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～ようおいでたなもし，四国地質お遍路の旅へ～
日本地質学会第124年学術大会（愛媛大会）

2017年9月16日（土）～18日（月・祝）
会場：愛媛大学 城北キャンパス

◆ 巡検の申込はお早めに
参加申込締切（8/21）まではまだ時間がありますが，既に定員に達したコースや，まもなく定員に達するコースがあります．巡検へ
参加希望の方は，お早めにお申込下さい．大会HPに，巡検各コースの申込状況を掲載しています（随時更新）．ご参考にして下さい．

◆ 講演要旨集は事前予約をお願いします
　参加登録費が発生する方（正会員や院生割引会費適用正会員等）には，必ず講演要旨集が 1冊付きますが，参加登録費が 0 円（無料）
の方（非会員招待講演者，名誉会員，50年会員，学部学生割引会費適用正会員）には要旨集は付きません．要旨集の当日販売もあり
ますが，ここ数年，当日販売分が売り切れてしまうことが多く，購入いただけないケースもあります．参加を予定されている方や要
旨集を購入希望の方は，事前参加登録または要旨集の予約購入申込をお願い致します．

◆ 事前参加登録（振込）の方は，お早めにご入金下さい
　事前参加登録者へは，大会前に予約確認書，クーポン（懇親会とお弁当の申込者のみ）等を発送します．発送時点で入金確認が取
れない場合は，未入金と記載した確認書のみをお送りします（請求金額は “当日受付” の金額に変更になります）．期日までにご入金
をお願い致します．

事前参加登録締切
（郵送・FAXの場合　8月14日（月）必着）
8月21日（月） 18時

　緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために，災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介
などの「緊急展示コーナー」を設けます．ポスター展示を希望する方は，8 月 31 日（木）までに次の内容を下記申
込先にご連絡ください．緊急展示は，正式な学会発表と同じく，コアタイムの時間帯が設けられす．優秀ポスター
賞へのエントリーも可能です．また他の要旨と同様に大会後 J-STAGE 上で公開されます．発表における 1人 1 題の
制約は及びません．コアタイムの日程については著者希望を優先します（ただし既にセッションでポスター発表を
予定されている場合は，同日でのコアタイムは設定できません）．

1）発表要旨 PDF（ニュース誌 5 月号参照）　2）緊急展示の必要性　3）発表代表者と連絡先　4）希望枚数（1 枚：
幅 90×180cm）　5）優秀ポスター賞へのエントリーの有無　6）コアタイムの日程希望など展示に関わる要望（2～
6の様式は自由）

　大会実行委員会と行事委員会が協議の上，採択可否の判断を致します．展示方法やコアタイム等の希望にはでき
るだけ応えるようにしますが、最終的には大会実行委員会の指示に従ってください．

申込先：<main@geosociety.jp>

緊急展示の申込について

緊急展示申込締切 8月31日（木）

https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
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一般社団法人日本地質学会
2017年度総会議事録

　以下のとおり，2017年度定時社員総会を開
催した．

日時　2017年5月20日（日）12：30 〜 13：30
会場　幕張メッセ国際会議場３F　302会議室

○�　総会開催にあたり本日出席の代議員か
ら，議長として道林克禎氏を，副議長とし
て山口飛鳥氏を選出した．

○�　議長は審議開始に際し，本日出席の代議
員から書記として小松原純子氏ならびに細
井　淳氏を，また，議事録署名人として同
二人を指名した．

　議長は，本日の出席者数を確認し，総会定
足数である代議員の過半数56名をこえる出席
者があるので成立している旨宣言し，議事に
入った．

　代議員（＝社員）総数　　　　111名
　　　　　　　　　議決権総数　111個
出席者数（委任状32，議決権行使者36含む）
　　94名　　この議決権総数　94個
出席役員　代表理事（会長）：渡部芳夫
　　理事（副会長）：松田博貴　山本高司

理事：天野一男　安藤寿男　緒方信一　
笠間友博　狩野彰宏　清川昌一　齋藤　
眞　坂口有人　澤口　隆　菖蒲幸男　杉
田律子　竹下　徹　田村嘉之　内藤一樹　
中澤� 努　仲谷英夫　西　弘嗣　楡井　
久　平田大二　福冨幹男　星�博幸　保
柳康一　松田達生　向山�栄　矢島道子　
山田泰広

監事：藤本光一郎　以上　理事29名，監事1名

第1号議案　2016年度事業報告・2016年度決
算報告
１�）齋藤常務理事から資料にもとづき2016年

度の事業報告があり，特に事業計画に照ら
し合わせ2016年度の実績の概要について，
詳細な報告がなされた．
　なお，2016年5月以降2017年4月末までに
逝去された会員および今年度において逝去
が判明した会員11名（うち名誉会員2名）
に対し，黙祷を捧げた．
　本議案については，特に質疑応答はな
く，全会一致で本議案は承認された．

２�）会計担当の西理事から2016年度決算につ
いて報告があった．2016年度の決算は約
104万円の赤字となったが，これは会計処
理上，未払金（2016年度内に支払事由が発
生したもの）を一括精算したためであり，
未払金の精算を除くと単年度の収支バラン

スとしては問題がないとの説明がなされ
た．
　その後，藤本監事より会計監査の実施報
告があった．会計事務は適正に処理されて
いるとの報告があった．なお，職員の退職
引当金について，現時点では充足されてい
るが，今後は勤務年数に応じた増額に対応
しているかの確認が必要であるとの付帯意
見の説明がなされた．
　なお，会場より，決算報告にはもっと時
間をとって説明するように考慮して欲しい
との意見があった．
　本議案に対する議決権行使書のうち保留
が2個あったが，議場出席者から特に質疑，
意見は無く，賛成多数で本議案は承認され
た．

第2号議案　2017年度事業計画
　渡部会長より，2016年度の本学会の事業成
果を踏まえた2017年度の事業計画の基本方針
が示された．
　本議案について，議決権行使書のうち，反
対１個，保留１個があったが，議決権行使書
の反対については理由が不明であり，会場か
らは特に質疑はなかった．本議案は賛成多数
で承認された．

第3号議案　2017年度予算案
　西理事より資料に基づき，2017年度の予算
案について説明がなされた．
　本議案については，議決権行使書の反対１
個，保留１個があったが，会場から誤字の指
摘があったのみで，特に質疑，意見はなく，
本議案は賛成多数で承認された．

第4号議案　選挙規則の改正
　齋藤常務理事より，理事の欠員補充に関す
る選挙規則の改正の主旨および，それに伴う
選挙規則の改正点について説明がなされた．
　本議案について，議決権行使書の保留１個
があったが，特に会場から質疑，意見はな
く，本議案は賛成多数で承認された．

第5号議案　名誉会員の選出
　山本副会長より，候補者3名について紹介
があった．
　本議案について特に質疑，意見はなく，本
議案は全会一致で承認された．

　審議を終了した後，渡部会長の挨拶と，
125周年記念事業準備委員会の矢島委員長か
ら記念事業への寄付協力のお願いがあった．
　以上をもって，議長は閉会を宣言した．

2017年5月20日

　以上，決議を明確にするためこの議事録を
作成し，議長，副議長および出席代議員，理
事がこれに記名，押印する．

一般社団法人日本地質学会2017年度総会
総会　議長　道林　克禎
総会副議長　山口　飛鳥

議事録署名人
代議員　小松原純子
代議員　細井　　淳

代表理事　渡部　芳夫
理事　齋藤　　眞

理事の欠員補充に関する
選挙規則の改正

改正の主旨
現行，理事の辞任等による欠員の補充につい
ては，選挙規則第5条10項で補充のルールが
定められている．欠員が出て補欠を充当する
場合には，理事の改選時と同様に総会での選
任が必要となる．定時総会にタイミングが合
えばよいが，このためだけの臨時総会となる
と，事務手続きを含め負担が大きい．選挙規
則第5条8項の規則を改正し，欠員の補充が容
易となるよう備える．また，次点候補者の決
定に不在が起きないように，特に支部関係の
候補者は，複数の候補者が立つよう周知した
い．
＊�選挙規則改正：理事会で議決し，総会で報

告し承認を求める．

選挙規則
＜現行＞

（役員選挙）
第5条　役員選挙は理事及び監事を選出する
ものとし，代議員による無記名投票により，
理事は2年ごと，監事は4年ごとに全定数を改
選する．
〜　省略
8　選挙管理委員会の報告を受けた総会にお
いて役員選挙結果は確定する．
〜　省略
10　理事が任期中に何らかの理由で欠員とな
った際には，地方支部区選出理事の補充に際
しては次点者，全国区選出理事の補充に際し
ては付表所属別定員充足数を満たす次点得票
者を繰り上げる．次点者が存在しない場合に
は欠員とする．
＜改正＞
8　選挙管理委員会は，当選者とともに順位
を付けた補欠者を決定し，総会に報告する．

一般社団法人日本地質学会2017年度総会議事録
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2016年度事業経過報告

１．報告事項
１）会員の動静
　2017年4月末現在の会員は，賛助会員27社，
名誉会員56名，正会員3572名（うち院生割引
118名， 学 部 割 引4名 ）， 会 員 総 数3655名，
2016年4月末と比べて54名の減少であり，そ
の内訳は次のとおりである．

入�会者：134（賛助　0社，正会員　134名
〔うち院生割引　81名，学部割引　14名〕）

退�会者：113（賛助　0社，正会員　113名
〔うち院生割引　7名，学部割引　0名〕）

除�籍者：64（正会員64名〔うち院生割引�
1名〕）

逝�去者：11（名誉会員1名，正会員10名）
名�誉会員：倉沢　一（2016/11/13）　正

会員：梶間幹雄（2015/10/7），山形　
理（2016/1/22），加藤萬太郎（4/15），
小池美津子（4/28），上砂正一（6/7），
鈴木一久（7/13），堀井　篤（8/21），
鈴木和博（10/15），宮﨑　浩（2017/3/2），
中川　洋（逝去日不明）

２�）学会運営に関する諸集会及び委員会等の
活動

＜2016年度定時総会＞
日時：2016年5月21日　14：15〜15：15
会場：北とぴあ　第2研修室
議�決権のある社員総数　121名（定足数：

61名），議決権の数　121個
　　出�席社員数（委任状および議決権行使

書提出者を含む）96名，
　　議�決権の総数　96個，出席理事　32

名，出席監事　2名
審�議事項：１）2015年度事業報告・決算報

告，２）代議員および理事選挙結果報
告，３）2016年度事業計画，４）2016年
度予算案，５）名誉会員の選出　いずれ
の議案も賛成多数で承認．

＜委員会等の開催＞
�・�執行理事会（10回）議事内容，報告等につ

いては，随時HP,ニュース誌に掲載
�・�理事会（4回）議事内容，報告等について

は，随時HP,ニュース誌に掲載
�・�その他委員会（メールによる会議を含め，

随時開催）

３）学会の行事・事業
１．日本地質学会第123年学術大会
　会期：2016年9月10日〜12日
　会場：日本大学文理学部
　参加者：1,009名（会員821名，非会員188名）

�・�一般発表：560件（口頭319件，ポスター
241件）

�・�シンポジウム：2件（口頭20講演）
�・�アウトリーチセッション：ポスター 2件
�・�優秀ポスター賞の授与：13件
�・�巡検：実施7コース
�・�ランチョン：専門部会を中心に11件
�・�夜間小集会：13件

�・�若手会員のための業界研究サポート
（9/11）：参加企業・団体：9社

＜日本地質学会各賞の授与式・記念講演会＞
日時：9月10日（土），会場：百周年記念会館
�・�来賓挨拶　加藤直人氏（日本大学文理学

部長）
�・�日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ：

野田博之氏（京都大学防災研究所）「構
造地質学における概念的断層モデルの数
理モデルとしての具体化に向けて」

�・�日本地質学会国際賞受賞記念講演：Prof.
Roberto�Compagnoni氏（トリノ大学）

「Lithostatic� pressure� vs .tectonic�
overpressure:�a�geological�conundrum?」

�・�日本地質学会賞受賞記念講演：荒井章司
氏（金沢大学理工研究域）「マントル物
質と地質学」

＜年会関連行事＞
�・�地質情報展2016とうきょう−首都を支え

る大地のしくみ−�2016年9月10日〜12日,
参加者：1,000名

�・�市民講演会「ジオハザードと都市の地質
学」9月11日，参加者:180名，講師：高
橋正樹，千葉達郎

�・�地学教育委員会：小さなEarth�Scientist�
のつどい〜第14回小・中・高校生徒地学
研究発表会：9月11日，参加校16校，25
件，うち2件に優秀賞を，4件に奨励賞を
授与．第15回理科教員対象巡検（地学教
育・アウトリーチ巡検）：10月1日，「Iコ
ース：千葉市の昔の海岸線を歩く」案内
者：米澤正弘，加藤　潔．参加者18名．

２．地質の日ほか，本部イベント
�・�街中ジオ散歩�in�Tokyo「国会議事堂の石

を見に行こう」徒歩見学会（日本応用地質
学会との合同主催行事）：2016年5月14日，
参加者50名，講師：乾　睦子，中澤　努

�・�第7回惑星地球フォトコンテスト表彰式：4
月23日（土），地質標本館，審査委員長：
白尾元理

�・�惑星地球フォトコンテスト入賞作品巡回展
示（2016年4月〜2017年3月）：地質標本館　
4月19日（火）〜5月22日（日）［第7回入選
作品］／ Gサミット2016（日比谷公園みど
りのiプラザ）　5月31日（火）〜6月15日

（水）［第7回最優秀作品］／銀座プロムナ
ードギャラリー　6月11日（土）〜25日

（土）�［第7，8，9回入選作品］／ NPC日本
印刷（株）1階ギャラリースペース　8月2
日（火）〜12日（金）［第7回入選作品］／
第123年学術大会（地質情報展会場，日本
大学文理学部）9月10日（土）〜12日（月）

［第7回入選作品］／あいちサイエンスフェ
スティバル　2016年9月17日（土）〜11月6
日（日）［第7回入選作品］

３．創立125周年記念事業
�・�記念ロゴマークのデザインの公募（2016年

5月〜7月締切．会員または会員の家族限
定）．学会HP上での投票による一時選考，

選考委員会による二次選考を経てロゴデザ
イン（最優秀賞:千徳明日香会員，優秀賞：
西田�梢会員）を決定．

�・�記念ロゴマークシールを作成．
�・�記念ポスターを作成．
�・�記念出版物の発行予定．
＊�「社会と地質学（仮題）」，ベレ出版，2017

年8月発行予予定．
＊�「県の石」，文一総合出版，2018年4月発行

予定．
�・�創立125周年に向けてのアクションプラン，

寄付のお願い，記念ロゴ完成のお知らせを
News誌（2017年1月号），HPに掲載．

�・�125周年記念特集号の刊行スケジュールの
整理･原稿受付（123巻4号〜順次掲載）．

４．地質調査研修
研修地域：「千葉県君津市及びその周辺地域

（房総半島中部域）」
秋季：11/14（月）〜11/18（金）
参加者：6名
共催：�産業技術総合研究所地質調査総合セン

ター
講師：�徳橋秀一，細井　淳（産業技術総合研

究所）
＊�本研修事業は学会事業全体の見直しのた

め，本年度をもって中止とした．

５．地質学者に答えてもらおう（2012年3月
〜運用開始）
運用開始からの質問件数の総数は123件（う
ち，2016年度中に届いた質問は28件）．これ
までの質問の主なものとその答えは学会HP
にて公開中．

４）出版物の刊行
＜地質学雑誌＞
�・�122巻4号（2016年4月）〜123巻3号（2017年

3月）を刊行した．総ページ数は719ページ．
＜日本地質学会ニュース＞
�・�19巻4号（2016年4月）〜20巻3号（2017年3

月）を発行した．総ページ数は372ページ．
＜Island�Arc＞
�・�Island�Arc�編集委員会の編集により，Wiley

社よりVol.25,�Issue�2〜Issue�4，Vol.26,�Issue�
1�を刊行した．総ページ数は427ページ．

＊2017年2月から編集事業をWiley社へ委託
した．

＜ジオルジュ＞
�・�前期号（2016年5月），後期号（同年11月）

各20ページを発行．
＜その他＞
�・�「海洋底科学の基礎」（共立出版）2016年9

月15日発行．
�・�「フィールドジオロジーシリーズ　電子書

籍版」（共立出版）を発行．

５）関連外部委員会への協力
　下記の関連外部委員会等に対して本学会か
ら選出された委員を通じて，これまでに引き
続きそれぞれの活動，関連学会の発展と連携
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に協力した．
　日本地球惑星科学連合：評議員（渡部芳
夫），連絡委員（緒方信一）,プログラム委員

（沢田　健，小宮　剛），ダイバーシティ推進
委員会（宮下由香里）,環境・災害対応委員
会-災害の委員（川畑大作），環境・災害対応
委員会-環境の委員（小荒井　衛）,ジャーナ
ル企画経営委員（井龍康文），ジャーナル編
集委員（ウォリス　サイモン），自然史学会
連合（斎木健一），地質技術者教育委員

（CPD：山本高司，JABEE運営委員：天野一
男），地質の日事業推進委員会（委員長：平
田大二，副委員長：中澤　努），アイソトー
プ・放射線研究発表会運営委員会（運営委
員，小宮　剛），日本ジオパーク委員会（委
員　平田大二），（NPO）地学オリンピック
日本委員会広報小委員会（坂口有人），放射
性廃棄物の地層処分技術WG（委員，渡部芳
夫），地震火山サマースクール運営委員（柴
田伊廣），防災学術連携体連携委員（齋藤　
眞，松田達生），日本学術会議若手科学者ネ
ットワーク（辻森　樹）など．

６）その他報告事項（主に他学協会との共
催・後援，協賛行事など，開催時期に関わら
ず2016年度内において承認したもの）※その
ほかはNews誌，HPに掲載の執行理事会議事
録，理事会議事録参照．

＜他学協会の後援など＞
�・�神奈川県立生命の星地球博物館特別展
「Minerals� in�the�Earth−大地からの贈り
物−」（7/16-11/6）の後援．

�・�藤原ナチュラルヒストリー振興財団「神戸
シンポジウム―ナチュラルヒストリーこれ
までの貢献と今後への期待」（兵庫県けん
みんホール，10/22）の後援．

�・�㈱リバネス“サイエンスキャッスル実行委
員 会 ”「 サ イ エ ン ス キ ャ ッ ス ル2016」

（12/11-12/24の間，4ブロックで開催）の
後援.

