩

（leucogranite）のジルコンから96.8±6.0 Maという年代が初め
て出された．この年代は花こう岩中の白雲母から得られている

これまでの年代よりも59.0±6.0 m.y. も古いものであった．著
者らは，ネオテチス海の縮小に伴い，96.8±6.0 Maにおいて，
海洋リソスフェアが沈み込み帯へと移行し，沈み込むプレート
上の堆積物が融解をおこして花こう岩として，マントルウエッ
ジを形成していたMawatオフィオライトに貫入したと考えた．
白雲母から得られている37.7±0.3 MaのAr年代はアラビア－ユ
ーラシアプレートの衝突時にリセットされた年代と考えられ
る．つまり，この両者の年代差は沈み込みの開始から衝突にい
たる時間を示していると考えられる．

Key Words：沈み込み帯，花こう岩，イラクオフィオライト，
ネオテチス海，沈み込み-衝突サイクル

3．The influence of tectonic subsidence on volcaniclastic 
sedimentation: The Cretaceous upper Daeri Member, Wido 
Island, Korea

Yong Sik Gihm, Min-Cheol Kim, Moon Son, and In Gul Hwang

火山砕屑物堆積作用への沈降運動の影響：韓国Wido島白亜系
Daeri部層上部
　Daeri部層は白亜紀の火山性砕屑物からなり，下部，中部，
上部に分けられる．下部は，半乾燥気候下の氾濫原堆積物で，
主に安山岩質溶岩からなる中部に覆われる．安山岩が定置した
後，正断層の活動により地形的な起伏が生じ，断層上盤側に堆
積空間が生じた．Daeri部層上部は上盤側にのみ発達し，流紋
岩質の火山噴出物からなる．火山噴出物は重力流により再移
動・堆積し，シート状の堆積物が形成された．この堆積物は正
断層の活動により生じた堆積盆内の起伏に伴う扇状地上に堆積
したと考えられる．また，間欠的な断層運動による堆積空間の
変動と扇状地面の急勾配化が，再移動堆積物の上方粗粒化傾向
につながったと考えられる．以上のことは，堆積盆の沈降と地
形の起伏がDaeri部層上部の火山性堆積物の堆積作用と粒度に
影響したことを示している．このように，火山性砕屑物の地層，
特に火山噴火時の岩相を注意深く観察することは，火山噴火履
歴や火山性砕屑物の堆積する堆積盆の構造運動を復元するため
に重要である．

Key Words：堆積空間，気候，火砕流，再堆積，堆積物重力
流，火山活動

［Thematic Articles］
特 集 号：Recent progress in study on fossil and modern 

calcareous algae and algal sediments
Guest Editors: Yasufumi Iryu and Davide Bassi

4．Synonymy and circum-tropical biogeography of the 
Devonian calcareous alga Zeapora  Penecke, 1894 
(Chlorophyta, Bryopsidales)

Bernhard Hubmann，Markus Reuter

デ ボ ン 紀 の 石 灰 藻Zeapora Penecke, 1894（Chlorophyta, 
Bryopsidales）の同物異名と当時の熱帯域における生物地理
　Zeapora属（Penecke, 1894）の分類は長い歴史を有するが，
その内容は一貫性を欠いている．当初，同属は円口目のコケム
シとして記載され，その後，コケムシ，層孔虫，床板サンゴ，
カサノリ類の藻類とみなされ，最終的にはサボテングサ科もし
くはハゴロモ科の藻類として分類されるに至った．Zeapora属

Vol.26, Issue 3

　Islands Arcは，2016年より隔月出版となりまし
た．最新号のVol. 26, Issue 3 が2017年 5 月に発行
されました．学会ホームページから会員ログイン
すると全文がオンラインで無料閲覧できます．是
非ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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の模式種であるZ. gracilisの模式標本が採取されたオーストリ
ア，グラーツ地域の古生界（東アルプス山脈）から新たに得ら
れ た 標 本 に 基 づ き， 同 種 の 分 類 を 見 直 し た． そ の 結 果，
Zeapora属 とLitanaella属（Shuysky & Schirschova, 1987） と
は同物異名であることが判明した．これにより，Zeapora属は
アルプス山脈のNoric Terraneに特有のものではなく，前期〜
中期デボン紀には，現生サボテングサ属のように，熱帯域に広
く分布していたことが明らかとなった．

Key Words：現行説, 生物地理，デボン紀，分類学，Zeapora属

5．Taxonomic revision of Cylindroporella ? lusitanica 
Ramalho, 1970: In search for the origins of the Family 
Dasycladaceae

Bruno R. C. Granier, Ana C. Azerêdo and Miguel M. Ramalho

Cylindroporella ? lusitanica Ramalho, 1970の分類学的位置の
再検討－カサノリ科の起源を求めて－
　ポルトガルの上部ジュラ系（オックスフォーディアン階）か
ら採取されたCylindroporella ? lusitanica Ramalho, 1970の新標
本を検討したところ，従来，観察されていなかった特徴（ガメ
トフォアを始めとする藻体の側生枝の特異な配列パターン）が
見出された．新たに見出された藻体の構造は本種に特有のもの
であることにより，本種の分類学的位置を見直すべきであり，
新属Barattoloporellopsisに含めることを提唱する．さらに，本
種は原始的なカサノリ科である可能性が高く，白亜紀に出現し
たカサノリ科とジュラ紀の祖先をつなぐミッシング・リンクと
みなされる．

Key Words：Cylindroporella属，カサノリ科，Heteroporella属
（新属），オックスフォーディアン階，分類体系

6．Remarks on Petrascula bugesiaca Bernier, 1979 from the 
uppermost Jurassic-lowermost Cretaceous limestones of 
Romania

Ioan I. Bucur, Emanoil Sǎsǎran and Lucian Pascariu

ルーマニアに分布する最上部ジュラ系～最下部白亜系の石灰岩
から産出するPetrascula bugesiaca Bernier, 1979に関して
　Petrascula bugesiacaは，Bernier（1979）により南ジュラ山
脈（フランス〜スイス）のポートランディアン地域階（チトニ
アン階）の石灰岩から報告された．しかし，以後，他の地域か
らは，全く知られていない．本研究では，ピアトラ・クライウ
ルイ山系（ルーマニア，南カルパチア山脈）に分布する白亜系
の礫岩に含まれる最上部ジュラ系のオリストリスから産出し
た，保存のよい標本を検討した．同標本の検討により，本種は
棍棒形の形態によって特徴づけられるPetrascula属に帰属する
というBernier（1979）の見解を支持する結果が得られた．

Key Words：カサノリ目，ジュラ系〜白亜系，ルーマニア，南
カルパチア山脈

7．Triploporella ? edgelli n. sp., a new Dasycladalean alga 
from the Lower Cretaceous of Lebanon

Sibelle Maksoud, Bruno Granier, Dany Azar

レ バ ノ ン の 下 部 白 亜 系 か ら 産 出 し た カ サ ノ リ 目 新 種
Triploporella ? edgelli
　レバノンに分布するJezzinian地域階の堆積物（最上部バレミ
アン階〜最下部アプチアン階）中のカサノリ目に属する藻類の
群集は2器官属，10属に属し，後者には11種が含まれる．11種
のうち8種はTriploporellaceae科のものである．本研究と同一
のインターバルからは，Saint-Marc (1970)によりTriploporella 
marsicana (Praturlon, 1964)が報告されているが，本研究では
同種は見出されなかった．代わって，同種に類似した種が見出
されたので，本論文では，これを新種Triploporella ? edgelliと
して記載した．本新種は，中軸側面の輪生枝の第一次節間中に
cyst-containersを有している．しかしながら，本新種は石灰化
する第二次節間を欠いており，今後，さらなる分類学的検討が
必要とされる．

Key Words：Bedoulian（ベドーリアン）地域階，白亜紀，カ
サノリ目，最前期アプチアン期，Jezzinian（ジェジニアン）地
域階，後期バレミアン期，Triploporella属，Triploporellaceae
科，Salpingoporella属．

8．Recent Dasycladales (Chlorophyta) in Okinawa Jima in 
the Central Ryukyus, southwestern Japan: Paleontological 
implications

Hideo Ohba, Shinya Matsuda, Ryuji Asami and Yasufumi 
Iryu

中琉球沖縄本島に分布する現生カサノリ目（緑藻）とその古生
物学的意義
大葉英雄・松田伸也・浅海竜司・井龍康文
　現生カサノリ類（緑藻，カサノリ目）は2科11属44種よりな
り，世界中の熱帯〜暖温帯海域に広く分布している．中琉球に
位置する沖縄本島には，そのうち12種が分布する．本論文では，
沖縄本島でみられるカサノリ類の形態学的特徴と分布を示し，
古生物学的意義に言及する．カサノリ類は，主に，波浪の影響
の少ない浅礁湖内に分布するサンゴの瓦礫や礁岩上に生育す
る． し か し な が ら， 沖 縄 本 島 周 辺 で は， ケ ブ カ フ デ モ

（Dasycladus vermicularis）は水深15 〜 89mから報告されてお
り，フデノホ（Neomeris annulata）は水深0 〜 30mに分布す
る．これらのデータは，カサノリ類を暖海の浅海域の示相化石
とする単純な解釈に疑問を呈するものである．

Key Words：ダジクラズス科，カサノリ目，沖縄本島，カサノ
リ科，現世，琉球列島．
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　2017年3月3日〜 11日にかけて4th International Geoscience 
Symposium「Precambrian World 2017」（以下PW）が九州大
学にて開催された．PWは清川昌一（九州大），伊藤　孝（茨城
大），池原　実（高知大），山口耕生（東邦大），尾上哲治（熊
本大），小宮　剛（東京大），前野　深（東京大）先生らが中心
となって運営する科学ミーティングであり，地球の活動や環境
変動について，地質学を基礎として, 古地磁気学，古海洋学，
微生物学，地球化学，年代学等の様々な視点から議論し，顕生
代・現在も含めたグローバルな視点で理解を深めることを目的
としている．さらに，発表や巡検を通した参加者同士の交流や
議論，学生たちへの教育もPWの大きな目的の一つである．参
加者は南アフリカ，ガーナ，エジプト，カナダ，アメリカ，オ
ーストラリア，インドネシアなど，海外からの40名に加え，日
本国内では九州大学，熊本大学，東京大学，東邦大学，茨城大
学，国立極地研究所，JAMSTEC等，多くの学生・研究者が名
を連ねた．開催スケジュールは3月3日アイスブレーク，4 〜 5
日国際シンポジウム，6 〜 11日九州縦断巡検といった流れであ
った．国際シンポジウムでは総勢101名の参加者が九州大学西
新プラザに集まり，英語で研究発表を行った．九州縦断巡検に
は33名が参加し，北九州市，阿蘇市，日田市，熊本市，鹿児島
市，薩摩硫黄島をまわった．巡検開催にあたって新日鉄住金，
三菱マテリアル，鯛生金山，阿蘇火山博物館，三島村等の多く
の関係者に多大なご協力いただいた．

国際シンポジウム
　3月4日，5日の2日間にわたって国際シンポジウムが行われた．
発表は27名の研究者による講演と，その他若手研究者，学生に
よるポスターセッションに分けて行った．講演の1番手はアク
セル・ホフマン博士（ヨハネスブルク大）が務めた．ホフマン
博士の講演テーマは南アフリカ共和国に位置しているカープバ
ールクラトン中のバーバートン緑色片岩帯の地質を手掛かりと
した35億〜 32億年前の地球環境推定であった．参加者の中に
は顕生代や現世を研究年代としている者も多かったようで30数