�・�新潟大学旭町学術資料展示館企画展示 ｢ジ
オパークの石ころ｣（7/13-8/27）の後援．

�・�蒲郡市生命の海科学館企画展示「第7回惑
星地球フォトコンテスト入賞作品展」の共
催．

�・�こどものためのジオカーニバル企画委員会
（代表者：廣木義久），第17回子供のための
ジオカーニバル（11/5-6，大阪市）の後援．

・�日本地学オリンピック委員会より，平成28
年度活動支援への協賛．

�・�日刊工業新聞主催「2016土壌・地下水環境
展」（10/19-21，土壌環境センター）の協
賛．

�・�第7回日本ジオパーク全国大会「日本ジオ
パーク伊豆半島大会」（10/10-12，静岡県
総合コンベンション施設�プラサ�ヴェルデ
ほか）の後援．

�・�ゼオライト学会「第32回ゼオライト研究発
表会」（12/1-2）の協賛．

�・�第14回 高 校 生 科 学 技 術 チ ャ レ ン ジ

（JSEC2016）の後援（作品募集期間：9/1-
10/3）．

�・�経済調査会「地質調査要領説明会（全地連
主催）」の後援．

�・�日本アイソトープ協会「第54回アイソトー
プ・放射線研究発表会」（2017/7/5-7，東
京大学弥生講堂）の共催（運営委委員：小
宮　剛理事）．

�・�地質汚染-医療地質-社会地質学会「第26回
環境地質学シンポジウム」（11/25-26，日
本大学文理学部）の共催．

�・�国際会議「第4回Slope�Tectonics」（実行
委員長：千木良雅弘，2017/10/14-18，京
都大学）の後援．

�・�鳥取砂丘再生会議「ふしぎ発見！鳥取砂
丘」（2017/1/21）の後援．

�・�地質標本館新春特別展「ふるさとの新たな
主役県の石」（2017/1/17-2/26）の後援．

�・�科学教育研究協議会「第64回全国研究大
会」（2017/8/7-9，広島市）の後援．

�・�大阪市立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（2017/4/22-6/4，
同時開催）の後援．

�・�三浦半島活断層調査会「城ヶ島観察会：深
海から生まれた城ヶ島」（2017/5/21）の後
援．

�・�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」（2017/4/27）の後援．

�・�日本粘土学会「第61回粘土科学討論会
（2017/9/25-27，富山大学）の共催．

�・�ジオ神奈川（代表：蟹江康光），観察会
「城ヶ島と三崎の地盤隆起−1923年大正関
東地震の地殻変動」（2017/5/13）の後援．

�・�朝永振一郎記念第12回「科学の芽」賞（作
品募集期間：2017/8/20-9-30，筑波大学）
の後援．

�・�日本科学技術振興財団「青少年のための科
学の祭典2017」（2017/6/10-2018/2/18，全
国70会場）の後援．

�・�日本地球化学会「第64回年会」（2017/9/13-
15，東京工業大学・大岡山キャンパス）の
共催．

＜他学協会などへ依頼＞
�・�第123年学術大会：東京･桜上水大会の巡検
（プレ：9/9，ポスト：9/13-14（または
15），会期外：10/1）について，関連学協
会15団体に協賛を得た．

�・�「2016年秋季地質の調査研修」（11/14〜
11/18実施）について，産業技術総合研究
所の共催を得た．

�・�第8回惑星地球フォトコンテストについて，
下記の後援および協賛を得た．（　）は拠
金額．

� 後援：日本ジオパークネットワーク（3万
円），深田研ジオ鉄普及委員会（1万円）

� 協賛：株式会社ウィンディーネットワーク

（5万円）
�・�第124年学術大会：愛媛大会のセッション

共催：堆積地質部会に関わる4セッション
について，日本堆積学会，石油技術協会探
鉱技術委員会と日本有機地球化学会の共催
を得た．

� R9：堆積物（岩）の起源・組織・組成／
R10：炭酸塩岩の起源と地球環境

� R11：堆積過程・堆積環境・堆積地質／
R12：石油・石炭地質と有機地球化学

�・�第３回西日本地質講習会（CPD講習会）
（講演会：2017/5/17（水），巡検：2017/5/18
（木），山口大学）：西日本支部が山口大学
理学部地球圏システム科学科との共催を得
た．

７）支部の活動
＜北海道支部＞
１．支部例会・例会
�・�例会（個人講演会および招待講演会，「県

の石（北海道）」決定記念講演会）（6/11，
北海道大学理学部）．個人講演10件，招待
講演1件，参加者42名．招待講演：「これま
での制御震源探査データの再解析による日
高衝突帯構造の新知見」講演者：岩崎貴哉
氏（東京大学地震研究所・教授）．

�（例会後）「県の石（北海道）」決定記念講
演会．講演者：新井田清信（北大総合博物
館，ジオラボ「アポイ岳」所長），中川　
充（産業技術総合研究所・北海道センター
産学官連携推進室�総括主幹）．

�・�総会（2017/3/11）於北海道大学理学部．
参加者19名．

２．「地質の日」記念展示
北海道のジオパーク−地球の営みを体感する
−（4/26〜6/5，札幌市資料館）．「地質の日」
展示実行委員会主催．北海道大学総合博物
館・日本地質学会北海道支部・産総研地質調
査総合センター・道総研地質研究所・北海道
博物館・札幌市博物館活動センター・小樽市
総合博物館・北海道地質調査業協会との共
催．北海道教育委員会・札幌市教育委員会の
後援．洞爺湖有珠山ジオパーク・アポイ岳ジ
オパーク・白滝ジオパーク・三笠ジオパー
ク・とかち鹿追ジオパーク・十勝岳ジオパー
ク（美瑛・上富良野エリア）構想・カムイの
大地ジオパーク構想・小樽軟石研究会・
NPO法人自然教育促進会などの協力．資料
館来場者：18,313名．
３．北海道地質百選
�・�「北海道自然探検　ジオサイト107の旅」
（北海道大学出版会）を出版．日本地質学
会北海道支部監修．石井正之・鬼頭伸治・
田近�淳・宮坂省吾　編著．

�・�出版記念シンポジウム「北海道自然探検�
ジオ（大地）の魅力がいっぱい!」（12/3，
北海道大学理学部）．北海道大学出版会，
北海道大学総合博物館，札幌市博物館活動
センター，北海道地質調査業協会，日本応
用地質学会北海道支部，地学団体研究会北
海道支部の後援．参加者：シンポジウム40
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名，祝賀会20名．
４．地質巡検
�・�春の日帰り巡検：裏山の地質災害（サッポ

ロ巡検）�〜『豊平川の洪水痕跡と150年前
の旧河道』（6/12，見学コース：南19条大
橋下流，幌平橋，南大橋の上流，南7条大
橋，豊平橋，埋立てられた豊平橋左岸，渡
し守の住んだ自然堤防，大通東5〜7丁目付
近，大通東8丁目）．参加者15名．

�・�秋の巡検および講演会：三笠巡検〜『三笠
ジオパークと蝦夷層群の地質を学ぶ』

（10/22〜23，見学コース：桂沢ダム原石
山，三笠市立博物館，野外博物館（三笠ジ
オパークジオサイト），笠桂沢覆道，アン
モナイトノジュール探索，芦別三段の滝，
良野島ノ下採石場）．案内者：高嶋礼詩

（東北大学学術資源研究公開センター東北
大学総合学術博物館），下村圭（三笠ジオ
パーク）．

�・�講演会『白亜紀研究と蝦夷層群�−蝦夷層
群の国際的重要性について−』（10/22）．
講師：髙嶋礼詩．参加者:1日目：11名，2
日目：9名．

＜東北支部＞
１．地質学会東北支部総会（8/27）於：弘前
大学　実参加9名，委任状提出11名．
総会議事，一般講演8件，懇親会10名（内非
会員2名）参加．
2．地質学会東北支部巡検「青森県深浦町方
面」（8/28），案内者：根本直樹（弘前大），
参加者3名．

＜関東支部＞
１．地質技術伝承講演会（4/16（土），北と
ぴあ）

「数値解析手法を用いた岩盤斜面の崩壊挙動
評価」講師：萩原育夫氏（サンコーコンサル
タント㈱調査技術部長），関東地質調査業協
会共催，参加者：63名．
２．地質見学会
第7回ミニ巡検『テフラ』（11/26（土），神奈
川県大井町），案内者：笠間友博（関東支部
幹事長，神奈川県博），参加者13人．
３．フィールドキャンプ
千葉県鴨川市清澄東大演習林（2016年8月29
日〜9月4日）京都大学学生巡検と同時開催，
参加者6名．
４．2016年地質学会学術大会関係
準備：防災施設見学下見（5/19（木）），大会
ポスター決定（6/20（月））など．
実施（いずれも初めての試み）：
�・�家族巡検（9/11（日））：「等々力渓谷の地

層と東京の大地の生い立ち」，参加者6名．
�・�サイエンスカフェ（9/11（日））：「海溝型

巨大地震と津波の脅威−地質・歴史記録に
学ぶ自然災害−」，参加者21名．

�・�防災施設等見学（9/13（月））：「ゼロメー
トル地帯を守る：清澄水門管理事務所と扇
橋閘門」，参加者5名．

� 年会巡検の課題：巡検の参加者不足による

実施中止，レンタカー使用の問題点，巡検
案内書原稿未提出．

５．支部活動
�・�支部総会（2017/4/15（土），赤羽会館）：

活動報告，会計報告，活動計画，予算案
�・�支部功労賞授与（3件）：栃木県立博物館，

遠藤　毅氏，門田真人氏
�・�幹事会：10回開催（1回/月程度）

＜中部支部＞
１．中部支部2016年支部年会（静岡2016）：

（6/11（土）：総会・シンポジウム・一般発
表，ふじのくに環境史ミュージアム，6/12

（日）：地質巡検）．ふじのくに地球環境史ミ
ュージアム，静岡大学地殻・マントル変動フ
ォーラムとの共催．
２．総会：参加者13名，委任状60名．2015年
度の支部活動，2015年支部年会（富山），県
の石などの報告．
３．シンポジウム：「地質記録から探る静岡
県の低頻度大規模自然災害」世話人：山田和
芳准教授（ふじのくに地球環境史ミュージア
ム），北村晃寿教授（静岡大学）．参加者（一
般市民を含む）111名．
４．一般発表：自然災害に関する口頭発表5
件，学生・院生を中心としたポスター発表5
件．優秀なポスター発表に対して中部支部優
秀学生ポスター賞を授与．
５．懇親会：参加者20名．
６．地質巡検：「安倍川源流部大谷崩」の見
学．案内者：狩野謙一（静岡大学名誉教授）．
参加者20名．

＜近畿支部＞
１．2016年度支部体制
2016年度支部総会（5/8（日），自然史博物館
会議室），出席者数：41名（委任状含む）
議題：支部活動報告・支部会計収支報告・
2016年度事業計画・支部役員改選
支部役員：支部長：三田村宗樹，幹事長：里
口保文，幹事：大串健一・奥平敬元・此松昌
彦・栗原行人・先山�徹・竹村厚司・田中里
志・谷保孝（会計担当）・和田穣隆
２．行事報告
�・�第33回地球科学講演会「カンブリア大爆発

のあとさき」（「地質の日」行事，5/8（日），
自然史博物館講堂）主催：�地学団体研究
会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪
市立自然史博物館．講師：江﨑洋一（大阪
市立大学大学院理学研究科地球学科教授），
参加者170名．

�・�自然観察会「岸和田市南部の地質」（「地質
の日」行事，5/29（日），岸和田市河合町
周辺）主催：大阪市立自然史博物館・きし
わだ自然資料館・地学団体研究会大阪支
部・日本地質学会近畿支部，講師：奥平敬
元（大阪市立大学大学院理学研究科准教
授），参加者：34名

�・�自然観察会「亀の瀬の地滑り」（11/3（木・
祝），大阪府柏原市），主催：大阪市立自然
史博物館・地学団体研究会大阪支部・日本

地質学会近畿支部，参加者：42名．

＜四国支部＞
１．6回日本地質学会四国支部総会・講演会

（12/3（土），高知大学海洋コア総合研究セン
ターセミナー室），参加者：57名（うち学生
28名），個人講演：口頭発表11件，ポスター
発表14件
２．2016日本地質学会四国支部巡検―吉野川
大歩危流域の三波川（四万十？）変成岩を訪
ねて―（12/4（日）），案内者：石塚英男，参
加者：9名．

＜西日本支部＞
１．「地質の日」企画“身近に知る「くまも
との大地」”（阿蘇火山博物館，地質体験イベ
ント5/7（日），展示（5/1-5/15）を予定して
いたが，熊本地震のため中止）
２．第2回西日本地質講習会（CPD講習会），
山口大学理学部地球圏システム科学科との共
催，6/1（水）-6/2（木），参加者：講習会：
41名，巡検：21名（のべ62名）
３．「地質の日」阿蘇特別イベント『身近に
知る「くまもとの大地」』（「地質の日」企画
の代替イベント，8/11（木・祝），阿蘇草原
保全活動センター，参加者：100名程度
４．山口大学・サイエンスワールド（後援），
11/6（日），山口大学吉田キャンパス，参加
者（総来場者）：1,056名．
５．講演会「ジオパークと防災減災−熊本地
震から見えたこと−」（「地質の日」企画の代
替イベント），11/19（土），くまもと県民交
流館パレア，講師：尾池和夫氏（日本ジオパ
ーク委員長），参加者：約150名．
６．西日本支部2016年度総会・第168回例会，
2017/2/18（土），宮崎大学教育学部

（例会）口頭発表11件，ポスター発表10件．
参加者：約40名．

（総会）2016年度事業等活動総括・決算・監
査報告，2017�年度事業計画・予算・新役員
について審議2017�年度事業，地質の日くま
もと大会：2017年上旬?下旬の土日のいずれ
か1日（共催），第3回西日本地質講習会：山
口大学理学部地球圏システム科学科CPD講
習会（共催）5月17日（水）講義，18日（木）
巡検，山口大学・サイエンスワールド：2017
年10月（後援），2017年度総会・西日本支部
第169回例会：2018年2月広島大学（主催）.
懇親会：
参加者：約20名．

２．執行理事会および理事会議決・承認事項
１）会長（代表理事），副会長の選出．
会長：代表理事に渡部芳夫，
副会長（2名）松田博貴（支部長連絡会担当），
山本高司（名誉会員推薦委員会担当）
２）執行理事の選出，部会長（○印）の選出．
常務理事：斎藤　眞，副常務理事：安藤寿男
運営財政部会：○緒方信一（総務，会員），
西　弘嗣（財政）
広報部会：○坂口有人，小宮　剛（News誌，
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企画出版兼務），内藤一樹（WEB）
学術研究部会：〇岡田　誠（行事委員会），
山田泰広（専門部会連絡委員会）
編集出版部会：〇中澤　努（地質学雑誌），
田村芳彦（IAR）
社会貢献部会：〇平田大二（連携事業），杉
田律子（普及事業，研修事業），廣木義久

（教育），辻森　樹（県の石推進委員会）
３）理事会議長・副議長の選出．
議長：向山　栄，副議長：佐々木和彦
４）執行理事会の特任担当ならびに理事会の
下の委員会の特任担当の確認．
特任理事：松田達生（防災広報アウトリー
チ），井龍康文（国際交流），清川昌一（広報
フォトコンテスト実行委員会），川辺文久

（文科省リエゾン）矢島道子（125周年記念事
業），天野一男（ジオパーク支援委員会）
５）各賞選考委員会委員の選出．任期２年．
＊�理事の互選（10名）：天野一男，笠間友博，

亀尾浩司，清川昌一，澤口隆，田村嘉之，
狩野彰宏，竹下　徹，（委員長）保柳康一，
星　博幸

＊�役職指定委員（９名）:（前・現地質学雑
誌編集長・副編集長）小嶋　智，秋元和実
,山路　敦，大藤　茂，岩森　光，（前・現
アイランドアーク編集長）伊藤　慎，海野　
進，武藤鉄司，田村芳彦

６）熊本地震災害への学会声明を承認．
７）第1回防災推進国民大会（8/27（土）〜
28（日），東京大学本郷キャンパス）への出
展を了承．担当は澤口　隆理事．
８）日本学術会議・防災学術連携体合同講演
会「熊本地震・3 ヶ月報告会」（7/16（土），
日本学術会議）について，地質学会からは大
橋聖和会員（山口大），向吉秀樹会員（島根
大）が報告．
９）編集委員会の新体制発足：（委員長）山
路　敦，（副委員長）岩森　光，大藤　茂．
10）「県の石」の選定について，5/10（火）
に文部科学省記者会で記者会見を行った．
11）県の石の応募採用者（当選者約173名

〔うち1件137，2件29，3件7〕）へ粗品を送付．
12）学会賞及び小澤・柵山賞受賞者へのレビ
ュー論文の執筆依頼について，受賞者による
総説執筆を復活させ，2017年度からのルール
化を目指す．
13）国際地学オリンピック（8/21（日）〜27

（土））の開会式に松田副会長が出席.
14）全地連発行「地質と調査」編集委員会よ
り，小特集「人材育成」についての執筆依頼
があり，坂口理事が寄稿．
15）地学オリンピック日本委員会より，第9
回オリンピック予選・本選の作問委員に委員
1名を推薦．
16）産総研地質調査総合センターからの「地
方におけるCPD�単位認定講演会等への講師
派遣に関するご提案」を了承．行事の主体は
学協会，産総研は共催という形で講師の派遣
や支援等を行う.
17）JIS原案作成委員会の委員として宮下純
夫元会長を推薦．