億年という巨大スケールの時間軸に驚かされ，非常に興味深い
様子であった．我々学生達にとってはあまり慣れていない英語
でのセッションであったため，皆が一生懸命聞き耳を立てて講
演内容の理解に努めており，時に友人らと内容の確認を行う姿
も見受けられた．その後，全球凍結の提唱者であるカーシュヴ
ィンク博士やカナダ地質調査所のウォウター博士，JAMSTEC
から御参加いただいた稲垣博士，高井博士など多くの方々にご
講演いただいた．自らの調査地域，調査年代についての研究は
もちろん，普段自分が研究対象としていない年代をテーマとし
た講演も大変面白く，良い勉強になった．さらに講演内容ばか
りでなく講演に用いられたスライドや話し方，身振りなどは講
演者によって様々であり，学生にとって今後の研究報告の際に
自分の理想とする発表の参考となっただろう．また，将来研究
者を目指す学生らにとっては世界で活躍されている多くの方々
の最新の研究に触れることができたのはとても良い経験であっ
た．今後の研究目標やそれを達成するために自分に足りないも
のを見つめなおす貴重な機会となったのではないだろうか．
　ポスター発表は昼休憩の時間を用いて行われた．多少英語に
詰まったり，質問を聞き取れずに四苦八苦したりする様子も見
受けられたが，皆精一杯英語でのセッションを行っていた．セ
ッションを終えた後の学生の顔には達成感や安堵の表情が浮か
んでおり，何かひとつ成長したかのような様子であった．英語
でのセッションの合間には日本人学生同士でも研究成果を報告
し合った．毎年，清川先生らが中心となって開催している
Project Aやその他の学会等で知り合った友人らの研究はどれ
も昨年までのものとは比べ物にならないほど内容が濃くなって
おり，この一年間の努力がひしひしと感じられるものであった．
より一層努力せねばと気を引き締めた学生も多かったのでない
だろうか．

九州縦断巡検
　九州横断巡検は以下の日程で行われた．
１日目 新日鉄住金八幡製鉄所・三菱マテリアル東谷鉱

山（北九州市），鯛生金山（日田市）
２日目 阿蘇火山博物館・日本リモナイト・阿蘇大橋崩

落現場（阿蘇市），熊本地震断層（益城町）
３〜５日目 薩摩硫黄島
６日目 桜島

1日目：九州縦断巡検は北九州市からスタートした．北九州市
では普段なかなか入れない八幡製鉄所と東谷鉱山の中を見学さ
せていただいた．八幡製鉄所では製鉄方法について説明いただ
き，実際に扱っている鉱石を手に取って観察することができた．

Precambrian World 2017地質News報告

坂井志緒乃　九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻　修士2年
元村　健人　九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻　修士1年
酒本　直弥　九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻　修士1年

院生コーナー

写真1　セッション後集合写真：西新プラザ前にて
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先カンブリア時代を研究する者にとってはなじみ深い縞状鉄鉱
層に含まれる鉄鉱石を原料としていることもあり，皆興味深そ
うな様子で質問を繰り返した．また，時折見えるドロドロに溶
けた鉄が流れる様子や溶かした鉄をトロッコで運ぶ様子は大迫
力であり，カメラを手に取るものが多く見られた．三菱マテリ
アル東谷鉱山では，石灰岩の採掘現場を見学させていただいた．
深くすり鉢状に削られている石灰岩の山は内側から見ると非常
に巨大で白く美しい．中には黒色の貫入岩が多数みられ，熱変
成作用を起こしている様子などが観察される．普段，露頭を実
際に見る機会の少ない参加者も目を凝らして岩石を観察してお
り，中には気に入った石を持ち帰るものもいた．鯛生金山では
鉱山の中を見学させていただいた．鯛生金山は1970年代まで実
際に金の採掘が行われていた東洋一の鉱山である．中には
500m以上の第一竪坑や当時使われていた機械が保存されてお
り，当時の採掘の後が垣間見えた．この夜は黒川温泉に宿泊し，
素晴らしい料理と露天風呂で日本文化を味わった．

2日目：2日目は，大観峰で阿蘇カルデラの観察から始まった．
北西部分のカルデラ壁には，先の熊本地震により生じた崩壊の
痕跡が未だ残っていた．阿蘇火山博物館では阿蘇山の噴火の歴
史を学び，2016年4月に発生した熊本地震の震源分布図や被害
の写真等を閲覧させて頂いた．写真からも伝わってくる被害の
甚大さに心痛めた．その後日本で唯一稼働している鉄鉱山であ
る日本リモナイトを訪れた．リモナイトとは，カルデラ内がか
つて湖だった時に湖底にたまった沼型鉄鉱層である．現在も2
価鉄を多量に含む地下水が湧出しており，酸化作用による鉄の
沈殿が起きている．実際にその地下水の味見をさせていただい
たが鉄棒をかじったようで非常に不味く，顔をしかめる者が後
を絶えなかった．このように鉄分に富むリモナイトは吸着剤や
サプリメント，そして豚の餌として利用されている．
　夕方，最も被害の大きかった阿蘇大橋崩落現場に足を運んだ．
海外からの参加者も，テレビ・新聞等のメディアを通じてこの
現場の映像を見たことのある日本人参加者も，生で見る斜面崩
壊の巨大さと阿蘇大橋を一瞬で破壊する自然の恐ろしさに呆然
としていた．その後，2016年4月15日に動いた横ずれ断層が露
出する益城町堂園地域を訪れた．断層は畑の中を通っており，
最大で2m動いたことがあぜ道のずれで容易に確認できる．そ
の周辺には未だにブルーシートのかかった家が多数みられ，復
旧には長い時間がかかることを物語っていた． 

3 ～ 5日目：3日目午前中，フェリー「みしま」に乗り薩摩硫黄
島を目指して鹿児島港を後にした．薩摩硫黄島では3つの班に
分かれ島中を巡った．天候に恵まれたこともあり，島の北半分
を眺めることができる恋人岬からは赤褐色に染まった長浜湾と

その背後にそびえる稲村岳・硫黄岳，そして鬼界カルデラのカ
ルデラ壁が一望できた．その後前野先生に作成して頂いた薩摩
硫黄島の解説書を片手に，各ポイントを歩いた．丁寧な解説書
のおかげで我々学生にとっても理解しやすくとても良い勉強に
なった．
　ところで薩摩硫黄島は清川先生のチームが長年研究している
島でもある．長浜湾を赤く染めているのは水酸化鉄コロイドで
あり，海底には厚い水酸化鉄堆積物が形成されていることが長
年の研究により明らかになっている．この鉄は海底から噴出す
る熱水起源であり，長浜湾の鉄沈殿機構は太古代の縞状鉄鉱層
形成を解くヒントになると我々は考えている．長浜湾の目の前
にはこれまでの研究成果が一般の方にもわかりやすいように展
示されている施設が設けてある．ここは社会への情報公開施設
としての役割を担っている．
　島内の巡検では硫黄岳登山にも挑戦した．硫黄岳ではかつて
硫黄や珪石の採掘が行われており，特に硫黄の産地として全国
にその名が知られていた．現在，採掘は行われていないが未だ
に硫黄が晶出する噴出孔がいくつも見られる．晶出した硫黄は
鮮やかな黄色をしており非常に美しい．期間中にはこの硫黄を
使った線香花火づくりを体験させていただいた．非常に細やか
な作業が続き皆悪戦苦闘していたが，完成したものに火をつけ
ると，線香花火特有の儚さと静かな美しさにしばらく見とれて
いた．
　薩摩硫黄島での3日間，参加者たちは東温泉にて入浴した．
東温泉は稲村岳溶岩と新期硫黄岳火砕流の境界部から湧き出し
ているpH 1.8 の強酸性の温泉であり，日本一の秘湯である． 
ここで巡検の感想や普段の生活，将来について仲間たちと語り
合った．眼下に広がる広大な海と頭上に広がる美しい星空の光
景は一生忘れることは無いだろう．地球の恩恵を肌で感じ，ゆ
っくりと自分を見つめた最高の時間であった．
　また，夜中には博士課程の学生が英語で研究について発表し
た．最後まで気が抜けないのがPW巡検のハードなところであ
る．国際シンポジウムで語りつくせなかった発表を行い，海外
からの参加者も暖かく聞き議論してくれた．先輩方の発表は素
晴らしく，あと数年で追いつけるのかという不安に襲われるほ
どであった．国際化が進むなか，未だ英語を苦手とする学生も
少なくないだろう．PWを通してこれからより英語学習に励ま
なくてはならないことを痛感した．そして数年後の具体的目標
も定まり，これからも頑張ろうと強く思った．

6日目：薩摩硫黄島を離れ，PW巡検はお開きとなる予定であっ
たが，福岡に帰るときにせっかくなのでオプションとして桜島
とシラス台地の見学が行われた．桜島南東にある有村展望台で
は，桜島山頂を眺めながら溶岩の上を散策できる．その後，鹿
屋地域の海岸線で厚い約29,000年前のシラスを観察し，シラス
台地を構成する火砕流堆積物（入戸火砕流）では，溶結部分の
ない軽石を含む厚い堆積物を眺めた．灰色や黒っぽい溶結部分
のある鬼界カルデラ噴火の堆積物と全く違った雰囲気であっ
た．その後黒酢と日本の伝統食であるくるくる寿司を堪能し，
本巡検は幕を閉じた．

まとめ
　2017年3月3日〜 11日の間，大きく天候が崩れることなく無
事に全日程を終了することができた．自然豊かで複雑な地形の
九州地方で地球科学的知見を深めるとともに，同じ地球科学を
学ぶ多くの仲間と出会うことができた．国際シンポジウムや巡
検で海外からの参加者と交流できたことで，英語での意思疎通
の難しさや物事を異なる視点から捉える重要性を再認識させら

写真3　九州縦断巡検集合写真：
硫黄島を背後に
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れた．この経験は非常に貴重なものであり，今後の研究におい
てしっかりと活用していきたい．来年は Project Aとして，
2018年3月上旬に五島列島での開催が予定されている．この一
年，どのような経験をするのだろうか．期待に胸をふくらませ
ながら，精一杯研究に取り組むことを決意した． 
　最後に，今回のPW開催にあたり，（敬称略）新日鉄住金（塩
田哲也・高下将一郎），三菱マテリアル（永井甲矢雄・渡邉紘
記），鯛生金山，阿蘇火山博物館（池辺伸一郎館長），川崎地質

（浜田貴徳），JAMSTEC, 日本地質学会，日本学術振興会，三
島村薩摩硫黄島（大山辰夫村長），ウインディーネットワーク

（杉本憲一社長），キューヘル（岡橋太郎会長），奥園真理，渡

辺富久美の皆々様には大変お世話になりました．皆様のご協力
のお陰で，本シンポジウムならびに巡検が無事成功裏に終了で
きましたこと，深く感謝申し上げます．

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）

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。

　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）

学会オリジナルフィールドノート　好評発売中！

東京大
学　地

球惑星
環境学

科

コース
修了記

念

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
メール：main@geosociety.jp，　電話 03-5823-1150

記念グッズやイベントでのお土産など，様々シーンにご活用下さい

院生コーナー
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学　会　記　事

　一般社団法人日本地質学会の議事録を掲載
しています．

2016年度第8回執行理事会議事録

期日：2017年3月4日（土）13:00 〜 17:00
場所：地質学会事務局
出席 者：渡部会長　山本副会長　松田副会長　

齋藤常務理事　安藤　杉田　辻森　内藤　
中澤　平田　西　山田　（事務局）橋辺　

欠席 者（委任状提出あり）：岡田　緒方　坂
口（渡部）　田村（渡部）　廣木（渡部）　
小宮

＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者　
13名，委任状5名，合計18名の出席． 

＊前回議事録の承認

Ⅰ　審議事項
１．本年度試験結果を踏まえた，大学入試セ
ンターへの意見書提出について（廣木書面）
　意見書案を一部修正の上，承認した．3/4
付にて郵送済み．
２．巡検時に使用する車両について（緒方：
書面）
　会員運転のレンタカー使用について，今後
は認めない方針を改めて確認した．LOCや巡
検案内者への周知を徹底する．また，ニュー
ス誌にもこの方針を周知することとし，文案
は緒方理事と杉田理事が作成する．また，周
知内容の文言等については弁護士に確認する
こととした．
３．2017年度予算案（西）
　最終的には次回の理事会（4/8）で審議し
総会に提案するが，それまでに支出超過の原
案を会計の方でさらに検討する．2017年度の
大きな支出であるジオルジュと名簿について
は，今後の発行の有無も含めて4/1の執行理
事会で再審議する．
４．4月理事会の時間割及び議案
 ・ フォトコンの表彰式を理事会開始前に実施