18）東レ科学技術研究助成へ1件推薦．→採
択（菅沼悠介会員（極地研究所））
19）「県の石」の広報・周知のお願いについ
て，会長が直接出向いた．山口県（8/1），
8/23鳥取県（8/23），宮城県（9/21），茨城県

（10/7）
20）謝金に関する細則の一部改正を承認.
21）各種委員会委員の変更，および既存委員
会の確認．委員の交代と継続について承認.
�・�理事会規則第14条1�項による委員会：支部

長連絡会，地質災害委員会，名誉会員推薦
委員会，男女共同参画委員会，ジオパーク
支援委員会，各賞選考委員会

�・�理事会規則第14条2�項による委員会：地学
オリンピック支援委員会，法務委員会

22）会員証の発行（2017年11月配布）を承認．
23）学会HPに「県の石」英語版リスト（35th�
IGCで配布，石渡明元会長作成）を掲載．
24）大学改革支援・学位授与機構よりの，大
学及び高等専門学校の機関別認証評価委員会
専門委員候補者の推薦依頼について，女性2
名を含む3名を推薦．
25）Orthorhombicの訳語について，直方晶
系（斜方晶系）の使用を承認．
26）愛媛大会の8件の巡検（案）を承認．
27）県の石出版企画案について，出版社提案

（各県A5版見開き2p.）を確認．支援委員会
として出版を進めることを承認．
28）学会HPの「県の石」サイトに，鉱物科
学会の「国の石」をリンクすることを了承．
29）ジオルジュ 125周年記念特集号国際版の
企画・発行を承認．
30）原子力学会会誌「アトモス」編集委員会
の要請により，2017年4月号特別企画“福島
原発事故に対する各学会の取組み”につい
て，会長が寄稿した.
31）学術会議会員半数改選（2017年10月）に
向けて，女性4名を含む6名を連携会員として
推薦．
32）各賞選考委員会（保柳委員長）は各賞選
考検討委員会を設置し，日本地質学会賞，国
際賞，小澤儀明賞選考の諮問をした．
�・�指定委員：井龍康文，渡部芳夫，川幡穂

高，斎藤文紀，脇田浩二，荒井章司，小嶋　
智，山路　敦

�（委員長）伊藤　慎，海野　進，田村芳彦，
武藤鉄司

�・�Island�Arc賞については，Island�Arc編集
委員会に選考を諮問した（委員長：海野　
進）．

33）地質学雑誌「編集投稿出版規則」の改
正：（改正後の規則は学会HP,地質学雑誌123
巻1号巻末を参照）
�・�郵送による投稿の受付取りやめ（電子投稿

に限定）
�・�引用文献リストの英語表記拡張
34）IARの編集業務体制の変更を承認．
�・�学会事務局で行っている業務を，Wiley社

に委託する（2017年2月から）．
�・�委託費用は年間投稿論文数100編まで80万

円とする（現行Wiley社より支払われてい

る編集費内で賄う）．
35）名誉会員推薦委員会委員の選出．委員
長：山本高司
�・�階層別委員（4名）：官公庁：加藤碵一（産

総研），小中高教員：会田信行（東海大学
文学部），会社：足立勝治（アジア航測），
大学：木村�学（東京海洋大学学術研究院）�

�・�職責委員（各支部長7名）：竹下�徹，柴�正
敏，有馬�眞，大藤�茂，三田村宗樹，石塚
英男，仲谷英夫

�・�理事会推薦委員（1名）：向山�栄理事
36）子ども向けデジタル教材制作を了承し，
子供ゆめ基金への申請を行った．これにより
2017年度の助成が採択された（助成額：
1,000万円）．
37）2017年度からの地質調査研修事業を中止
する．実施形態を改めて検討する．
38）山田科学財団の研究援助推薦について，
1件推薦を承認．
39）愛媛大会の運営をアカデミックブレイン
ズに委託することとした．
40）9月の年会以降の専門部会長の交代を了
承．

（地域地質）斎藤　眞，（層序）岡田　誠，
（堆積）横川美和，（構造地質）金川久一，
（火山）及川輝樹，（鉱物資源）中村謙太郎
41）愛媛県市之川鉱山（県の石：輝安鉱）の
巡検は，鉱物科学会が実施し，地質学会は後
援することとした．
42）日本学術会議，熊本県，防災学術連携体
主催「熊本地震・一周年報告会」（2017/4/15，
熊本県庁）について，地質学会からは大橋聖
和会員（山口大）がポスター展示で報告．
43）本年度試験結果を踏まえた大学入試セン
ターへの意見書を2017/3/4付で提出．
44）地球惑星科学連合の「学協会長会議幹事
会規則（案）」について，日本地質学会とし
ての意見を提出．
45）第8回惑星地球フォトコンテストの審査
結果（応募総数650点）：最優秀賞1件，優秀
賞2件，ジオパーク賞1件，日本地質学会長賞
1件，ジオ鉄賞1件，スマホ賞1件，入選5件，
佳作10件を選出．表彰式は第4回理事会開催
日（2017/4/8（土））に行う．
46）地質技術者教育委員会より，新委員とし
て竹内真司会員が加わり，2017年度から天野
一男委員に代わってJABEEを担当．
47）JST「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支援活動」へ
の申請について，産総研から地質学会を共創
機関としたいとの依頼を受け承認．
48）RFG2018へのセッション提案について，
提案の呼びかけや情報提供，学会HPへのリ
ンクなど，協力することで了承．
49）2016年度事業報告・決算案を承認した．

【1号議案】
50）次の30名の会員を50年会員として顕彰す
ることとした．
赤羽久忠，赤松　陽，安間　莊，伊東正喜，
伊奈治行，大平芳久，岡田昭明，尾本幹夫，
加納　隆，清棲保弘，小坂共栄，坂井陽一，
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周藤賢治，杉山了三，常磐井守興，中川雅
之，中川要之助，中山俊雄，長谷義隆，平林
康弘，藤原八笛，星沢　巡，星野フサ，牧野
内　猛，三木　孝，武蔵野　實，森下茂治，
八尾　昭，八木下晃司，渡辺秀男
51）2017年度事業計画および2017年度予算案
を承認した．【2号議案，3号議案】
52）選挙規則改正（理事の欠員補充に関する
選挙規則の改正，2015/9/10理事会決議済み）
を確認し，総会議案への提示を承認．【4号議
案】
53）名誉会員推薦委員会から候補者として提
案された，鈴木博之会員，波田重熙会員，大
場忠道会員を総会に推挙することとした．【5
号議案】
54）各賞選考委員会より提案された下記の各
賞受賞者を承認した．（推薦文は本誌15p.参
照）
�・日本地質学会賞（１件）
ウォリス�サイモン（名古屋大学大学院環境
学研究科）
対象研究テーマ：構造岩石学と造山帯のテク
トニクス
�・日本地質学会国際賞（１件）
Richard�S.�Fiske（スミソニアン協会・国立
自然史博物館）
対象研究テーマ：海底噴火における水中火砕
流の運搬・堆積機構
�・日本地質学会柵山雅則賞（１件）
平内�健一（静岡大学理学部地球科学科）
対象研究テーマ：沈み込み帯と蛇紋岩のレオ
ロジー
�・日本地質学会�Island�Arc�賞（１件）
授賞論文：Yui�Kouketsu,�Tomoyuki�Mizukami,�
Hiroshi�Mori,� Shunsuke� Endo,�Mutsuki�
Aoya,�Hidetoshi�Hara,�Daisuke�Nakamura,�
Simon�Wallis,� 2014,�A� new� approach� to�
develop� the�Raman�carbonaceous�material�
geothermometer�for�low-grade�metamorphism�
using�peak�width,�Island�Arc,�23,�33-50.
�・日本地質学会�論文賞（１件）
授賞論文：Atsushi�Nozaki,�Ryuichi�Majima,�
Koji�Kameo,�Saburo�Sakai,�Atsuro�Kouda,�
Shungo� Kawagata,� Hideki� Wada� and�
Hiroshi�Kitazato,� ,2014,�Geology� and� age�
model� of� the�Lower�Pleistocene�Nojima,�
Ofuna,� and�Koshiba� Formations� of� the�
middle�Kazusa�Group,� a� forearc�basin-fill�
sequence� on� the�Miura� Peninsula,� the�
Pacific�side�of�central�Japan,�Island�Arc,�23,�
157-179.
�・日本地質学会小藤文次郎賞（１件）
佐藤�活志（京都大学大学院理学研究科）
対象論文：Katsushi�Sato,�2016,�A�computerized�
method�to�estimate�friction�coefficient� from�
orientation�distribution�of�meso-scale� faults.�
Journal�of�Structural�Geology,�89,�44-53.
�・日本地質学会研究奨励賞（１件）
三田村�圭祐（㈱建設技術研究所）
対象論文：三田村圭祐・奥平敬元・三田村宗
樹，2016，生駒断層帯周辺における露頭規模

での脆性変形構造．地質学雑誌，122，61-
74．
�・日本地質学会功労賞（１件）
大和田�朗（産業技術総合研究所地質調査総
合センター）
功労業績：地質試料の新薄片作製法の開発と
人材育成
�・日本地質学会表彰（１件）

「ブラタモリ」制作チーム（日本放送協会）
表彰業績：地質学の社会への普及
55）熊本震災１周年を前にした学会長声明

「地質学の知見をもって減災につなげるため
に熊本地震から一年を迎えるにあたって」の
発表を了承．
56）学会行事や巡検等における，自家用車や
レンタカーの使用を制限する「巡検等に使用
する車両制限について」を検討，承認し，会
員に周知した．
57）5月20日開催予定の総会議案の承認．

2016年度事業計画に照らした
本年度実績概要

（１．学術大会）
　東京・桜上水学術大会は，「出番ですぜ！
江戸前地質学：ジオハザード都市地質学」の
テーマのもと，首都圏における防災・減災に
興味のある市民も多数参加し，併催した地質
情報展と共に成功裏に無事終了した．今年は
特に国際シンポジウムを積極的に支援したと
ころ，７件が実施され，学術大会の国際化が
進んだ．

（２．出版活動）
　地質学雑誌およびIsland�Arcの安定した出
版と優れた論文の確保のため，専門部会等と
協力して，投稿数増に努めた．地質学雑誌は
ここ数年，論文数減少の一途をたどっていた
が，著者プロフィール欄の新設など，年来の
プロモーション活動の効果が現れたのか，昨
年から投稿数が若干持ち直している．併せて
今年度は専門部会等から提案された125周年
記念特集号の編集を開始した．また地質学雑
誌のプレゼンス向上の一環としてトムソンロ
イターの文献データベースESCIに登録申請
した．

（３．地質災害対応）
　以下の防災・減災に対する取り組みを積極
的に進めた．
１）地質学的観点からの調査・研究の推進：
西日本支部が山口大学等と行った熊本地震の
緊急調査の成果を学術会議の熊本地震三ヶ月
報告会で会員が報告した．
２）災害に関する地質学的知識や情報の提
供・発信：防災学術連携体として8/27-28に
行われた「防災推進国民大会」において一般
向けの講演会「都市の地下を知って安全な社
会を！」を行うと共に，火山部会は「火山災
害にどう備えるか」のワークショップで「地

質学が明らかにする火山噴火」として発表を
行った．また，ホームページでは，熊本地震
の調査報告，産総研の災害情報のサイトにリ
ンクし，普及を行った．

（４．普及活動）
１）地学オリンピックへの支援を継続してき
たところであり，第10回�国際地学オリンピ
ック・日本大会（2016年8月20日〜27日）で
は日本代表が金メダル3，銀メダル1を獲得し
て無事に終了した．現在は来年フランス国際
大会に向けた第9回日本地学オリンピックへ
の協力を進めるところである．また，地震火
山こどもサマースクールについても継続的に
支援を行い，第17回地震火山こどもサマース
クールin南紀熊野（2016年8月20日・21日）
では，38名の小中高生の参加があり無事終了
した．
２）学会ホームページ（HP），ソーシャル・
ネットワーキング・サービス（SNS）「ちー
とも」，広報誌「ジオルジュ」，リーフレッ
ト，フォトコンテスト，講演会などを通じ，
社会への情報発信を継続した．また，「県の
石」の普及に関しては，支援委員会を設立し
て各種メディアを通じた宣伝を行うと同時
に，各県において公式に認定されるように関
係機関に働きかけて来ている．なお，「日本
地質学会選　県の岩石・鉱物・化石」の刊行
計画も本年度中に，学会をあげて取り組む．
３）地質情報展の開催：産総研との共催によ
る「地質情報展」は広く地方地質の普及に貢
献できる事業として，科研費を獲得して実施
した．
４）地質の日の事業における普及活動：本部
および各支部において普及事業を展開，また
会員等の個別事業に対しても後援するなどし
た．

（５．社会貢献）
１）2012年6月に改正された地質図の記号等
に関する日本標準規格（JIS�A0204），及びベ
クトル数値地質図に関する日本標準規格(JIS�
A0205)の改正に対し，宮下元会長が委員長
として原案作成委員会に参画し，現案の作成
を行った．ならびにICSの国際層序単元の日
本語版の更新，層序単元登録の体制整備を計
るとともに，地質学雑誌で記載された層序単
元の抽出作業をすすめた．
２） 東 日 本 大 震 災5周 年 の 声 明（3/8），
Geology�of�Japan（4/5）， 県 の 石（5/10），
学術大会のプレスリリースを行った．とりわ
け県の石はプレスリリース後にも数多くの取
材があり，また，県に活用して頂けるようア
プローチを行ったので，そのプレスリリース
も含めて地質学のプレゼンスの向上に大きく
貢献した．メディア掲載率向上のためにいっ
そうの工夫を考えていく必要がある．
３）地質技術者の継続教育の充実に向けて，
企業会員向けのシンポジウム・研修会等を関
連学会と実施しCPD発行によりサービス強
化を図っている．また，学生に向けた地質企
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業への就職支援として実施している「若手会
員のための業界研究サポート」の継続と内容
充実に，東京桜上水大会でも取り組んだ．
４）地質調査研修の資格化として，フィール
ドマスター認定制度を産業および教育関係者
と連携して制度設計を進めており，本年度中
にモデル事業案を策定する予定である．

（６．地学教育）
　平成29年度大学入試センター試験（本試
験）の地学関連科目の「地学基礎」「地学」
問題を確認し，昨年度に較べて改善が進んだ
こと等を意見書として取り纏め，入試センタ
ーに送付するとともに公表した．

（７．国際連携）
　学術交流協定を締結している大韓地質学
会，タイ地質学会，モンゴル地質学会，ロン
ドン地質学会，台湾地質学会との交流を継続
している．ロンドン地質学会からは，日本地
質学会が協力した「The�Geology�of�Japan」
が出版された．桜上水大会では，日韓台の研
究者による国際シンポジウムを開催した．現
在，ベトナム地質学会およびネパール地質学
会との学術交流協定に向けた検討を進めてい
る．

（８．学会運営）
１）学会の組織活動の強化を計り，大会や理
事会時の支部間の連絡協議と，専門部会の活
動の活発化のための専門部会連絡会議の再開
を実施した．会員サービスの強化について
は，就職支援，地質技術者の継続的な専門教
育（CPD）に連携した地域型講演会・ワー
クショップ等を検討している．
　学会財政の見直しについては，経常予算事
業の構成について，来年度事業予算から順次
見直しをしていく予定である．支出体質の見
直しにおいては，事業目的の達成度と効果の
確認を行うようにしたい．
　学会事務局体制については，業務の洗い出
しと人員体制の見直しを始め，継続的な事務
局業務が継続可能な合理化を，アウトソーシ
ングや新規雇用を含めて検討している．
２）新規の入会促進，入会者の定着，シニア
会員の引き留め策等について引きつづき検討
中のところ．会費収入の減少の下での事業収
入の確保が喫緊の課題である．事業支出の面
では，年会の収支が比較的健全な状況である
ことから，出版事業についての財務戦略を重
点的に検討したい．

（９．創立125周年記念事業）
　2年後の本学会設立125周年に向け，記念事
業の実施計画を具体化させ，地質学雑誌特集
号を始めとする前年度事業の準備も本格的に
進めてきた．

2017年度事業計画骨子

１．学術大会
�・�学会としての学術大会の位置付けと目途を

再確認し，学会員に加えた社会へのプレゼ
ンス向上の場として生産的になるような支
援策を試行する．

２．出版活動
�・�地質学雑誌，ジオルジュに関する学会活動

での位置付けと出版形態の再検討結果をと
りまとめ，それらを踏まえて中期的な出版
計画の再構築を行う．

�・�安定した出版実績を計画的に進める．

３．地質災害対応
�・�研究機関と連携した災害箇所の地質基礎情

報の提供を行う「地質災害ポータル」の運
用を開始する．

�・�支部・専門部会と連携した防災リテラシー
向上を目指す市民事業の企画と展開を行
う．

４．普及活動
�・�地質学の最先端学会として社会認知をさら

に進める方策について専門部会と議論す
る．

�・�地学オリンピック，地震火山こどもサマー
スクールなどの活動の支援を継続して行
う．

�・�地質情報展，地質の日事業を，本部及び関
東支部，他各支部等で実施する．

５．社会貢献
�・�JIS委員会や地層名データベース等の地質

学の標準・基準設定を推進する．
�・�企業会員へのCPD事業のショウケース化

と学生会員への就職支援プログラムの試行
を行う．

�・�野外調査・教育の研修制度の事業化の一環
として，モデル事業を立ち上げる．

�・�各地のジオパークの活動を支援する．

６．地学教育
�・�教科書・入試等を見据えた次世代若年層へ

の地学教育の充実と質の確保への提言を引
きつづき発信する．

�・�教育用教材の企画を継続的に検討し，Web
素材について試作する．

７．国際連携
�・�韓国IGC2024へ向けて韓国地質学会と設定

した窓口と協議ラインで，準備を進めてい
く．日韓の学術交流の活性化とレベルの向
上に向けての取り組みを積極的に展開す
る．

�・�東・東南アジアの協定先学会との連携を強
化し，学術交流をより実効的にすること
で，より多くの学問的成果が得られるよう
にする．

８．学会運営
�・�学術活動の中期ビジョン策定に対応する，

学会組織・財務の中期計画を，本年度に実
施する会員減少モデルに基づく財務体質強
化案に基づいて策定し，実施に移す．

�・�本年度開始している会員サービスに向けた
会員階層・地域ごとのニーズ把握と事業展
開計画の検討を踏まえ，学会を支える会員
のロイヤルティーの一助になるような支部
活動や学会事業のモデルケースを実施す
る．入会者に対しては，さまざまな参加行
事の広報やログイン内コンテンツの充実に
より，学術発表以外のメリットを増やして
いく．

�・�これらの中期的財務形態の改善のもとで
の，独立採算事業の計画立案を試行する．

９．創立125周年記念事業
�・�創立125周年の前年度にあたり，十分な広

報活動と募金活動を推進する．
�・�記念普及出版物の編集出版（出版社より），

地質学雑誌の記念特集号の開始，会員証の
記念発行等を実施する．
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50年会員顕彰（30名）
1967年入会

安間　莊，伊奈治行，尾本幹夫，加納　隆，
小坂共栄，坂井陽一，周藤賢治，杉山了三，
常磐井守興，中川雅之，長谷義隆，藤原八
笛，星沢　巡，牧野内　猛，三木　孝，武蔵
野　實，森下茂治，渡辺秀男

（順不同，敬称略）

2017年度名誉会員推薦理由

一般社団法人日本地質学会
名誉会員推薦委員会　委員長　山本高司

　2017年度名誉会員候補者として，鈴木博之
会員・波田重煕会員・大場忠道会員の3名を
選出いたしました．推薦理由は以下のとおり
です．

鈴木博之会員（1939年11
月18日生まれ，77歳）
　鈴木博之会員は，1966
年に京都大学大学院理学
研究科地質学鉱物学専攻
修士課程を修了し，その
後に博士課程に進学され

1969年に同志社大学工学部へ赴任された．そ
の後，助教授を経て1998年に同大学理工学研
究所・工学研究科教授に昇任され，2005年に
同大学を退職なされた．
　この間50年以上にわたり「四万十帯の地質
構造発達史」の解明に，フィールドワークを
基礎に調査・研究に従事し，これらの成果は
地域地質報告書（5万分の１地質図幅）「栗栖
川」（鈴木ほか�1979，共著），「江住」（立石
ほか�1979，共著）および「龍神」（徳岡ほか�
1981，共著），20万分の１地質図「田辺」（徳
岡ほか�1982，共著）として発行されている．
さらに2012年には「紀伊半島における四万十
付加体研究の新展開」（地学団体研究会専報
５９号）をまとめられ，陸上付加体の新たな
研究を展望している．紀伊半島四万十付加体
において，ほぼ全域にわたる精細な地質図を
作成し，白亜紀〜古第三紀の放散虫化石層序
を確立した．
　また，インド，ブラジル，アパラチア，マ
ダガスカルに産出するプレカンブリア紀のイ
タコルマイト（撓曲性コーツアイト）の研究
にも貴重な成果をあげている．
　2014年に国内ジオパークに認定された南紀
熊野ジオパークでは，学術専門委員会委員長
として尽力された．また，四万十帯の研究に
取り組む多くの若い学生，大学院生には有益
な助言を与え，多数の四万十帯研究者や教育
者を育て貢献された．
　このような長年にわたる地質学の研究，教
育，普及への顕著な貢献に鑑み，鈴木博之会
員を日本地質学会名誉会員に推薦する．

波田重煕会員（1940年8
月26日生まれ，76歳）
　波田重煕会員は，1966
年に大阪市立大学大学院
理学研究科修士課程を修
了し，同年に大阪市立自
然科学（現自然史）博物

館の学芸員を勤務された．1969年に高知大学
文理学部助手として赴任され，講師，助教授
を経て1980年に高知大学理学部教授に昇任さ
れ，1994年に高知大学名誉教授を授与され

た．1994年には神戸大学に赴任され，2004年
まで同大学教授を務められ神戸大学名誉教授
を授与された．その後，2007年に神戸女子大
学長・神戸女子短期大学長を勤められ,�2016
年に�瑞宝中綬章を叙勲された．
　この間，詳細な地質調査と多面的な手法

（構造地質学・古生物学・堆積学）に基づい
て，西南日本“古生代造山帯”とりわけ“黒
瀬川テレーン”の起源に関する研究に取り組
まれた．その成果は，ニュージーランドやタ
イなど海外の造山帯研究にもつながり，付加
体研究を大きく進展させた．これらの基礎的
研究に加えて1995年１月に発生した阪神・淡
路大震災直後から，共同研究者と共に地震に
より地表に発生した変位・変状を調査し，内
陸地震に伴う地震現象の実態の解明とそれに
基づく防災意識の向上や防災教育に貢献され
た．
　ユネスコ（UNESCO）と国際地質科学連
合（IUGS）による国際協力研究プロジェク
トである「地質科学国際研究計画」のリーダ
ーとして，さらに日本学術会議の「地質科学
国際研究計画」国内委員会の幹事や委員長，
およびそれに関連した日本学術会議地球惑星
科学委員会委員や日本学術会議連携会員とし
て同計画を牽引され，東南アジアにおける
IGCP活動の発展とIGCPを通じた国際貢献な
らびに日本におけるジオパークの設立に邁進
された．
　このような長年にわたる地質学に関する研
究，教育，普及への顕著な貢献に鑑み，波田
重煕会員を日本地質学会名誉会員に推薦す
る．

大場忠道会員（1941年1
月14日生まれ，76歳）
　大場忠道会員は，1964
年に埼玉大学文理学部を
卒業し，同年に東北大学
大学院理学研究科修士課
程，1966年に同研究科博

士課程に進学し，1969年に東北大学にて理学
博士の学位を取得された．九州石油開発株式
会社勤務を経て，1970年に東京大学海洋研究
所に技官として採用され，2年間米国カリフ
ォルニア大学に留学した後，1974年に同研究
所の助手として採用された．1981年に金沢大
学教養部に助教授として赴任され，1984年に
教授に昇任された．1993年に北海道大学大学
院地球環境科学研究科に異動し，2004年同大
学を定年退職し，北海道大学名誉教授を授与
された．
　東京大学海洋研究所では，方解石とアラレ
石の酸素同位体温度スケールの開発と応用を
行い，黎明期における重要な知見を提示し
た．金沢大学では当時数少なかった安定同位
体比質量分析計を広く開放し，国内の同位体
分析の拠点として貢献するとともに，日本に
おける古海洋研究の裾野を広げ，発展させる
ことに尽力した．安定同位体を用いた古海洋
学の分野では世界的にみても先駆的な研究を

赤羽久忠

大平芳久

平林康弘

八木下晃司

赤松　陽

岡田昭明

星野フサ

中川要之助

伊東正喜

清棲保弘

八尾　昭

中山俊雄
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遂行し，氷期・間氷期サイクルにともなう日
本海の環境変化の復元や，黒潮・親潮の変遷
史に関する学際的かつ先進的な研究は，日本
の古海洋学の発展に大きな影響を与えた．
　国内外での学術活動では，国際委員とし
て，気候変動と海洋に関する合同委員会

（CCCO），海洋調査に関する科学委員会
（SCOR），地球圏-生物圏国際共同研究（IGBP）
の古環境変動研究（PAGES），国際全球海洋
変動研究（IMAGES）の研究プロジェクの
推進に尽力した．2001年には，古海洋学の国
際学会である「第７回古海洋学会議（ICP-
7）」を主催者として札幌において開催した．
さらに，日本学術会議の第四紀学研究連絡委
員を平成２年以降３期12年にわたって務め，
日本の学術発展にも深く関わってきた．「第
四紀学」（朝倉書店），第四紀試料分析法（東
京大学出版会）などの編纂にも尽力し，第四
紀地質学の普及に大きな貢献をされた．
　このような長年にわたる地質学に関する研
究，教育，普及への顕著な貢献に鑑み，大場
忠道会員を日本地質学会名誉会員に推薦す
る．

2017年度
日本地質学会各賞受賞理由

一般社団法人日本地質学会
各賞選考委員会　委員長　保柳康一

　2017年度各賞に関して，授賞者と受賞理由
を報告いたします．

【日本地質学会賞】（1件）
受賞者：ウォリス�サイモ
ン氏（名古屋大学大学院
環境学研究科）
対象研究テーマ：構造岩
石学と造山帯のテクトニ
クス
　ウォリスサイモン氏

は，造山運動のメカニズム解明のため，プレ
ート収束境界の塑性変形した岩石を対象と
し，野外調査を基軸としながら，多彩な分野
横断型研究を展開して来た．特に沈み込み型
境界をなす三波川帯や領家変成帯において，
石英，オリビン，蛇紋石の微細構造（格子定
向配列）を用いた剪断センスや流動特性の決
定，また野外での変形脈の産状等を用いた渦
度（変形の回転成分）解析において重要な成
果をおさめた．特に三波川帯での運動学的渦
度解析は，国際的にも標準的手法の一つにな
っている．
　また，運動論を時間軸や速度論も組み込ん
だダイナミクスへと昇華させるため，岩石
学，年代測定，熱モデル計算など，複数手法
の融合研究をも先駆的に行い，総合科学とし
ての造山運動論を実践してきた．大陸衝突体
における変成岩の上昇が，変成岩の流動性の
増加が引き金となって起きたことを明らかに
した．中国の蘇魯(スールー )超高圧変成帯で
は，流動性増大が変成岩の部分溶融によるこ
と，また，南チベットでは花崗岩質マグマの
貫入に伴う温度上昇によることを明らかにし
た．三波川帯の超苦鉄質岩に記録されたオリ
ビンの格子定向配列が，実験によって存在が
示唆されていたB-typeであることに加え，そ
れが実験の予言通りに含水条件の産物である
ことが岩石学的に示されたことで，現世沈み
込み帯における地震波速度異方性の解釈にも
重大な影響を与えた．近年，ウォリス氏らの
研究は深さ約40kmでのスロー地震の発生機
構を，天然の岩石が引き起こす地殻-マント
ル相互作用，特にブルーサイトの挙動に関係
付けるに至っている．さらにウォリス氏の研
究姿勢から生まれた手法開発型の研究として
ラマン炭質物温度計の低温（付加体）領域へ
の拡張がある．この業績の影響は大きく，既
に複数の研究者がこの温度計の低温領域での
利用を開始している．
　ウォリス氏は研究のみならず教育にも意欲
的に取り組んでおり，指導した学生・院生の
多くが研究者やエンジニアとして活躍してい
る．また，Island�Arc誌の編集長，副会長，
執行理事として日本地質学会にも多大な貢献

を果たしてきた．
　以上のように，ウォリスサイモン氏が日本
の地質学の発展に果たしてきた多岐にわたる
業績は極めて大きく，日本地質学会賞に推薦
する．

【日本地質学会国際賞】（1件）
受 賞 者：Richard�S.�
Fiske氏（スミソニアン
協会・国立自然史博物館）
対象研究テーマ：海底噴
火における水中火砕流の
運搬・堆積機構
　スミソニアン協会の

Richard�S.�Fiske博士は水中火砕流を見いだ
し，その運搬堆積機構に関する理論的体系を
築き上げた世界的権威である．氏はジョンズ
ホプキンス大学で学位取得後，1960年に東京
大学地質学教室における戦後初の外国人ポス
トドクトラル研究員として来日し（受入：久
野久教授），大学院生の松田時彦氏（東大名
誉教授）と共に南部フォッサマグナ常葉層の
詳細な野外地質調査を行った．常葉層中の軽
石層が二重の分級堆積構造を示すことを発見
し，水中火砕流の存在を世界で初めて報告し
た（Fiske�&�Matsuda,�1964）．その後，米国
地質調査所で氏はハワイ火山の噴火活動に関
する研究やシェラネバダ山脈の中生代海底噴
火堆積物に関する研究などで成果を上げ，
1976年にスミソニアン協会国立自然史博物館
に転任され，1980年から5年間，同博物館館
長を務められた．
　ハワイやシェラネバダにおける旺盛な研究
活動とともに，1960年以来幾度となく来日して
日本の地質学研究者と深く交流し，日本人研究
者のプライオリティを尊重しながら，その研究
成果を広く国際的に紹介されたことは特筆に値
する．さらに国際的な海洋地質学共同研究にお
いても日米の橋渡し役を引き受けてこられた．
具体的には，1990年代には，伊豆弧海底カルデ
ラ群で実施された詳細な調査航海に自らも乗船
し，日本の潜水艇に乗り込み，日本人共同研究
者らとともに，海底火山発達史や海底噴出物
の運搬堆積機構に関する数々の先駆的な研究

（Fiske�et�al.,�1998;� Iizasa�et�al.,�1999;�Fiske�
et�al.,�2001;�Tani�et�al.,�2008など）を行い，
海底火山研究において日本が世界的なプレゼ
ンスを得ることに貢献された．一方，西伊豆
の白浜層群においても水中噴火プロセスにつ
いて数々の新知見を得て水中火砕流の運搬お
よび定置機構の体系化を完成させたのである

（Cashman�&�Fiske,� 1991;�Tamura� et� al.,�
1991など）．これらの研究を通して，氏は南
部フォッサマグナ地域を含む伊豆小笠原弧が
海底火山噴火現象とそれに伴うテフラの運
搬・定置機構プロセス研究の絶好のフィール
ドであることを世界に発信し，日本の地質学
研究者を大いに鼓舞している．
　こうしたRichard�S.�Fiske博士の業績と日
本地質学界への多大な貢献に鑑み，氏を日本
地質学会国際賞候補者として推薦する．
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【日本地質学会柵山雅則賞】（1件）
受賞者：平内�健一氏（静
岡大学理学部地球科学
科）
対象研究テーマ：沈み込
み帯と蛇紋岩のレオロジ
ー
　平内健一会員は，蛇紋

岩のレオロジーが沈み込み帯でのダイナミク
スへ与える影響に関して，フィールド調査と
室内変形実験の2つのアプローチによって取
り組み，多くの成果を挙げて来た．
　平内氏は最初に黒瀬川帯やフランシスカン
帯においてフィールド調査を行い，蛇紋岩の
構造解析や微細組織観察によって，その変
成・変形履歴の解明に取り組んだ．従来，蛇
紋岩はかんらん岩の変質物として厄介者扱い
され，構造地質学分野においても研究対象か
らは避けられる傾向が強かった．そうしたな
か平内会員は蛇紋岩がもつ特異な物性に着目
し，複雑な蛇紋石組織を丹念に読み解く地道
な研究を丁寧に進めた結果，蛇紋岩が地表付
近ではなく上部マントル相当深度で形成さ
れ，その後地表付近に定置されるという運動
像を明らかにした．
　学位取得後は，蛇紋岩が沈み込み帯プレー
ト境界の力学特性に与える影響を評価するた
め，固体圧・ガス圧三軸変形装置を用いて蛇
紋岩の高温高圧実験を行った．その結果，

（1）地震発生帯の下限が前弧マントルウェッ
ジにおける蛇紋石の存在により限られるこ
と，（2）プレート境界における力学的カップ
リングの程度が蛇紋石種の違いによって大き
く変化すること，（3）蛇紋石の摩擦特性がス
ロー地震に代表されるゆっくりとした破壊を
起こすには十分であること，などを明らかに
した．また，日本学術振興会特別研究員時代
に留学したユトレヒト大学では，回転式剪断
試験機を用いて蛇紋石の熱水摩擦実験を行
い，シリカに富むスラブ起源流体の存在によ
って蛇紋石が滑石へと相変化し，スラブ・マ
ントル境界強度が著しく低下する可能性を明
らかにした．これらの実験結果は沈み込み帯
プレート境界域におけるすべり・流動様式に
対して新たな知見を与え，地震学などの分野
においても高く評価されている．
　静岡大学赴任後は学生とともにフィールド
調査と室内実験を融合する研究スタイルを発
展させ，沈み込み帯プレート境界で起きる
様々な現象（スロー地震など）の解明に取り
組んでいる．また最近では，かんらん岩試料
の熱水変形実験に取り組み，海洋プレートの
沈み込み発生機構として，トランスフォーム
断層などの既存の断層面に沿った海水の浸透
の重要性を指摘している．また，これまでに
海洋研究開発機構による伊豆・小笠原弧にお
ける「しんかい6500」による深海底調査や新
学術領域研究の「地殻流体」および「地殻ダ
イナミクス」に参加するなど活躍の場をさら
に広げている．以上の高い実績と将来性によ
り，平内健一会員を柵山雅則賞に推挙する．

【日本地質学会�Island�Arc賞】（1件）
受賞論文：Yui�Kouketsu,�
Tomoyuki � Mizukami ,�
Hiroshi�Mori,�Shunsuke�
Endo,� Mutsuki� Aoya,�
Hidetoshi�Hara,�Daisuke�
Nakamura,�Simon�Wallis,�
2014,�A�new�approach�to�

develop�the�Raman�carbonaceous�material�
g e o t h e r m o m e t e r � f o r � l o w - g r a d e�
metamorphism�using�peak�width,�Island�Arc,�
23,�33-50.
　Kouketsu� et� al.� (2014)� present� a� new,�
simple�methodology�of�geothermometers,�
which� is�applicable� to� low−medium�grade�
metamorph ic � rocks , � spec i f i ca l l y � t o�
estimating�metamorphic� temperatures� in�
the�range�of�c.�150−400℃ .�This�fine�work�
was�done�by�the�Raman�spectrum�analysis�
o f � c a rbonaceous � ma t e r i a l � f r om� 19�
metasediment� samples� of� Jurassic� to�
Cretaceous� ages� collected� from�widely�
separated� areas� of� Southwest� Japan� (the�
Sh iman t o , � Ch i c h i b u , � Ku r o s eg awa ,�
Sambagawa�and�Mino-Tamba�belts),�which�
were�metamorphosed�at�temperatures�from�
165�to�655℃ .�A�key�finding�from�the�analysis�
is� that� there� exist� clear� correlations�
between�the�peak�width�(FWHM:�full-width�
at� half� maximum)� of� Raman� bands� of�
carbonaceous�materials� and�metamorphic�
temperatures.�Estimating�recrystallization�
temperature� for� low-grade�metamorphic�
minerals� including�carbonaceous�materials�
has�been�difficult,� but�now�can�be�easily�
c o n d u c t e d � w i t h � t h e � s u g g e s t e d�
geothermometers.�The�obtained�results�are�
due�to�the�accumulation�of�highly�elaborate�
and�deliberate� research.�This� paper�will�
contribute�widely� in� the� future�works� of�
metamorphic�terranes.
　This�paper�also�won�the�2015�Island�Arc�
Most� Downloaded� Award,� which� was�
presented�by�Wiley�to�the�most�frequently�
downloaded� article� in� 2015� amongst� all�
papers�published�in�Island�Arc�during�2010
−2014.� In� addition,� it� received� a� high�
number�of�citations–based�on�the�Thomson�
Science� Index� for� the�year�2015–amongst�
the�candidate�Island�Arc�papers�published�
in� 2013–2014� (Volumes�22� and�23),�which�
has�considerably�contributed�to�raising�the�
impact� factor� of� Island�Arc.� The� first�
author,�Dr.�Kouketsu,� is� one� of� the�most�
active�young�Japanese�geologists�working�
on�the�structural�transition�of�carbonaceous�
materials� in�metamorphic�and�sedimentary�
rocks,�based� largely�on� laboratory�works�
with�rock�samples�collected� from�different�
places�of�the�world.�She�is�also�interested�in�
the�application�of�spectroscopy�to�petrology�

and�geology.�This�paper�adds�to�her�many�
contributions�and� is�a�worthy�recipient�of�
the�2017�Island�Arc�Award.