し，スケジュールを以下の様にする．
　　執行理事会　10:30 〜 11:45
　　（昼休み）　　11:45 〜 12:30
　　表彰式　　　12:45 〜 13:45
　　理事会　　　14:00 〜 17:00
 ・ 理事会審議事項は次のとおりとする．
１．2017年度総会議案の決定（選挙規則の改
定について追加をすること）
２．2017年度事業計画
３．2017年度予算案について
４．各賞選考結果
５．名誉会員選考結果
６．その他

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
１） 子ども向け地質学デジタル教材の2次審

査のヒアリング（2/23）（小宮）結果は4

月上旬予定．
２） 「地下空間の利活用に関する安全技術の

確立について」小委員会設置の諮問（国
交省社会資本整備審議会技術部会・交
通政策審議会技術分科会）（2/6開催，
出席者の緒方理事からの書面報告）

３） 地学オリンピック2016組織委員会の開
催（2/24）（渡部）

 開催報告，会計報告，今後の事業計画
について．なお，残金による引当事業
の計画内容は，会議での討議を受けて，
年度内には改定版を各学会等に送付す
るとのこと

４） 地球惑星科学連合への「学協会長会議
幹事会規則（案）」についての意見（渡
部）

 日本地質学会としての意見を提出．
５） 自然史連合（代表 北里 洋）2016年度総

会（12/23）の報告（委員：斎木会員よ
り文書）

 ・ 現在の団体構成数は，39団体．出版物「ふ
しぎのお話365」は，出版から1年4か月で
約6万部発行，台湾語，中国語の訳本も出
版．2016年度産経児童出版文化賞を受賞

（副賞30万円）．2017年度の講演会は，8月
大阪自然史博物館で，11月福島で開催予
定．

 ・ 8/19大阪自然史博物館での体験教室への
出展依頼あり，近畿支部に検討を依頼．

２．運営財政部会：総務委員会  （緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞
１） 国土地理協会より学術研究助成の公募

（4/3 〜 4/21），①地理及び関連分野研
究，②地図・地名の学術的研究，③地
理・地図・環境に関する普及・教育目
的の活動研究，①，②は100万円，③50
万円を上限←News，geo-flashに掲載

２） 第14回平成29年度日本学術振興会賞候
補者（45歳未満，有博士）の推薦，応
募受付4/7-12，学会への応募締め切りは
3/24←HP，geo-flash，Newsに掲載

３） 2017年度地球化学研究協会学術賞「三
宅賞」および「進歩賞」（1977/4/2以降
生まれ）候補者の募集，8/31〆切←HP，
geo-flash，Newsに掲載

４） 第57回平成28年度東レ科学技術研究助
成金受領者として，応募数57件から11
件が選出され，本会推薦の菅沼悠介会
員が選出された．天野理事出席

５） 大阪市自然史博物館;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〜」および「47都
道府県の石（岩石・鉱物・化石）」展

（4/22-6/4）を同時開催の名義後援申請
←承諾

６） 三浦半島活断層調査会より「城ケ島観
察会：深海から生まれた城ケ島」（5/21）
の後援名義使用申請←承諾

７） 日本学術会議土木工学・建築学委員会
インフラ健全化システム分科会主催，

公開シンポジウム「地質地盤情報の共
有化を目指して」（4/27）後援名義使用
申請←承諾した．

８） 粘土学会より第61回粘土科学討論会
（9/25-27，富山大学）の共催申請　←　
承諾

９） ジオ神奈川（蟹江会員）より観察会「城
ケ島と三崎の地盤隆起̶1923年大正関
東地震の地殻変動」（5/13）の後援名義
使用申請←承諾

10） 原子力発電環境整備機構（NUMO）国
際講演会「カナダにおける地層処分計
画の現状と今後：ケン・ナッシュ氏」
3/10開催案内は，周知の時間的余裕が
ないので行事予定表にのみ掲載．

＜会員＞
１） 今月の入会者（4名）
 ・ 2016年度からの入会（正会員1名）：杉崎雄

一
 ・ 2017年度からの入会（院割2名）：山田晃

也，関　笙
 ・ 希望入会年度確認中（8名）：丸橋　暁，浅

井　瞳，李　雨嘯，高橋　唯，田村友識，
倉野紘彰，新山颯大，酒本直弥

２） 今月の退会者　なし　
３） 今月の逝去者　なし　
４） 2017年2月末日会員数
賛助：27，名誉：56，正会員：3714（正会
員： 3527，正（院割）会員： 171，正（学部
割）会員：16）合計 3797（昨年比 -79）
＜会計＞
　愛媛大会のコンベンション協会の助成金申
請は，申請条件について確認し申請する．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮・内
藤）

（１）2/15にフォトコンの二次審査を行い，
受賞数等は以下のようであった．
　最優秀賞1点，優秀賞2点，ジオパーク賞1
点，日本地質学会会長賞1点，ジオ鉄賞1点，
スマホ賞1点，入選5点，佳作：10点

４．学術研究部会（岡田・山田）
（１）行事委員会（岡田）
 ・ 125周年記念札幌大会については，125記念

事業委員会の方針に基づき，窓口を一本化
して札幌の実行委員会と話を進めてゆく
こととする．

 ・ 東京大会の礼状：日本大学，応用地質，ダ
イヤコンサルタントに対して会長名での
礼状文提出の確認要請（関東支部）．

（２）国際交流委員会（井龍）
　特になし

（３）JIS，標準担当（中澤）
　JIS原案作成委員会を開催予定（3/16）

（４）その他

５．編集出版部会（中澤・田村・小宮）
（１）地質学雑誌編集委員会　（山路編集委員
長，中澤担当，代斎藤）　
１） 編集状況報告（2月28日現在）．
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 ・ 2017年投稿論文　17編［総説9（和文9）・
論説2（和文2）・報告2（和文2）・ノート1

（和文1）・巡検案内2］（昨年比?3）　
査読中：42，受理済み：17（うち特集号10）
 ・ 123巻2月号：論説3，報告1，講座1，　計60

ページ（2/22校了，3/2発送） 
 ・ 123巻3月号：論説3，報告1，計58ページ
（入稿中） 

２）125周年記念特集号の編集状況
（２）アイランドアーク編集委員会　（田村）　
１）編集状況
Vol．26 Issue1（2017年1月）：IGCP特集4編，
一般原稿1編
Vol．26 Issue2（2017年3月）：一般原稿6編

（計約60ページ）予定
２）オンライン投稿の状況
過去半年（2016．9．1 〜 2017．2．28）の投
稿数34件．うち新規投稿26件．
３）その他
　ワイリーへの業務委託に伴い，編集事務局
の連絡先変更を行った．新しい連絡先は以下
の通り．また，ニュース誌3月号およびgeo-
Flashで会員へ周知予定．
Island Arc Editorial Office　
c/o Wiley Japan
Frontier Koishikawa Bldg．， 4F 
1-28-1 Koishikawa， Bunkyo-ku ，Tokyo 112-
0002 Japan
Email: Island_Arc_editorialoffice@wiley．
com
Tel: （+81） 03 3830 1220  Fax: （+81） 03 5689 
7278

（３）企画出版委員会（小宮）
　特になし

６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木・辻森）　
 ・ 地質調査研修について：中止のお知らせを

HPに掲載（文案修正確認）し，徳橋会員
に感謝状を贈ることとした．

 ・ 街中ジオ散歩in Tokyo（5/14）「国分寺崖
線と玉川上水」準備状況について：国分寺
市及び小平市の後援を得た．広報を多摩地
域のタウン誌に掲載依頼中，募集は4月上
旬予定，抽選で当選者を決定する ．

７．ジオパーク支援委員会（平田）
　研究者人材育成を考慮し，地域内での地質
調査についての配慮を関係者に要請してい
く．

８．地学オリンピック支援委員会（平田）　
　特になし

９．地質災害委員会　（松田達）　
　熊本地震・１周年報告会（4/15　熊本県県
庁本館）へのポスター展示

10．地質技術者教育委員会（山本）
　竹内真司会員が新委員として加わることに
なった．2017年度から天野委員に代わって
JABEEを担当し，地質学会からのJABEE運

営委員として出てもらうことになった．

11．125周年記念事業実行委員会（緒方，渡
部）
　矢島委員長が出席の上，これまでの検討内
容等の報告があった．特に，9月の記念大会
の行事内容については，125委員会としての
計画案はないので，行事委員会，地元実行委
員会，国際交流委員会等で検討してほしい旨
要望があった．

12.　県の石支援委員会（辻森，代斎藤）
 ・ 支援活動報告：「ふしぎ発見！鳥取砂丘
（鳥取砂丘調査研究報告会）」（当会後援）
にて，辻森理事は県の石の講演を行った．
産総研地質標本館で「県の石」新春特別展

（当会後援）の開催　（1/17-2/26），　東北
大学総合学術博物館は企画展　県の石

（1/31-5/28）を開催中．

2016年度第9回執行理事会議事録

期　日：2017年4月1日（土）　13:00〜17:00
場　所：地質学会事務局
出席 者：渡部会長　山本副会長　松田副会長　

齋藤常務理事　安藤　緒方　杉田　内藤　
廣木　西　（事務局）橋辺　

欠席 者（委任状提出あり）：岡田　小宮　坂
口　田村　辻森（斎藤）　中澤　平田

（渡部）
　山田（渡部）
＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

10名，委任状8名，合計18名の出席． 
＊前回議事録の承認

Ⅰ　審議事項
１．2017年度事業計画骨子最終案（確認）
 ・ 最終原案について逐条を検討し，改訂箇所

を指摘・検討した．特に125周年記念事業
については，独立させて，代表的な事業を
列挙する．次回の執行理事会で確定のう
え，理事会に最終提案する．

２．2017年度予算案（西） 
 ・ 案を仔細に検討し理事会にかけることを

承認した．なお，ジオルジュの出版経費に
ついては，収支バランスの悪いことが憂慮
されており，2016年度においても改善は見
られないことから，次回執行理事会で担当
理事から説明を受け，今期あるいは今後の
出版の可否を検討することとした．

 ・ Island Arc事務をWileyに外部委託した経
緯，それによる編集経費の減収とロイヤリ
ティーの増額については，理事会への説明
資料を準備する．

３．RFG2018 へのセッション提案について
（学術会議IUGS分科会会長松本良氏から）
 ・ 理事会で紹介し，提案を呼びかける．geo-

Flashで情報提供し，websiteにリンクを入
れる

４．巡検の車両利用について，会員への周知
文案
 ・ 学会行事として行う巡検におけるレンタ

カー使用について前回に続き意見交換し
た．愛媛大会からは，営業車での巡検が成
立しないコースについては，中止もやむを
得ないこととする．中止が決定した場合に
は参加申込者通知し，HP，News誌等でも
早急に中止の広告を行い周知する．愛媛大
会のLOCにはこのことの確認を徹底し，
総会でも紹介することにする．

５．理事会への対応
 ・ 配布資料等の確認をした．
 ・ 名誉会員の推薦（3名）資料
 ・ 各賞選考委員会の選考資料
 ・ 事業計画骨子案の最終版
 ・ 2017年度予算案
 ・ Island Arcの編集業務委託関する報告資料
 ・ 125周年事業に関する報告資料，収支概要

説明資料
 ・ 行事委員会関連資料
 ・ 地学オリンピックの報告書類
 ・ 地質調査研修の件
 ・ RFGセッション提案案内
 ・ 夢基金及び科研申請の結果通知が間に合