【日本地質学会論文賞】（1件）

受賞論文：Atsushi�Nozaki,�Ryuichi�Majima,�
Koji�Kameo,�Saburo�Sakai,�Atsuro�Kouda,�
Shungo� Kawagata,� Hideki� Wada� and�
Hiroshi�Kitazato,� 2014,�Geology�and�age�
model� of� the�Lower�Pleistocene�Nojima,�
Ofuna,� and�Koshiba� Formations� of� the�
middle�Kazusa�Group,�a� forearc�basin-fill�
sequence� on� the�Miura� Peninsula,� the�
Pacific�side�of�central�Japan,� Island�Arc,�
23,�157-179.
　本論文は、詳細な野外調査と複数のボーリ
ングコア観察に基づき、三浦半島北部に分布
する上総層群中部野島層、大船層、小柴層の
岩相層序を確立し、さらに石灰質ナンノ化石
層序、浮遊性有孔虫の酸素安定同位体比測定
によって、野島層上部から小柴層下部に酸素
同位体比ステージ（MIS49-61）を認定し、
精度の高い年代モデルを構築したものであ
る。本邦だけでなく、北西太平洋海域におい
ても，この時代の複合年代モデルを構築した
例はほとんどなく、特筆すべき研究成果であ
る。また、筆者らは本研究の年代モデルに基
づいて、コアに挟在する24枚のテフラ層の堆
積年代を決定することに成功した。特に飛騨
山脈が給源とされ、多摩丘陵や房総半島に広
く認められるとされる広域テフラKd24およ
びKd25両テフラの年代値を更新したことは、
関東平野のみならず、日本各地に分布する前
期更新統の年代観に新たな知見を与え、ひい
ては今後、高精度の年代に基づく地層形成過
程の復元や堆積盆発達史を考察する上で重要
な意味を持つと考えられる。本論文は、詳細
な野外調査による岩相記載、微化石年代と酸
素安定同位体比を駆使した複合年代層序とい
った、層序学のオーソドックスな手法を用い、
地道なデータを丹念に積み重ねが結実した優
れた論文であると評価できる。以上の理由よ
り、本論文を地質学会論文賞に推薦する。
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【日本地質学会小藤文次郎賞】（1件）
受賞者：佐藤�活志氏（京
都大学大学院理学研究
科）
対象論文：Katsushi�Sato,�
2016,� A� computerized�
me thod � to � es t ima te�
friction�coefficient� from�

orientation�distribution�of�meso-scale�faults.�
Journal�of�Structural�Geology,�89,�44–53.
　断層の摩擦強度は地震防災上重要であるた
め，地下の条件を模擬した摩擦実験が盛んに
行われている．この論文は，断層が活動した
ときの摩擦強度を，フィールドデータから見
積もった世界初の研究成果である．すなわち
佐藤氏は，断層スリップ・データの方向の多
様性が，断層を動かした応力の時空的変化の
みならず，断層の摩擦係数にも依存すること
に着目し，断層群の平均的摩擦係数を推定す
る方法を開発した．そして，外房地域の下部
更新統の露頭でみられ，単一の応力状態で活
動したと考えられる小断層群に適用した．そ
こで得られたデータセットの場合，岩石の通
常の摩擦係数と大差ないという結果となった
が，開発された方法は種々の地質体に適用可
能なものであり，今後はさまざまな地域への
適用が期待される．社会的重要性を持つ課題
に対応して，フィールド研究の新手法を提案
したこの成果は，小藤文次郎賞にふさわしい
ものと評価できる．

【日本地質学会研究奨励賞】（1件）
受賞者：三田村�圭祐氏
（㈱建設技術研究所）
対象論文：三田村圭祐・
奥平敬元・三田村宗樹，
2016，生駒断層帯周辺に
おける露頭規模での脆性
変形構造．地質学雑誌，

122，61-74．
　断層研究は，地質時代のテクトニクスばか
りではなく，地震防災を考える上でも重要で
ある．本論文は，生駒断層帯において，露頭
規模の断層の構造解析，断層群の古応力解
析，そして断層ガウジのK–Ar年代測定に基
づき，断層群形成時の応力場と形成年代を議
論したものである．解析の結果，生駒断層帯
の断層群は現在とは異なる応力場において，
45–30�Maに形成されたことが明らかとなり，
これらが始新世後期〜漸新世前期の伸長テク
トニクスに関連したものであることが指摘さ
れた．本研究のような断層調査は先ず，断層
露頭を発見することから始まるが，都市域に
おいては断層露頭の発見は容易ではない．本
論文は，このような困難な露頭状況にある都
市域における詳細な野外調査に基づく断層調
査のあり方の一つを示したものである．よっ
て，本論文を研究奨励賞にふさわしい論文と
して推薦する．

【日本地質学会功労賞】（1件）
受賞者：大和田�朗氏（産
業技術総合研究所地質調
査総合センター）
功労業績：地質試料の新
薄片作製法の開発と人材
育成
　大和田朗氏は，1981年

に通商産業省工業技術院地質調査所（現産業
技術総合研究所地質調査総合センター）に入
所し，現在に至るまで，35年に亘り薄片・研
磨片の作製に従事してきた．その間，地質図
幅作成に必要な薄片試料のみならず，従来に
ない新しい薄片作製法を開発することによ
り，地質学に関する新たな知見の拡大に大き
く貢献してきた．
　1996年には，セメント試料などにおける内
部の割れ目を青色樹脂にて埋めることによ
り，流体輸送経路を可視化した薄片作製法を
開発し，科学技術庁長官賞創意工夫功労者賞
を受賞した．さらに，塩分及び水分を含む鉄
マンガンクラストに対して，膨潤の影響を排
除した高精度の薄片作製に成功し，海底の鉄
マンガンクラストの形成年代と成長速度の推
定に関する研究に大きな貢献をした．一方，
この乾式法は，石英や硫化鉱物と粘土鉱物が
共存するという，同一試料内において極端に
硬さが異なる鉱物を含む試料においても，含
まれている鉱物が欠けることなくすべて観察
が可能な画期的な薄片作製法であった．50年
以上前に日本で発見されたイモゴライトにつ
いても，世界初の薄片作製に成功し，2015年
には日本粘土学会技術賞を受賞している．こ
の乾式法に関しては特許を取得し，ライセン
ス契約も行っている．大学・企業・国研の若
い薄片作製技術者の教育にも精力的に取り組
んでおり，この教育効果は非常に大きいもの
である．さらに，「薄片でよくわかる岩石図
鑑」（2014年誠文堂新光社刊）の執筆を行い，
薄片技術の普及にも取り組んできた．
　以上のように，大和田氏の新しい薄片作製
法の開発と，全国の薄片作製技術者を長らく
指導してきた人材育成は，地質学の研究・教
育の発展に大きく貢献しており，ここに日本
地質学会功労賞に推薦する．

【日本地質学会表彰】（1件）

受賞者：「ブラタモリ」制作チーム（日本放
送協会）
表彰業績：地質学の社会への普及
　「ブラタモリ」は2009年10月からシリーズ
化され放送を開始したNHKの番組である．
毎回タモリ氏（森田一義氏）と女性アナウン
サーがある地域を訪問し，地域の自然と人間
や産業との関わりについてその地域の専門家

の解説を交えて紹介する．この番組の特徴
は，地質や地理に関する専門的な内容を扱
い，その科学的意義に加え社会や産業との関
わりを明らかにする構成になっている点であ
る．視聴率が10％以上をマークする人気番組
で地質の用語や考え方，その様々な意義がほ
ぼ毎回語られる．
　地学教育と普及の現状を見ると，小学校，
中学校の理科教育における地学分野の比重は
決して低くないが，高校理科において地学を
履修している生徒の割合は依然として高いと
は言えない．したがって，自ら学ぶ意欲のあ
る人を除き，大多数の国民は地学を小・中学
校で学んだ後，地学をほとんど意識すること
なく日々の生活を営んでいると考えられる．
このような状況の中で，地学の教育と普及に
携わる教育者や学芸員，研究者等は私たちの
生活基盤である地球を扱う学問である地質学
の普及に日々腐心している．�現在，土曜日
の夜という多くの人が聴取可能な時間帯に
NHKで放送されている「ブラタモリ」では
ゲストとして地学の普及に関わる学芸員・研
究者などが出演して，地学的な概念や地形・
地質発達過程をイラストやアニメーションを
効果的に用いて説明し，視聴者の理解を助け
ている．タモリ氏の地理・地質好きというキ
ャラクターに負う面も大きいが，それ以上
に，訪問地や番組構成，解説する専門家など
を決定する番組スタッフの地理・地質の重要
性の理解がこの番組を成功に導いていると考
えられる．そしてこの番組が地質学の普及に
貢献しているのは明らかである．この番組が
今後も長く続くことへの期待も込めて，
NHK「ブラタモリ」制作チームを学会表彰
に推薦する．
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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

産総研
「テクノブリッジ On the Web」

のご紹介

　http://technobridge.aist.go.jp

　産総研では企業との連携強化のための活動
（テクノブリッジ事業）を推進しています．
その一環として，毎年，社会人の皆様を対象
に産総研の研究を紹介するテクノブリッジフ
ェア（完全ご招待制）を開催しています．

テクノブリッジフェアフェアinつくば2017
日程：2017年10月19日（木）・20日（金）
場所：産総研つくばセンター
　これに関連して「テクノブリッジ On the 
Web」サイトを立ち上げました．このサイ
トにご登録いただくと，一昨年のテクノブリ
ッジフェアを元にした研究カタログ2016と，
昨年のテクノブリッジフェアでご紹介した産
総研の様々な研究テーマをご覧いただけま
す．さらに今年のテクノブリッジフェアinつ
くばにご招待します．皆様のご登録をお待ち
しております．

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

公募

農林水産省経験者採用試験
（係長級（技術））

民間企業のご経験等を活用して，国の技術行政
に携わり，ご活躍いただく方を求めています．

募集機関：農林水産省（人事院）
募集ポスト：係長級
募集人数：技術系全体で約６名
採用時期：原則平成30年4月
応募資格：地球科学，化学，生物学，薬学，
農芸化学，農学，農業経済，畜産，水産又は
農業農村工学に関する課程を修めて大学等を
卒業または修了し，民間企業，官公庁，国際
機関等における職務経験が，平成29年7月1日
現在で通算4年以上となる者
地球科学系の職務内容：農業農村整備事業の

地質・地下水に関する調査・指導業務
受付期間：平成29年8月4日（金）〜 17日（木）

詳細情報は以下ホームページをご覧くださ
い．
人事院HP：http://www.jinji.go.jp/saiyo/siken/ 
keikennsya/keikensya_nousui.html
農水省HP：http://www.maff.go.jp/j/joinus/
recruit/keiken/1gi.html
地球科学系の職務内容については，以下ホー
ムページをご参考にしてください．
業務内容HP：http://www.maff.go.jp/j/joinus/ 
recruit/1gi/pdf/geo_doctor_2016.pdf
また，7/22（土）・24（月）に農水省にて開
催する経験者採用説明会について以下のホー
ムページにて案内しております．
説明会情報：http://www.maff.go.jp/j/joinus/ 
recruit/keiken/index.html

なお大学・大学院の新卒者を対象とした職員
募集は，国家公務員総合職採用試験にて毎年
実施しています．

九州大学総合研究博物館
開示研究系助教の公募

１．職種および人数：助教（任期なし），１名
２．専門分野等：
① 地質学・古生物学を専門分野とし，学術標

本の調査・収集等のフィールドワーク，分
類・保存およびその理論・方法に関する十
分な知識と経験を有し，熱意をもってコレ
クション・マネージャーを務められる方．

② 地質学・古生物学分野に関する標本データ
ベースの設計・構築の実績があり，学術標
本の保全・管理と活用について，命名規約
等を踏まえた国際的なビジョンをお持ちの
方．

③ 学内に保管されている膨大な量の自然史系
および考古・歴史系学術標本の一括管理・
収蔵を他分野の教員・職員と協力して推進
し，教育・研究に活用するとともに，その
成果をWEBや公開展示等を通じて学内外
へ発信することに熱意のある方．

④ 九州大学の部局の関連する学問分野の授業
（学芸員科目および野外実習を含む地質学・
古生物学分野の科目など）を担当でき，大
学院・学部教育に熱意のある方．なお，英
語による授業を担当していただく場合もあ
ります．

⑤博士の学位を有する方．
３．所属：九州大学総合研究博物館
４．着任後の業務：着任後は，開示研究系教
員として学術標本の収蔵・分析・開示公開を
通した教育・研究，並びにこれらに関する調
査研究のほか，「２．専門分野等」の①〜④
に記した各種業務を，主導的に推進していた
だきます．
５．採用予定年月日：平成29年12月１日以降
のできるだけ早い時期

応募書類の提出期限：平成29年8月7日（月）
必着
応募書類の提出先：
〒812-8581  福岡市東区箱崎6丁目10番1号
九州大学総合研究博物館 開示研究系助教候
補者選考委員会
委員長　前田 晴良宛
提出書類の詳細等は，ホームページをご参照
ください． 
http://www.museum.kyushu-u.ac.jp/

岡山理科大学生物地球学部
教員の募集

機関：岡山理科大学 生物地球学部 生物地球
学科
職種：講師または助教１名
研究分野：恐竜・古生物学
主な担当科目：
古脊椎動物学，解剖生理学，卒業研究など
オムニバス科目（生物地球概論，野外調査法
実習，古生物学実習，野外博物館学実習な
ど）
応募条件：

（1）博士の学位を有し（又は採用時期までに
確実に取得見込みの者），恐竜・古生物学に
関する教育・研究に対して十分な能力と熱意
のある方

（2）恐竜化石発掘の実務経験を有し，一部の
動物学系の教育も担当可能なこと
着任予定日：平成30年4月1日
応募期限：平成29年9月8日（金）必着
書類送付先：〒700-0005 岡山市北区理大町1
ー 1
　岡山理科大学 生物地球学部 生物地球学科
　学科長　加藤 賢一
問合わせ先：学科長 加藤 賢一 Ｅmail: kato@ 
big.ous.ac.jp
Tel & Fax：086-256-9514（研究室直通）
学科長不在時の連絡先　Tel：086-256-8003

（生物地球学部事務室）

弘前大学 地域イノベーション
学系戦略的融合領域

（北日本新エネルギー研究所
エネルギー材料工学）

教授の公募

所属：地域イノベーション学系戦略的融合領域
専任担当：北日本新エネルギー研究所（地球
熱利用総合工学部門）
職名・人員：教授 １名
研究分野：新エネルギー・省エネルギー関連
分野

（1）地熱地質学，地熱地球化学，物理探査，
地熱水文学，または地熱フィールド調査分野

（2）地熱資源工学，地熱貯留層工学，地熱利
用工学，地中熱利用工学，または涵養地熱系
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工学分野
（3）地球システム工学分野
以上の分野の一つ，もしくは複数の分野をカ
バーできる者
担当：

（1）新エネルギー・省エネルギーに関する研究
（2）北日本新エネルギー研究所に関する事業
の企画，実施

（3）エネルギー・環境に関する専門教育，教
養教育科目

（4）理工学研究科博士前期課程新エネルギー
創造工学コースの科目
応募資格：

（1）博士の学位を有し，新エネルギー・省エ
ネルギーに関する分野を専門とする者

（2）大学院博士前期・後期課程の主指導教員
として教育・研究指導ができる者

（3）研究所の研究を産学連携で推進できる能
力を有する者
着任時期：平成30年1月1日以降できるだけ早
い時期
任期：教授の任用期間は10年（再任は１回限
りとする．ただし，特別の事情がある場合
は，再任後の更なる任期の更新を認めること
がある）．また，採用後の給与については，
弘前大学で規定する年俸制が適用される
応募締切：平成29年9月22日（金）17時必着
応募書類提出先・問い合わせ先：
〒030-0813　青森市松原2丁目1番3号
国立大学法人弘前大学北日本新エネルギー研
究所
TEL：017-735-3363
E-mail：njne@hirosaki-u.ac.jp
http：//njrise.cc.hirosaki-u.ac.jp/archives/5029

名古屋大学大学院環境学
研究科地球環境科学専攻 地質・

地球生物学講座教員公募

担当講座：大学院環境学研究科 地球環境科
学専攻（地球惑星科学系）地質・地球生物学
講座（岩石学または構造地質学分野）
職名および人員：教授1名
勤務形態，勤務地：常勤（任期なし，定年あ
り），愛知県名古屋市
着任予定時期：平成30年4月1日以降のできる
だけ早い時期
公募の趣旨：地質・地球生物学講座では，地
球表層〜マントルを構成する物質の形成史と
そのメカニズム，テクトニクス，生物と地球
環境の相互作用等の素過程を解明し，地球史
を高精度で復元することにより，過去および
現在の地球像を正確に描き出すと共に，地球
環境変動の未来像の構築に向けて適切な提言
をすることを目指します．詳細はホームペー
ジ＊1を参照してください．本講座では，同講
座の教員＊2並びに地球惑星科学系の教員と協
力して，岩石学・構造地質学分野の研究・教
育を強力に推進して頂ける教授を募集しま

す．担当して頂く授業は，大学院環境学研究
科，理学部地球惑星科学科，全学教育の科目
です．
応募資格：

（1）博士の学位を有すること
（2）岩石学または構造地質学の研究に実績が
あり，その研究・教育に意欲があること

（3）野外調査に関する教育と研究指導ができ
ること

（4）日本語で教育と研究指導ができること
（現在困難であっても5年を目処に）
提出書類：

（1）履歴書（写真貼付，e-mailアドレスを連
絡先として明記のこと）

（2）これまでの研究・教育活動の経過につい
て要約した文書（2,000字程度）

（3）研究業績目録（以下のA，B，C，Dに分
類したもの）A．査読のある論文および総説

（可能なら被引用数及び用いたデータベース
を明記すること），B．査読のない論文およ
び総説，C．著書，D．その他特に参考とな
る出版物．

（4）今後の研究・教育の抱負についての文書
（2,000字程度）
（5）外部資金獲得状況，受賞歴
（6）応募者について意見を伺える方２名の連
絡先

（7）主な研究論文の別刷５編以内（コピーあ
るいは電子ファイルでも可）

（1）−（7）の印刷物一式とすべての電子ファ
イル（PDF）をCDまたはDVDに格納したも
のを郵送してください（電子メールでは受け
付けませんのでご注意ください）．
応募締切：平成29年10月2日（月）必着
書類の送付及び問い合わせ先：
〒464-8601　名古屋市千種区不老町
名古屋大学大学院環境学研究科 地球惑星科
学系長 高野雅夫
電話：052-789-2518 
e-mail：apply-geol@eps.nagoya-u.ac.jp
詳しくは，
http://www.nagoya-u.ac.jp/employment/
index.html

日本地質学会に寄せられ
た候補者の募集・推薦依
頼等をご案内いたしま
す．

各賞・
研究助成

第26回（平成29年度）
公益財団法人藤原ナチュラル

ヒストリー振興財団
学術研究助成応募

近年，「ナチュラルヒストリー」の研究に対
する助成も漸く活発になりつつありますが，

その研究は多岐にわたっており，助成は必ず
しも十分とはいえません．当財団は，このよ
うな状況を考慮し，ナチュラルヒストリーの
研究を行っている研究者または研究グループ
に助成を行うことによって，ナチュラルヒス
トリーに関する研究の益々の発展に寄与しよ
うとするものであります．また，選考は特に
他の機関から助成されにくい研究者を優先し
ます．
応募資格：日本国内の大学，研究施設に勤務
するか，または日本国内に居住し，ナチュラ
ルヒストリーの研究を行っている個人または
グループ．
対象：ナチュラルヒストリーを，動物・非動
物(地学・植物)の二分野に分け，このいずれ
かに対して助成します．今年度は，非動物分
野に対して，研究に必要な資金を助成しま
す．

助成金：本年度は，１件あたり30 〜 100万円
とします．（研究期間：平成30年4月1日から1
年間）
応募方法：所定の申請書に記入の上，財団宛
に送付して下さい．
〒153-0051　東京都目黒区上目黒1丁目26番 
1号 中目黒アトラスタワー 313
公益財団法人藤原ナチュラルヒストリー振興
財団
申請書用紙はウェブサイトからダウンロード
できます．

【財団ウェブサイト】http://fujiwara-nh.or.jp/
締切：平成29年9月1日（金）　当日消印有効
注意：1.申請書は返却いたしません．2.助成
決定後，実行予算書を提出していただきま
す．3.申請書の「8.助成金の使途予定」に挙
げられていない物品の購入等は，承認を受け
ることが難しくなりますので，ご注意下さ
い．
助成金受領者の義務：1.助成金は適正に使用
すること．2.当財団の助成にかかわる研究に
つ い て， 平 成31年4月 上 旬 ま で に 報 告 書　

（1200字程度，A4サイズ3枚以内）を提出す
ること．（詳細は助成決定後通知）3.助成金
の使途明細(決算書)を平成31年4月上旬までに
提出すること．4.研究成果を公表する場合は，
論文に当財団の助成を受けた旨を付記し，印
刷物を1部提出すること．
問い合わせ先：財団事務局　電話：03（3713）
5635　mail：jyoseikin@fujiwara-nh.or.jp

第39回（平成29年）
沖縄研究奨励賞推薦応募

沖縄研究奨励賞は，沖縄の地域振興及び学術
振興に貢献する人材を発掘し，育成すること
を目的として，昭和54年に創設されました．
本奨励賞は，沖縄を対象とした将来性豊かな
優れた研究（自然科学，人文科学，社会科
学）を行っている新進研究者（又はグルー
プ）の中から，受賞者3名以内を選考し，奨
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励賞として本賞並びに副賞として研究助成金
50万円を贈り表彰するものです．

応募資格：学協会・研究機関若しくは実績の
ある研究者から推薦を受けた50歳以下の者
で，平成29年7月15日現在で50歳以下の者．
応募方法：

（1）「沖縄研究奨励賞推薦応募用紙」
（2）研究成果物（論文3点以内，著書がある
場合は1冊），

（3）研究成果物（論文または著者）の要旨
（A4判横書き1,000字以内），
（4）研究業績リスト（著書，論文等30点以内）
応募書類の提出先
〒101-0052　東京都千代田区神田小川町3-7-3
公益財団法人沖縄協会「沖縄研究奨励賞」係

応募締切は9月30日（土）となっていますの
で，推薦を希望される方は9月11日（月）ま
でに，執行理事会宛にご連絡下さい．

推薦応募用紙は，<http://www.okinawakyoukai. 
jp>からダウンロードして下さい．

お問い合わせ
財団法人沖縄協会
〒112-0004　東京都文京区後楽1-2-9

「沖縄研究奨励賞」担当・山岸貴生
e-mail：okinawakyoukai@nifty.com
TEL：03-5803-2341　FAX：03-5803-2581

「朝日賞」候補者推薦依頼

　朝日新聞社，朝日新聞文化財団より，標記の
推薦依頼がありましたので，お知らせします．
　「朝日賞」は，1929年（昭和4年）に朝日新
聞創刊50周年記念事業として創設しました．
人文や自然科学など，我が国の様々な分野に
おいて傑出した業績をあげ，文化や社会の発
展，向上に多大な貢献をされた個人または団
体に贈られます．年齢，国籍に制限はありま
せん．
　推薦書は2017年8月25日（金）までに，所
定様式送付となりますので，推薦を希望され
る方は8月10日（木）までに，執行理事会宛
にご連絡下さい．

　推薦票は下記URLからダウンロードでき
ますが，パスワードが必要です．希望される
方は学会事務局までお問い合わせ下さい．
http://www.asahi.com/shimbun/award/
asahi/suisen

問い合わせ先：
朝日新聞社CSR推進部「朝日賞」事務局
〒104-8001　東京都中央区築地5-3-2
TEL（直通）03-5540-7453
FAX　03-3541-8999
http://www.asahi.com/shimbun/award/
asahi/

紹　介

三つの石で地球がわかる：
岩石がひもとくこの星のなりたち

藤岡換太郎 著

講談社ブルーバックス，2017年5月発行，
222ページ，定価920円+税，
ISBN　978-4-06-502015-9．

　この書物は，広く国民に，岩石（学）の面
白さを硬軟とりまぜて分かりやすく解説した
教養書である．しかも，新しい知識や考え方
や用語の由来なども随所に述べられており，
一般の方々だけでなく，専門の研究者，教育
に当たる方々にもうってつけの書である．
　著者は学生時代に変成岩を志し，その後海
洋地球科学研究へと転身したが，そこでも岩
石学への憧憬を忘れずに，ここまで50年ほど
に渡って海洋地球科学と岩石学の橋渡しをし
てきたと言えるだろう．著者の自然科学の素
養と興味とさらに文化的な資質が相まって，
非常にレベルの高い書物となっている．この
ような地質学分野の書物が，一般の書籍とし
て街で購入可能なのも喜ばしい．
　三つの石とは，橄欖岩（カンラン岩を著者
はあえて漢字で表記している．それは，語源
を知って内容や意義を知るということの重要
さを考えようとしているからであるが，実は
橄欖は誤用とのことである），玄武岩（これ
についても語源が重要である．しかも，日本
でのこの語と関連する岩石が，古地磁気の反
転の世界初の発見につながる），それに花崗
岩である．
　それらの地球の形成から歴史にかけての重

要な意義や働きを，さまざまな切り口で述べ
ており，堅いといわれがちなこの分野の解説
としては，出色であると思われる．目次は，
序章の，そもそも石とは何だろうか（ケイ素
の重要性が述べられる），第１章のマントル
をつくる緑の石（橄欖岩，オフィオライトな
ど），以下（海洋をつくる黒い石，玄武岩），

（大陸を作る白い石，花崗岩），（石のサイエ
ンス，鉱物と結晶），（三つの石と家族たち；
火成岩とマグマの結晶分化，ボーエンの功
罪），（三つの石から見た地球の進化），（他人
の石，生物岩）と続く．途中に，基礎ではあ
るがややとりつきにくい，珪酸塩鉱物の分類
と意義も述べられていて，高校生以上の興味
を持つ読者への配慮もなされている．（しか
し，一般の人々には，やや難しいハードルで
あろう．その場合は飛ばして読んでも，全体
の理解にはさほど影響はしないだろう（重要
なポイントではあるのだが）．）
　こうした三つの石から始めて，地球全体を
理解しようという壮大な試みは，最後にその
ほかの岩石に向かう．曰く，安山岩，デイサ
イト，流紋岩などの火山岩（火山に親しむた
めには欠かせない用語だろう），堆積岩（最
近では，経済や歴史の分野でも，礫岩（コン
グロマリット）などの用語が使われている．
地質が生活の基礎である西欧の人々に，地質
がいかにしみ込んでいるかが分かろうという
ものだ），変成岩へも向かう．いわゆる岩石
学から見た地質学の基礎である．
　このような教養書が最近は多く出版されて
おり，この著者の貢献は大きい．世間では，
特に日本では，地学教育は一時期，地味であ
る，分かりにくい，記憶すべき用語が多くか
つ複雑であるなどにより，敬遠されがちであ
ったが，ここへきて，環境，資源，災害問題
が降りかかり，また隕石や恐竜ブームなどに
より，多くの国民（最後者は特に年少者）に
とってなじみ深いものとなった．また本書に
関連のある鉱物や宝石も多くの人々に関心を
もたれている．しかし，一般に，学問の進歩
は速く，高校時代に聞いた教科書的な知識だ
けでは，時代をよく理解できにくくなるほど，
科学の最先端は遠いところへ行ってしまった
ようだ．そこをつなぐための努力が，一線の
研究者によってなされていることは大いに喜
ばしい．
　本書を多くの人々に推薦する次第である．

（小川勇二郎）
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平成29年4月27日，日本学術会議講堂におい
て，「地質地盤情報の共有化を目指して−安
全安心で豊かな社会の構築に向けて−」と題
した日本学術会議公開シンポジウムが開催さ
れた．主催は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で，
日本地質学会は，土木学会，日本建築学会，
日本不動産学会，全国地質調査業協会連合会
とともに後援している．
　日本地質学会は，地質地盤情報の共有化に
関して，平成25年4月〜平成28年3月にかけて

「地質・地盤情報活用促進に関する法整備推
進協議会」に参加し，その後，平成28年4月
からは，「地質地盤情報の活用と法整備を考
える会」に参加し，活動している．報告者の
松浦は，「地質・地盤情報活用促進に関する
法整備推進協議会」および「地質地盤情報の
活用と法整備を考える会」に，日本地質学会
からの委員として出席している．
　また，平成27年9月13日には，日本地質学
会第122回学術大会第3日に，「地質地盤情報
の活用と法整備」と題した特別講演会を開催
している．

公開シンポジウム開催趣旨
　わが国の国土の地質地盤は，諸外国に比べ
て極めて複雑で，変化に富んでいる．したが
って，社会インフラ建設において利用される
地質地盤情報は，国民にとって必要不可欠な
情報であり，国民の共有財産でもある．しか
しながら，現状では社会インフラを造る，あ
るいは設計するための地質地盤情報が情報イ
ンフラとして必ずしも整備されておらず，地
質地盤情報の記録・公開・共有化が強く望ま
れている．
　このような現状に鑑み，本シンポジウムで
は，安全安心で豊かな社会の構築に向けて国
土の基本情報とてしての地質地盤情報のある
べき姿と地下空間の利活用における安全性の
向上について総合的な討論を行なう．

プログラム
　桑野玲子氏（日本学術会議連携会員，東京
大学生産技術研究所教授）を司会として，依
田照彦氏（日本学術会議連携会員，インフラ
健全化システム分科会委員長）による開会挨
拶があり，基調講演として，栗本史雄氏（日

本学術会議特任連携会員，産業技術総合研究
所名誉リサーチャー，地質地盤情報の活用と
法整備を考える会代表）による「地質地盤情
報の共有化について」および大西有三氏（関
西大学環境都市工学部客員教授，京都大学名
誉教授）による「地下利用に関する国の審査
状況（進行形）について」の講演があった．
　その後，嘉門雅史氏（日本学術会議連携会
員，京都大学名誉教授）をモデレータとし，
飯尾　潤氏（政策研究大学院大学教授），宇
賀克也氏（東京大学法学政治学研究科教授），
北田奈緒子氏（一般財団法人地域地盤環境研
究所研究開発部門長），小林潔司氏（日本学
術会議連携会員，京都大学大学院工学研究科
教授）をパネラーとしたパネルディスカッシ
ョンが行われ，最後に家田　仁氏（日本学術
会議連携会員，政策研究大学院大学教授）か
ら閉会の挨拶があった．

概要
　開会挨拶：本公開シンポジウム開催に至る
経緯の説明があり，フランス児童文学「星の
王子さま」の「大切なものは，目に見えな
い」に例えて，地下にあって見えない地質地
盤情報の重要性を強調した．
　「地質地盤情報の共有化について」：なぜ共
有化が必要か，自然災害と地質地盤の特徴，
海外の状況と日本の課題，情報の整備状況，
共有化と二次利用という流れで講演が行われ
た．講演では，海外の状況と比較しながら，
日本における地質地盤情報の特徴と整備の現
状を述べ，共有化のメリットを示した．その
上で，共有化を推進するためには法整備が有
効な方策であることを述べた．
　また，質疑応答では，衛星情報から地下を
明らかにできないか，地質地盤情報には私有
地の情報まで含まれるのか，といった質問が
あった．
　「地下利用に関する国の審査状況（進行形）
について」：平成29年11月の福岡市交通局七
隈線延伸工事現場における道路陥没，平成29
年2月の大阪市シールド工事における陥没事
故を契機として，国土交通省に「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」が設立され，その検討状況および全国
地質調査業協会連合会の地盤情報活用検討会
による「地盤情報データベースセンター設

学協会・研究会報告

報告	 日本学術会議公開シンポジウム「地質地盤情報の
共有化を目指して−安全安心で豊かな社会の構築
に向けて−」

立」の進捗状況の報告があった．また，地質
地盤情報の整備・公開・共有化に必要な条件
として，「多様なデータベースの活用と統合」，

「責任ある体制の下での継続的な管理」，「品
質の保証の付加価値の付与」，「ニーズに応じ
たきめ細かい対応」が重要であることを強調
した．
　質疑応答では，ある宅地造成地が，谷埋め
盛土であることや産業廃棄物が埋められてい
ることを知っているが，口外すると罪に問わ
れるのかとの質問があり，法律の専門家であ
る宇賀氏から，事実を伝えることは法律に抵
触しない，との回答があった．
　パネルディスカッション：最初に各パネラ
ーから以下の発言があった．
　北田氏：30年以上に及ぶ関西圏の地盤情報
の利活用事例を紹介し，工学ボーリング，理
学ボーリング，物理探査，地形情報など，す
べてをデータベース化することが重要であ
る．
　小林氏：情報の価値は，①自分にとっての
価値，②他人にとっての価値，③社会的価値
という見方がある．③社会的価値に関して
は，情報をどこかに提出・集積するというイ
ンセンティブが働きにくい状況であるため，
情報を社会的にどう蓄積していくかが問題
で，そのためのプラットフォームが重要であ
る．
　宇賀氏：地質地盤情報の取り扱いについ
て，立法上の措置は必要である．情報公開法
に照らして，国，独法，地方自治体について
情報公開は問題がない．また，地質地盤情報
の公共性の高さを考慮すると，民間も含めて
公開することは可能と考えられる．
　飯尾氏：地質地盤情報の公開義務は，国の
機関でモデル化する必要がある．法制化とな
った場合の所轄官庁をどうするかがポイント

栗本氏講演

パネルディスカッション

松浦一樹（株式会社ダイヤコンサルタント / 地質地盤情報の活用と法整備を考える会  幹事）
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である．地質地盤情報としては，当初はボー
リングデータだけでも良いが，他のデータも
付加できるプラットフォームを準備すること
が必要である．
　パネルディスカッションでは，以下の論点
について議論が進められた．

（1）インフラ整備・維持管理の安全性を確保
するための地質地盤情報の重要性を周知でき
ているか 

（2）地質地盤情報の共有化による活用事例に
ついての現状と地盤リスクの低減への質疑 

（3）地質地盤情報の共有化への法制度的な課
題解消へ向けて 

（4）今後の地質地盤情報のあり方 
（5）地質地盤情報の共有化のための今後の施
策
　最後に，モデレータの嘉門氏から，地質地
盤情報の共有化は必須である，という心強い
意見を得た．また，宇賀，飯尾の両氏の法制
化についてのアドバイスと，地質地盤情報に
は公益上の義務的開示が認められるべきとい
う解釈は貴重である．今後も前向きな議論が