えば報告

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
１） 「原子力総合シンポジウム2017」（福島

原発事故と環境影響，原子力利用の将
来像などをテーマの予定，2017/06/08
開催）の共催に絡み，運営会議に参加
要請があった．緒方理事が出席し，共
催の諾否についてはそのうえで決める
こととする．

２） JSTの「科学技術コミュニケーション推
進事業，未来共創イノベーション活動
支援」への申請についてGSJから地質学
会を共創機関として申請したいとの依
頼があり，承認した．

２．運営財政部会：総務委員会  （緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞
１） 第12回「科学の芽」賞（8/20-9/30）の

後援依頼を承諾
２） 日本学術振興会より「育志賞」候補者

の推薦依頼，4/1現在34歳未満，5/1現
在博士後期課程在学者，受付期間6/5-6-
9，学会〆切5/15

　　←　News誌，geo-flash，HP　に掲載
３） 日本学術振興会より「若手研究者海外

挑戦プログラム」の募集，3か月〜1年
程度の海外研究，募集期間5/15-19，博
士後期課程在学者，連続3か月以上海外
滞在研究経験のない者

　　←　News誌，geo-flash，HP　に掲載
４） 山田科学財団：2020年開催予定国際学

術集会への助成，募集期間2017/04/1-
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2018/02/23
　　←　News誌，geo-flash，HP　に掲載
５） 藤原科学財団：藤原セミナー（学問的に

は国際的水準の高いもので，基礎的なも
の）の募集，2018/1〜2019/12までの開
催のものが対象．申請受付4/1〜7/31，
学会〆切6/30

　　←　News誌，geo-flash，HP　に掲載
６） 石油資源開発㈱国内天然ガス供給事業の

推進強化のため組織変更の挨拶　
＜会員＞　
１．今月の入会者（6名）
 ・ 2016年度からの入会（学部割1名）：中西啓

祐
 ・ 2017年度からの入会
 正会員（1名）：吉岡　崇
 院割（3名）：小藤徹也，池口直毅，佐藤ひ

かる
 学部割（1名）：友直由衣
２．今月の退会者・除籍者（160名）につい
て一覧を回覧した．
 退会者（96名）正会員：89名，正（院割）

会員：7名
 除籍者（64名）正会員：63名，正（院割）

会員：1名　
３．今月の逝去者　（正会員1名）
　宮﨑　浩（3月2日）
４．2017年3月末日会員数
 賛助：27，名誉：56，正会員：3560（正会

員： 3375，正（院割）会員：166，正（学
部割）会員：19）合計 3643（昨年比 -64）

＜会計＞
 ・ 愛媛大会に際し，松山コンベンション観光

協会へ70万円の助成金を申請した．ただ
し，正式な助成金額は決算の状況によって
決定するとのこと．

 ・ 2017年度予算案：前回，いろいろ意見が出
たが，名簿及びジオルジュはこれまで通り
発行の前提で予算立てをした．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮・内
藤）

４．学術研究部会（岡田・山田）
（１）行事委員会（岡田）
（２）国際交流委員会（井龍）
 ・ 10/25（水）-28（土）大韓地質学会大会
（済州市）への招待．会長（代理？），井龍
が参加

（３）JIS，標準担当（中澤：代斎藤）
 ・ 地質図に関するJIS原案作成委員会報告：3

月16日午後，経済産業省別館1F共用会議
室においてJIS A0204，0205の改正案に関
わる原案作成委員会が開催された．冒頭，
地質学会推薦委員の宮下氏が同委員会の委
員長に選出された．変更点はおおむね産総
研の提案通り了承されたが，一部承認が得
られず，産総研側が改善案を再提案し，メ
ール審議での承認を目指すことになった．

５．編集出版部会（中澤・田村・小宮：　代
斎藤）

（１）地質学雑誌編集委員会　（山路編集委員
長，中澤担当，代斎藤）　
1）編集状況報告（3月27日現在）．
 ・ 2017年 投 稿 論 文　27編［ 総 説10（ 和 文

10）・論説6（和文6）・報告4（和文3，英文
1）・ノート1（和文1）・講座1（和文1）・巡
検案内5］

 ・ 査読中：42，受理済み：17（うち特集号
10）

 ・ 123巻3月号：論説3，報告1，計59ページ
（3/29発送済み）

 ・ 123巻4月号：125周年記念特集号「深海掘
削計画（IODP）と深部掘削船「ちきゅう」
10年の成果ⅠおよびⅡ」総説5，約78ペー
ジ（校正中）

2）125周年記念特集号の刊行状況（3/29現
在）
 ・ 投稿・編集状況が遅れているので，編集委

員長より各世話人に督促を行った．今後は
編集委員会で出版計画（掲載号）を立て，
世話人へ具体的なスケジュールの通知と
ともに督促をおこなう予定．

（２）アイランドアーク編集委員会　（田村）　
１）編集状況
 Vol.26 Issue2（2017年3月）：一般原稿6編
 Vol.26 Issue3（2017年5月）：井龍特集号5

編，一般原稿6編 （計約88ページ） 予定
２）オンライン投稿の状況
 過去半年（2016.10.1 〜 2017.3.28）の投稿

数33件．うち新規投稿23件．
（３）企画出版委員会（小宮）

６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木・辻
森）
 ・ 2017年度サマースクール（8/9-10，熊本県

益城町）の開催準備状況についての報告　

７．ジオパーク支援委員会（平田）
　特になし

８．地学オリンピック支援委員会（平田）
 ・ 第10回国際地学オリンピック大会（三重）

の報告書，解説DVDの送付があり，回覧
した．

 ・ 第11回国際地学オリンピック大会（フラン
ス）への派遣代表者，高校3年生4名が決定

 ・ 街中ジオ散歩の準備状況報告

９．地質災害委員会　（松田達生）　
 ・ 第1回防災推進国民大会実施報告書（2016）

を回覧

10．地質技術者教育委員会（山本）
　特になし

11．125周年記念事業実行委員会（緒方，渡
部）
 ・ 記念表彰委員会を構成して表彰者を選考

する予定（表彰は2018年5月の式典）
 ・ 125周年記念大会（札幌）の日程および行

事内容をLOCとの間で確認の必要がある．

特に，記念事業実行委員会では，記念大会
として，海外の学術交流協定締結学会から
の代表を招待し，各海外学会の招待者から
何らかの招待講演を頂くことを想定して
おり，LOC，国際交流委員会，記念事業
実行委員会での情報共有・検討が必要であ
る．