進むことを期待したい，との発言で締めくく
られた．
　閉会挨拶：地質地盤情報の共有化に対する
活動は，政治的，社会的に賛同を得ることが
重要である．建築費用をみても，地質地盤の
条件に起因して増加することが多く，地質地
盤が問題であり，情報の共有化が課題であ
る．いろいろなモーメンタムを使って努力し
ていくことが重要で，地質地盤情報の共有化
へ向けて，今後ともご協力をお願いしたい．

第7回惑星地球フォトコンテスト
入選「リーセフィヨルドの説教壇」

撮影：上砂正一（大阪府）
撮影場所：ノルウェー　リーセフィヨルド

撮影者より／地質学的背景：フィヨルドは，氷河時代の終わりごろに
氷が融けて海面が上がったために，この深い谷の一部が海に沈むこと
で形成されました．湾口から湾奥まで幅の変化が無く，非常に細長い
深い谷を形成しています．海岸線は断崖絶壁となっています．山地，
渓谷が沈水してできたリアス式海岸とは大きな違いがあります．リー
セフィヨルドは垂直に切り立った，巨大な岩に挟まれた全長42kmのフ
ィヨルドで氷河によって形成された地形と地質を楽しむことができま
す．このフィヨルドの最大の見所は，プレーケストーレンと呼ばれる一枚岩が海面から垂直に604mの高さで切り立った崖です．真
っ平らな崖の頂上の形状は，およそ25m2の正方形で柵も無くここに立つと切り立った崖からスリル満点な眺望を味わえます．あい
にく海上からの展望となり，見上げると断崖絶壁の連続でした．この崖の周辺には滝があって，観光船は崖に着けて滝の水を大き
なひしゃくで汲んで飲ませてくれました．とてもまろやかで冷たい水でした．岩石は，花崗岩〜花崗片麻岩と思われ，所々に亀裂
が入っているのが写真でもわかります．

審査委員長講評：ノルウェー西海岸には多数のフィヨルドがありますが，代表的な観光地がプレーケストーレン（説教壇）です．
崖上から撮影された写真が多数紹介されていますが，私は下から見上げた写真を見るのはこれが初めてです．高さは600ｍもあり，
崖上の中央やや右に説教壇が写っています（写真上部の矢印参照）．もしオリジナルに崖上の人が写っていればスケールとなり，
作品の価値が一段と高まります．（白尾元理） 

表紙紹介
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ある人だ．その目的は，地質学者として石油鉱や金鉱を探すこ
とで，今日の満洲ゴールド・ラッシュの先縱を成すとまあ言え
るワケだが，本職以外の副産物として世界の読書界にとんでも
ないスリルを送った．即ち北満州の神秘境を描いた『アジアに
於ける人間と神秘』の文学的労作これである」と書いて，いく
つか秘話を紹介している．
　オッセンドフスキの原著は，フランス人の協力のもとに，
1924年に英語版で出版された．衛藤の「辺彊異聞抄」の初出は
1932（昭和7）年12月である．その後，『アジアに於ける人間と
神秘』は，1941年，43年に日本語の翻訳が出た．
　翻訳本（1941年）によれば，オッセンドフスキは，「10カ年
間に亙って私は，多くの時をそこ（シベリア）で過し，石炭，
塩，金，石油脈の研究に従事し，また多くの鉱泉，薬泉の調査
を以て科学的探検を企てたこともあった」と記しているが，そ
の地質学者としての業績がまだみつかっていない．戦前の日本
の大陸での地質調査報告をいくらあたってもオッセンドフスキ
の名は出てこない．不明なことが多い．調べた限りで見つかる
人物は，ポーランド生まれのオッセンドフスキ（Ossendowski, 
Ferdinand, 1876-1944）である．彼はロシアの革命に巻き込ま
れ，シベリアに投獄もされて，いろいろな経験を経て文筆家に
なり，現在では『小説レーニン』が1番有名なようだ．ポーラ
ンドの地学史研究家に問い合わせているが，明確な情報はまだ
得られていない．

文献
衛藤利夫，1992．『韃靼』中公文庫．
榎本武揚（講談社編集），2008．『榎本武揚 シベリア日記』，講

談社学術文庫．
Ossendowski, Ferdinand, 1924. Man and mystery in Asia in 

collaboration with Lewis Stanton Palen, E. Arnold, Ossendowski, 
Ferdinand, 1931. Beasts, men and gods, Blue Ribbon Books.

オッセンドフスキー（神近市子譯），1940．『動物と人と神々：
アジア脱出記』生活社．

オッセンドフスキー（大久保忠利譯），1941．『アジアの人と神
秘』生活社．

オッセンドフスキイ（大塚輝生譯），1943．『亞細亞邊境異聞』
新東亞協會．

オッセンドフスキ（木村毅訳），1979『小説レーニン』恒文社．
追記：ニュース誌6月号の「トリビア学史9　1894（明治26）年
吾妻山爆発にともなう地質学者の殉難」において，噴火したの
は一切経火山だが，当時も現在も吾妻山と伝えられている．吾
妻山は会津よりも福島に近く，これは筆者の間違いである．ま
た，写真は（佐藤，1985）より引用した．修正をお願いしたい．

はじめに
　司馬遼太郎の最後の小説『韃靼疾風録』を知っている人も少
なくなった．韃靼といっても，もうほとんど通じないかもしれ
ない．モンゴル付近に住んでいる（いた）タタール人のことを
韃靼という．戦前は，韃靼ということばはある程度知られてい
た．日本で間宮海峡といわれている地名は，世界的にはタター
ル海峡（韃靼海峡）と呼ばれている．
　『韃靼』の地質学者を探しているうちに，榎本武揚が浮上し
てきた．榎本武揚と地質学とのかかわりにまずふれたい．

榎本武揚
　榎本武揚（1836-1908）は，1879（明治12）年，渡辺洪基ら
と東京地学協会を立ち上げた．しかしながら，榎本にどれくら
いの地質学の素養があったのかは知られていない．彼が執筆し
た『シベリア日記』に露頭のスケッチと砂金地の記載が載って
いるので，それを紹介して，読者の判断を仰ぎたい．
　榎本の一生は波乱万丈でとても書ききれないので，シベリア
日記に関係することだけ記述する．榎本は，ロシア特命全権公
使に決まった澤宣嘉が1873年10月に病死したので，代役として
1874（明治7）年1月18日，駐露特命全権公使に任命された．榎
本の前職は北海道開拓使で，それも，1872（明治5）年1月6日
に出獄し，3月8日から出仕したのだ．1874（明治7）年1月14日
には海軍中将も拝命している．
　ロシア滞在中の1875（明治8）年5月7日に，榎本はロシア外
務大臣アレクサンドル・ゴルチャコフと樺太・千島交換条約を
締結し，その後もしばらくロシアに滞在した．
　1878（明治11）年7月26日，ようやくのことで，榎本はサン
クトペテルブルクを出発し帰国の途に向かう．帰途の詳細な報
告が『シベリア日記』である．榎本はロシアの実情を知ること
を目的にシベリアを横断した．モスクワを経てニジニ・ノヴゴ
ロドまで，まず鉄道で行く．途中，韃靼人をよく観察している．
その後は，船と馬車を乗り継ぎ，9月29日にウラジオストック
に到着する．馬車の揺れと虫刺されでは難儀をしたようである．
ウラジオストックで黒田清隆が手配していた汽船・函館丸に乗
船し，10月4日小樽に帰着．札幌滞在の後，10月21日に帰京し
た．
　日記を読んでいくと，8月4日ペルムにて「ゲネラル某よりペ
ルムのゼオロジカルマップ（地質図）と写真壱枚を得たり」と
いう1文が出てくる．また，砂金地を熱心に観察し，地質用語
としては，ケレイ（粘土），フルハルデケレイ（凝固粘土），ペ
ルム・フォルマーシー（ペルム系，）トッパーズ（いはゆるウ
ラルセ・ブリヤント（ウラル宝石），クワルツ（石英），ボラッ
キス（硼砂），カオリン（白陶土），スラック（鉱滓），ラーピ
ス（硝酸銀）なる物質名が並び，トルフ（泥炭）やガラニート

（花崗岩）なる名詞も並ぶ．榎本の，露頭のスケッチ（図１）
には，「上からaは土，bは砂礫交じりの赤土，１〜４は赤土だ
がクワルツ［石英］の片屑を多く含み，砂金をはらめる土で，
下のcはまた金をはらまない赤土」と記載がついている．

オッセンドフスキ
　トリビア学史8で篠本二郎を追っていくうちに，傍系の学者
として，『韃靼』の著者衛藤利夫を知った．『韃靼』を読み進め
るうちに，オッセンドフスキという地質学者が登場してきた．

『韃靼』中の「辺彊異聞抄」で，衛藤は「オッセンドウスキイ
博士と言えば，有名なポーランドの地質学者で，曾て王朝時代
のロシアの政府から頼まれて，北満州の辺彊を踏査したことの

矢島道子（日本大学文理学部）

〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜

トリビア学史　10　韃靼の地質調査—榎本武揚，オッセンドフスキ

図１　『榎本武揚 シベリア日記』（2008）より
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海外の動向
　褶曲軸という語にまつわる混乱は，日本だけのものではない

（佐藤, 2003）．19世紀末のものから地質構造について詳述した
教科書をみてゆくと，その語に明快な定義が与えられないなが
らも用法が一通りだった状態から，明確な定義を複数与えられ
た混乱をへて，しだいに統一されてゆくさまが見て取れる．
　19世紀末から20世紀の戦間期まで広く読まれたものとして，
Geikie兄弟の教科書がある．そのころはまだfold axisという熟
語はなかったようで，この語に明確な定義は与えられていない．
しかし，兄ArchibaldのText-Book of Geologyでは，地層は褶
曲の軸にそって曲げられると書いている（Geikie, 1882, p. 517,

［URL1］）．向斜では軸に向かって地層が傾くとしているので，
定義Cを意図していたことがわかる．弟JamesのStructural and 
Field Geologyの 記 述 も 同 様 で あ る （Geikie, 1905； 第2版 は

［URL2］で閲覧可）．また，Leith （1913）も同様である，褶曲
軸ないし褶曲の軸の原義は，今日いうところのヒンジ線だった
らしい．
　第一次世界大戦より前の教科書では褶曲構造の多様性が列挙
されていたが，戦後の教科書では褶曲構造のanatomyが扱われ
るようになる．また，褶曲を専門に扱う本（Busk, 1929）まで
書かれるようになる．そして，褶曲関連の記載用語を拡充する
なかで，褶曲軸について複数の定義が併存するようになった．
冠線・底線がかならずしもヒンジ線と一致しないことは，ゲイ
キーの時代からわかっていたが，Willis（1923），Nevin（1931），
Willis and Willis（1934） は 定 義Bを 採 用 し て い る． ま た，
Stočes and White（1935）は定義Aを，Billings（1942）は定義
Cを採用している．ただしWillisらの記述は，褶曲軸という語が
何をさすか不明確なところがある．Busk（1929）による褶曲
に関する専門書では，褶曲軸の代わりにヒンジ線をapexとよん
で議論を展開している．定義Aを採用した戦間期の論文として
はWegmann（1929）がある．Hills（1940）は定義Cを提示し
たすぐ後で，褶曲軸あるいは褶曲の軸線という言葉が，当時複
数の意味で使われていたことを記録している．20世紀前半の教
科書中の図を見ると，著者らは非円筒褶曲にあまり配慮してい
なかったようにみえる．それならたしかに，褶曲軸とヒンジ線
の違いについて寛容でいられる．

はじめに
　褶曲軸（fold axis）という言葉は，高校地学の教科書にもと
りあげられるほどに地質学の基本用語とみなされている．とこ
ろがその定義について，後述のように3通りの理解がなされて
いる．以下，それらを定義A，定義B，定義Cとする．学会発表
などから察するに，地質学の専門家の9割くらいが，定義Bと定
義Cを混ぜて使っているようである．残りの方々は定義Ａであ
る．複数の用例が混在する状況は．海外では定義Aが支配的に
なる方向で終息に向かっているが，国内では終息する気配がな
い．すでに佐藤（2003）がこの混乱を紹介しているのだが，学
会発表や投稿原稿から推測すると，地質学の専門家でも大多数
が混乱自体に気づいておられないらしい．困ったことに，高校
地学の教科書は混乱を再生産している．
　混乱の終息のために，ここで改めて問題点を指摘したい．そ
して欧米の動向をたどって，この混乱が収束しつつある様子を
概観する．最後に国内の状況を素描する．

併存する３通りの定義
　定義Aにおいては，褶曲軸は褶曲構造の特定部位をさす言葉
ではなく，方向をあらわす．すなわち，Fig. 1aのようにある線
分（図中の太実線）をその方向を維持したまま三次元空間で移
動させたときにできる曲面を考える．そして，褶曲した地層面
の形状がこの曲面であらわされるなら，この線分の方

・

向
・

を褶曲
軸という．これが定義Aである．そして，そのような形態の褶
曲を，円筒褶曲（cylindrical fold）という．円筒褶曲では，褶
曲軸と直交する任意の断面で，金太郎飴のように同じ形が現れ
る．定義Aの褶曲軸は，散在する小露頭で測った地層の走向傾
斜から，地質図スケールの褶曲構造を，三次元的にとらえるた
めの手がかりなのである．非円筒褶曲では，そもそも褶曲軸が
存在しない （e.g., Twiss and Moores, 2007, p. 279）．ただし円
錐褶曲（conical fold）では褶曲軸を定義できるのだが（Twiss 
and Moores, 2007），議論が細かくなりすぎないよう，ここで
はそれに踏み込まない．
　定義Ｂでは，冠線（crest line）と底線（trough line）を褶曲
軸とする．褶曲の尾根線と谷線のことを，冠線と底線という

（Fig. 1a）．褶曲の横断面で，一枚の地層の最高点が冠，最低点
が底である．
　定義Ｃの褶曲軸は，ヒンジ線（hinge line）と同義である．
ヒンジ線とは1枚の地層面にそって，曲率が最大となる点を結
んだ線のことである．上下に重なる地層面には，それぞれにヒ
ンジ線があるが，それらを結ぶ面を褶曲軸面（axial surface）
という（Fig. 1a）．褶曲軸面という言葉は「褶曲軸」を部分と
して含むので，ヒンジ線イコール褶曲軸という解釈を生みやす
い．後述のように，褶曲の軸という言葉の原義に忠実なのは，
定義Ｃである．
　褶曲軸とヒンジ線と冠線・底線は一般に一致しないので，３
つの定義が併存することは混乱のもとである．曲率が一様でヒ
ンジ線が不明瞭な褶曲もあるが，それでも冠線・底線は存在す
る．円筒褶曲なら，ヒンジ線の方向と定義Aの褶曲軸はイコー
ルである．円筒褶曲で，なおかつ褶曲軸面が直立していれば，
冠線と底線がヒンジ線と一致する．そうでない円筒褶曲の例を
Fig. 1aに描いた．他方，伊藤（1979）が記載したような非円筒
状の多面体状褶曲では，冠線や底線と高角で交わるヒンジ線が
存在する．また，冠線が両方向に傾き下がるカルミネーション
構造では，厳密には褶曲軸は存在しないが，ヒンジ線は存在し
うる．

山路　敦（京都大学）

あなたの言う褶曲軸とは何ですか？

(a) (b)
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Fig. 1. (a) Terminology of folds. Thick lines indicate the 
orientation of fold axis in the definition A. (b) Map symbols of 
anticline and syncline. (a) 褶曲についての用語の説明．太実線が定義
Aの褶曲軸の方向をあらわす．(b) 地質図における背斜と向斜の記号．
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を説明し，地質図に描くには冠線と底線が実用的であること述
べる．
　地表調査でも，冠線・底線を認定するのは容易である．たと
えば南北トレンドの背斜なら，地層の傾斜が東向きの領域と西
向きの領域を分ける線が冠線である．底線も同様に，地層の傾
斜方向の分割線である．したがって，地層の傾斜方向をみてゆ
くだけでこれらの線を地図上に描くことができる．
　ところが定義Aの褶曲軸となると，いくつもの露頭で地層の
姿勢を測定し，ステレオネットを使って褶曲軸の方向を推定す
る必要がある（e.g., Twiss and Moores, 2007, pp. 278-279）．こ
れは統計的な作業なので，走向傾斜のデータが多いことが肝要
であり，地層が塊状であったり露出の悪い地域であったりする
と十分なデータが得られず，褶曲軸の方向がはっきりしないこ
とがある．
　地質調査所をふくむ米国政府機関の刊行物には，次のガイド
ラインがある．すなわちFig. 1bの背斜と向斜の線は，なるべく
褶曲軸面と地表面との交線にそって描くべきもので，もし冠線
や底線にそって描くなら，凡例にその旨明記せよと（Federal 
Geographic Data Committee, 2006）．しかし，褶曲軸面を認定
するには，地層のなす曲面を三次元的に精確に把握し，曲率が
最大となるヒンジ点を複数地点・複数層準で発見する必要があ
る．地表調査でそれを実行するのは容易ではない．それゆえ，
冠線や底線にそって描くことを許すわけである．ただし，ヒン
ジ線のプランジが大きければ，地図上で地層のトレンドが急変
するヒンジ部を発見するのは困難ではなく，このガイドライン
にしたがうこともできるだろう．
　背斜と向斜の位置とトレンドをしめすために，地質学雑誌に
収録されたものを含め，日本で出版されているほとんどの地質
図で，冠線・底線が描かれている．たとえば尾花沢西方の富並
背斜のような箱形褶曲では，背斜の両肩にヒンジ線があるが，

「背斜軸」として地質図に描かれた線は，冠線にそっている（徳
永, 1958）．近年も継続的に出版されている新潟褶曲帯の5万分
の1地質図幅をみると，少なくとも凡例では2000年頃まで定義
Bで，Fig. 1bの記号を背斜軸