 ・ 記念事業寄付の進行状況および会員への
寄付呼びかけについて確認し，愛媛大会時
に寄付受付ブースを設けることが，本執行
理事会で提案された．

12．県の石支援委員会（辻森）
 ・ 記念出版（2017年度内の出版目標）の原稿

執筆依頼は，井龍理事によって進んでいる
状況．

13．地球惑星科学連合の学協会会議の参加報
告
 ・ 学協会長会議規則について，理事会に地質

学会からの意見が紹介された．
 ・ 今後各意見について検討する旨が報告さ

れた．

2016年度第10回執行理事会議事録

期日：2017年4月8日（土）10:30〜12：00
場所：北とぴあ　901会議室
出席 者：渡部会長　山本副会長　松田副会長　

齋藤常務理事　安藤　緒方　岡田　小宮　
杉田　辻森　内藤　中澤　西　平田　山
田，向山議長　佐々木副議長　（事務局）
橋辺　

欠席 者（委任状提出あり）：坂口　田村　廣
木

＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
16名，委任状3名，合計18名の出席． 

＊ 前回議事録の承認

Ⅰ　審議事項
１．巡検の車両利用について，高木弁護士の
修文済み会員への周知文案（杉田）
 ・ 現在計画あるいは実施予定の行事につい

ては，検討中の車両使用のガイドラインを
示し，計画の再検討を要請する． 

 ・ 規則とするまでにはないが（細則の下程
度），この周知文案を理事会に諮り，問題
の認識を共有して，今期の年会，今後の巡
検等を実施する場合の指針とする．

２．熊本地震1周年の声明発表について（前
震4/14，本震4/16）（渡部・松田）
 ・ 坂口理事からの提案及び文案を受け，3役

で修文した文案を検討した．理事会に報告
した上でプレス発表することとした．

３．2018年度の総会日程の検討：125周年記
念式典との関係（緒方，佐々木）
 ・ 記念式典（5月下旬）の日程に絡んで，125
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委員会から出ているいくつかの総会の日程
案について，佐々木理事からの説明を受
け，検討した． 特に改選後の理事会開催
もあるので，連合の日程（5/20-24）も考
慮しつつ，会場確保等についても話し合っ
た．理事会においても要検討とした．

４．国交省の「地下空間の利活用に関する安
全技術の確立に関する小委員会」からのアン
ケート（緒方）
 ・ 向山理事・緒方理事が作成した案を検討・

修正の上，至急提出することとした．
５．理事会審議事項最終案及び議事運営
 ・ 報告事項・審議事項については，議事次第

にしたがって担当，資料，内容を確認し
た．

 ・ 行事委員会の大会準備状況について，特に
2018年学術大会（札幌）の日程に関連する

情報交換を行った．
 ・ ジオルジュ出版の収支状況と今後の発行

についての検討は，坂口理事が交通の影響
で急きょ欠席となったため，問題点を簡単
に報告する．

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
１） 科研費が採択され助成金が内定．金額

140万円（申請150万円）．市民講演会
「地質学を活用して地域イノベーション
を共創しよう」及び「地質情報展2017
えひめ」

２） 子ども夢基金（JST）の助成金が採択さ
れ助成金が内定．金額1002万円（申請
1000万円）．同助成区分では10/35件採
択．「ボクたちの“足もと”から地球の

ことを知ろう　〜地層と地形が教えて
くれるボクたちのルーツとミライ〜」

２．運営財政部会：総務委員会（緒方・西）　　
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞　
１） ㈱ダイヤコンサルタント新役員の挨拶

状（社長 野口康彦氏ほか）
<会員>
１．今月の入会者（1名）
　正会員〔1名〕：末永仁良 
２．今月の退会者（正会員　2名）
　磯村智香子，鹿野勘次
３．今月の逝去者（正会員　1名）
梶間幹雄（2015年10月7日逝去）・中川　洋

（逝去日確認中）

訃　報

次の方々が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

名誉会員　相原安津夫（4 月 30 日） 正会員　梶間　幹雄（2015 年 10 月 7 日）
 　　　　小池美津子（2016 年 4 月 28 日）
 　　　　堀井　　篤（2016 年 8 月 21 日）
 　　　　宮﨑　　浩（3 月 2 日） 
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C A L E N DAR
2017. 5 ～

　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
5月　May
★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
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
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
ht tp : / /www.geo soc i e ty . j p /ou t l i n e/
content0019.html

2017年度資源地質学会年会
6月21日（水）〜 23日（金）
会場：東京大学 本郷キャンパス 小柴ホール
＊国際シンポジウム「The Japanese Porphyry 
Copper Enigma」
21日（水）13:00 〜 18:00
//www.resource-geology.jp/events/#p221

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/

（後）「青少年のための科学の祭典」
2017全国大会
7月29日（土）〜 30日（日）
会場：科学技術館（千代田区北の丸公園2-1）
http://www.kagakunosaiten.jp/

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
（共）2017年度日本地球化学会第64回
年会
9月13日（水）〜 15日（金）
会場：東京工業大学・大岡山キャンパス
講演申込：6月13日（火）〜 7月13日（木）
14時締切．
http://www.geochem.jp/meeting/index.
html

○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：愛媛大学城北キャンパス（松山市文京）
講演申込締切：7 月 5 日（水）18時

（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
発表要旨締切：6月15日（木）
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

第71回日本人類学会大会
11月3日（金）〜 5日（日）
会場：東京大学本郷キャンパス
講演申込締切：8月21日（月）
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/
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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．

最新号（2017前期号）発行！
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