・

と向斜軸
・

と書いていたことがわか
る．近年出版された地質図の凡例では，背斜と向斜になってい
る．
　わが国では褶曲軸という言葉の用法がいまだ不統一であるう
え，欧米で少なくなっている定義Bと定義Cでの用例が大多数
を占め，しかも混乱自体を知る人が少ない．そのため人が褶曲
軸と言うとき，その人がどの定義にそって言っているのか，即
座には分からなくて困る．「あなたの言う褶曲軸とは何ですか」
と問うことになるわけである．

結語
　褶曲の冠線と底線という言葉が普及し，遠からずこの混乱が
終息することを筆者は望む．褶曲軸より冠線・底線のほうが概念
として単純であり，実用的でもある．また．日本の地質学のガラ
パゴス化防止のため，海外同様，定義Aが広まることを望む．
　高校生は褶曲軸など知らなくてよい．高校で教えるべきは，褶
曲軸より冠線と底線であると思う．しかしそれらは，音読みする
と同音異義語が複数あって，聞きとりにくい訳語である．訓読み
したソコセンは、走向線と紛らわしい．片仮名書きでクレスト線
とトラフ線とするのがよいかも知れない．しかしそれらより優先
して教えるべきは，地層の上下判定ともからむ，背斜・向斜とア
ンチフォーム・シンフォームとの違いであるとも思う．
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1．Fluvial to bay sequence stratigraphy and seismic facies 

of the Cretaceous to Paleogene successions in the MITI 
Sanriku-oki well and the vicinities, the Sanriku-oki 
forearc basin, northeast Japan

Osamu Takano and Takashi Tsuji

三陸沖前弧堆積盆の基礎試錐「三陸沖」およびその周辺におけ
る白亜系～古第三系の河川～内湾シーケンス層序学と震探相
高野　修・辻　隆司
　三陸沖前弧堆積盆中央部で掘削された基礎試錐「三陸沖」の
坑井データ（コア，検層ログ，比抵抗イメージ）および周辺部
において取得された三次元地震探査データ（震探相，反射波列
端）の堆積学的・シーケンス層序学的解析の結果，三陸沖堆積
盆の上部白亜系～下部始新統はおもに網状～夾炭蛇行河川シス
テムからなること，堆積盆中央部では河川流路がおおよそ南北
方向に伸長すること，合計13の堆積シーケンスに区分され，最
大海氾濫面付近層準では内湾環境の泥岩が挟在することが明ら
かになった．白亜紀～始新世の三陸沖前弧堆積盆は外縁隆起帯
がリッジを作る河川システム主体の堆積盆であったと考えら
れ，大規模海進時には全体が内湾環境になった．この海進時に
は火山弧側堆積盆縁辺部にも堆積空間が生成され，久慈層群の
浅海～河川相が堆積したと考えられる．

Key Words：河川シーケンス層序学，河川～内湾システム，震
探相，三陸沖堆積盆，前弧堆積盆，基礎試錐「三陸沖」

2．Petrogensis and tectonic setting of the Yemaquan 
granite from the iron-polymetallic ore area of Qimantag, 
Eastern Kunlun Mountains, Qinghai–Tibet Plateau

Aikui Zhang, Xuanxue Mo, Wanming Yuan, Nimat U. 
Khattak, Chengyou Feng, Wenquan Zhang, Guanglian Liu, 
Xiangyang Jing and Nana Hao

東クンルン山脈青海鉄・多金属鉱床地域のYemaquan花崗岩の
成因とテクトニックセッティング
　古テーチス海の一部であるBuqingshan-Anyemaqen海盆の閉
塞によって，東クンルン山脈には豊富な地質記録が残されてい
る．本論文では石英モンゾ閃緑岩，花崗閃緑岩，モンゾ花崗岩
を含む花崗岩類の成因とテクトニックセッティングについて，
地球化学及びU-Pb年代データの観点から論じる．研究地域の
石英モンゾ閃緑岩及びモンゾ花崗岩のジルコンについてLA-

MC-ICP-MSによって測定したU-Pb年代はそれぞれ220.11±0.49 
Ma（MSWD=0.046） 及 び223.33±0.54 Ma（MSWD=0.14） で
あった．堆積学的・構造学的研究によると青海地域の古テーチ
ス海はおよそ235 Maに閉じ始め，220 Maには完全に消失した．
当地域の3種類の花崗岩類はこの閉塞をもたらした衝突と同時
期から衝突後にかけて貫入した．石英モンゾ閃緑岩と花崗閃緑
岩はIタイプ花崗岩であるが，モンゾ花崗岩はSタイプである．
これら2タイプの花崗岩類は，異なる部分溶融によって生じた．
先ず，沈み込んだ海洋性スラブの先端が崩壊ないし裂けること
によってアセノスフェアが上昇し，そのために下部地殻が部分
溶融を起こした．続いて海洋性スラブの脱水で放出された流体
によってマントルウェッジが溶融し，発生した玄武岩質マグマ
によって中部地殻が部分溶融を起こした．Sタイプ花崗岩類の
生成に関与したマグマは，大陸地殻の明瞭な特徴を示す上部地
殻浅部の部分溶融によって形成された．

Key Words：花崗岩類テクトニックセッティング，岩石成因
論，テーチス海，東クンルン山脈，青海−チベット高原

3．Petrography and geochemistry of upper Triassic 
sandstones from the Tumengela Formation in the Woruo 
Mountain area,  North Qiangtang Basin ,  Tibet : 
Implications for provenance, source area weathering, 
and tectonic setting

Zhongwei Wang, Jian Wang, Xiugen Fu, Xinglei Feng, Dong 
Wang, Chunyan Song, Wenbin Chen and Shengqiang Zeng

チベット，北Qiangtang盆地，Woruo山地に分布する上部三畳
系Tumengela層の鉱物・化学組成：後背地・後背地風化度・構
造場の解析への応用
　本論では，上部三畳系Tumengela層の鉱物・化学組成を分析
し，北Qiangtang盆地の後背地・後背地風化度・構造場を検討
した．Tumengela層の砂岩は石英に富み，長石粒子と岩石片粒
子に乏しいことから，成熟した大陸地殻から砕屑物が供給され
たと考えられる．ICV値とSiO2/Al2O3値は成熟した大陸地殻か
らの供給が中程度であったことを示している．風化指標値は，
後背地風化度が中程度であったことを示している．Al2O3/TiO2, 
Th/Co, La/Sc, La/Co, Th/Sc, Cr/Thなどの値から総合的に判
断すると，砕屑物の源岩は主に珪長質岩であったが，中性岩か
らの流入もあったと考えられる．これらの鉱物・化学組成は，
北Qiangtang盆地の中央隆起帯がTumengela層の供給地であっ
たことを示唆している．また，多次元構造場判別図では
Tumengela層が衝突帯に属していたこと示しており，この結果
は北Qiangtang盆地の一般的な地史と合致している．

Key Words：砂岩組成；後背地風化；後背地；構造場，後期三
畳紀，北Qiangtang盆地

4．Strength and deformation behavior of the Shimanto 
accretionary complex across the Nobeoka thrust 
(Thematic Issue: The mechanics and evolution of 
megathrusts within accretionary complexes)

Hiroko Kitajima, Miki Takahashi, Makoto Otsubo, Demian 
Saffer and Gaku Kimura

延岡衝上断層近傍における四万十帯の岩石強度および変更機構
北島弘子，高橋美紀，大坪誠，Demian Saffer，木村学

Vol.26, Issue 4

　Islands Arcは，2016年より隔月出版となりまし
た．最新号のVol. 26, Issue 4 が2017年 7 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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　沈み込み帯に取り込まれる堆積物は数キロの深さに至るまで
に間隙率が60-70%から10%以下へと急激に減少する．岩石の強
度および変形機構は間隙率に大きく依存するため，この急激な
間隙率低下は沈み込み帯浅部における変形や地震発生機構に大
きく影響すると考えられる．本研究では，地震発生帯のプレー
ト境界断層近傍での岩石の変形を理解するために，延岡衝上断
層上盤を構成する千枚岩および下盤のメランジュを高温高圧下
で変形させた．変形実験の結果，80 MPaより低い有効圧では
脆性的に，高い有効圧では延性的に変形することが明らかにな
った．メランジュの脆性–延性遷移は現世の南海トラフに沈み
込んでいる堆積物の脆性–延性遷移の延長上にあり，間隙率が
下がるに伴いより高い圧力で起こることが明らかになった．こ
れらの結果から堆積物は沈み込みにともなって間隙率が低下
し，延性変形から脆性変形を起こしやすくなることが示唆され
る．

Key Words：四万十帯・延岡衝上断層・メランジュ・変形実
験・岩石強度・脆性−延性遷移

5．Depositional age of the Himenoura Group on the 
Amakusa-Kamishima area, Kyushu, southwest Japan: 
Using zircon U–Pb dating of the acidic tuffs (Thematic 
Issue: Land-ocean linkages and biotic evolution during 
the Cretaceous: Contribution from Asia and Western 
Pacific (IGCP608) )

Yukiyasu Tsutsumi, Yuka Miyake and Toshifumi Komatsu

酸性凝灰岩中のジルコンU-Pb年代測定を用いた西南日本九州
の天草上島に分布する姫浦層群の堆積年代
堤　之恭・三宅優佳・小松俊文
　西南日本九州の天草上島地域に分布する上部白亜系姫浦層群
は樋の島層と阿村層とに分けられる．これらの堆積年代を求め
るために，樋の島層下部と阿村層上部の酸性凝灰岩に対してジ
ルコンU-Pb年代測定を行った．これらのサンプルは少量の外
来性ジルコンを含んでいたものの，最も若い年代集団を明確に
持ち，それらの加重平均年代はそれぞれ85.4±1.3 Maと81.5±
1.1 Maを示した（誤差は95%信頼域を示す）．これらの年代デ
ータは天草上島地域の姫浦層群が主にサントニアン初期からカ
ンパニアン初期にかけて堆積したことを示し，これは生層序年
代とも整合的である．
　さらに，樋の島層上部から得られた2つの凝灰岩サンプルの
ジルコン年代分布は噴出起源の明瞭なピークが見られず，堆積
年代の上限のみを示しうる砕屑性ジルコンの特徴を示した．こ
れらの結果は，凝灰岩中の最も若いジルコン年代集団の平均値
が必ずしも堆積年代を示すとは限らず，統計的手法による検証
が非常に重要であることを示している．

Key Words：酸性凝灰岩，ジルコンU-Pb年代，LA-ICP-MS，
樋の島層，阿村層，姫浦層群，白亜系

6．Mesozoic radiolarian faunas from the northwest Ilocos 
Region, Luzon, Philippines and their tectonic significance 
(Thematic Issue: Land-ocean linkages and biotic evolution 
during the Cretaceous: Contribution from Asia and 
Western Pacific (IGCP608) )

Karlo L. Queaño, Edanjarlo J. Marquez, Carla B. Dimalanta, 
Jonathan C. Aitchison, Jason R. Ali and Graciano P. Yumul Jr

フィリピンのルソン島イロコス地域北西部からの中生代放散虫
群集とその構造地質学的意義
　フィリピンのルソン島イロコス地域北西部には，チャートや
かんらん岩に，緑泥石片岩，石英−長石質片岩，白雲母片岩，
緑閃石片岩を含む多様な変成岩が露出する．これらの岩石は，
始新統バングイ層のタービダイト層中に衝上し上部中新統パス
クィン石灰岩に被覆された構造メランジュである，ドス・ヘル
マノスメランジュの中に含まれる．チャートに含まれる放散虫
化石群からチャートの層序範囲は最上部ジュラ系から下部白亜
系とみなされる．層序的に重要な種として，Eucyrtidiellum 
pyramis (Aita), Hiscocapsa acuta (Hull), Protunuma japonicus 
(Matsuoka & Yao), Archeodictyomitra montisserei (Squinabol), 
Hiscocapsa asseni (Tan), Cryptamphorella conara (Foreman) 
および Pseudodictyomitra carpatica (Lozyniak) が含まれてい
る．放散虫の化石層序データは，チャートとそれに伴う岩石が
由来する中生代堆積盆が存在した証拠を提供している．これら
の岩石の起源を推定するために重要なことは，フィリピン中部
における既知のメランジュ露頭の分布や類似点である．イロコ
ス地域北西部のメランジュには，フィリピン中部の西部で記録
されているメランジュ，特にロンブロン島，ミンドロ島，パナ
イ島のメランジュと年代と組成において類似性がある．
　フィリピン中部における構造メランジュの存在は，前期−中
期中新世の弧−大陸衝突に起因しているものとされている．こ
のイベントは，フィリピン変動帯とパラワン小大陸塊，および
南シナ海拡大に引き続いてアジア大陸南東部から移動してきた
テレーンを巻き込んでいる．そのような弧−大陸衝突イベント
はルソン島北西部の構造メランジュの存在についても非常に良
く説明できるだろう．

Key Words：放散虫，構造メランジュ，中生代堆積盆，ルソン
島，弧−大陸衝突

7．Stratigraphic records of tsunamis along the Japan Sea, 
southwest Hokkaido, northern Japan

Gentaro Kawakami, Kenji Nishina, Yoshihiro Kase, Jun 
Tajika, Keiichi Hayashi, Wataru Hirose, Tsumoru Sagayama, 
Tatsuya Watanabe, Satoshi Ishimaru, Ken'ichi Koshimizu, 
Ryo Takahashi and Kazuomi Hirakawa

北海道南西部の日本海沿岸における津波堆積物層序
川上源太郎・仁科健二・加瀬善洋・林　圭一・田近　淳・廣瀬　
亘・嵯峨山　積・渡邊達也・石丸 聡・輿水健一・高橋　良・
平川一臣
　北海道南西部の日本海沿岸域における津波堆積物の層序か
ら，この地域の津波履歴を明らかにした．砂質津波堆積物は小
河川の谷底低地に，礫質津波堆積物は完新世段丘や崖錐表層の
土壌中に認められた．奥尻島では5層準の津波イベントが識別
され，最も若いものは駒ケ岳d火山灰層（西暦1640年降灰）の
直上に位置することから，西暦1741年の渡島大島噴火に伴う津
波堆積物と考えられる．それより古いものは放射性炭素年代に
より12世紀頃，1.5～1.6 ka，2.4～2.6 ka，2.8～3.1 kaの形成と
推定された．1741年の津波と12世紀の津波による堆積物は同一
地点に認められるが，そこでは1993年の北海道南西沖地震によ
る津波の高さが3 mに満たない．したがって12世紀の津波の波
源は1993年の津波の波源とは異なり，奥尻島の南側にあったと
推定される．調査地域における古津波の発生間隔は200～1100
年であり，これは北海道南西沖における大地震の発生間隔を示
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すと考えられる．

Key Words：津波堆積物・津波履歴・北海道・日本海・北日本

8．Acoustic properties of deformed rocks in the Nobeoka 
thrust, in the Shimanto Belt, Kyushu, Southwest Japan 
(Thematic Issue: The mechanics and evolution of 
megathrusts within accretionary complexes )

Yoshitaka Hashimoto, Shogo Abe, Hiroki Tano, Mari 
Hamahashi, Saneatsu Saito, Gaku Kimura, Asuka Yamaguchi, 
Rina Fukuchi, Jun Kameda, Yohei Hamada, Yujin Kitamura, 
Koichiro Fujimoto, Shoko Hina and Mio Eida

西南日本九州四万十帯延岡衝上断層における変形岩の音響物性
橋本善孝・阿部翔梧・田野宏季・浜橋真里・斎藤実篤・木村
学・山口飛鳥・福地里菜・亀田純・濱田洋平・北村友迅・藤本
光一郎・比名祥子・栄田美緒
　延岡衝上断層掘削プロジェクト（NOBELL）で得られたコア
試料のP波速度，S波速度および間隙率の流体圧コントロール
下での室内計測を行った．試料は変形組織によって千枚岩，面
状カタクレーサイトおよび非面状カタクレーサイトの三つに分
類した．得られたP波速度，S波速度，間隙率の範囲は千枚岩
で5.17-5.57 km/s, 2.60-2.71 km/s, 2.78-3.02%, 面状カタクレーサ
イトで4.89-5.23 km/s, 2.46-257 km/s, 3.58-4.53%, 非面状カタク
レーサイトで4.90-5.32 km/s, 2.51-2.63 km/s, 3.79-4.60%であっ
た．先行研究との比較では，路頭サンプルの乾燥状態での結果
とほぼ一致した一方，掘削孔内計測による物性よりもより早い
速度が得られた．非面状カタクレーサイトの物性のばらつきは
相対的に小さく，変形組織によるものと考えられる．

Key Words：音響物性，四万十帯，延岡衝上断層

9．Duplex of metamorphic units including ultramafic 
rocks in the central region of Tokunoshima, Southwest 
Japan (Thematic Issue: Orogenic processes in island arcs: 
subduction, accretion, collision and recycling)

Shuro Ueda, Hiroshi Yamamoto and Masaru Terabayashi

徳之島中央部における蛇紋岩体を含む変成岩類ユニットのデュ
ープレックス
上田脩郎，山本啓司，寺林　優
　奄美群島徳之島の中央部には蛇紋岩と閃緑岩質片麻岩の小規
模な層状岩体，およびごく少量の角閃岩が泥質片岩中に散在す
る．泥質片岩を主体とするユニットは，ほぼ水平な砂質片岩の
ユニットに覆われている．これらの岩石には剪断センスの指標
となる延性変形構造が発達していて，北西（上盤）側が東，南
東もしくは南に相対的に上昇する変位が生じたことを示してい
る．蛇紋岩，閃緑岩質片麻岩，および泥質片岩の各岩体は北西
に傾斜し，それらをホースとするデュープレックスを構成して
いる．このデュープレックスは白亜期以前の沈み込み帯におけ
る構造侵食と引続く付加成長の過程で形成されたと考えられ
る．徳之島は四万十帯に属するとみなされているが，同島を除
き，四万十帯の領域に延性変形を伴う角閃岩相の広域変成作用
は認められていない．徳之島の変成岩類の帰属については，九
州に分布する低圧高温タイプの変成岩類との関連性を検討すべ
きである．

Key Words：構造侵食，蛇紋岩，構造，琉球弧

定価400円
（会員頒価300円）

地質リーフレットたんけんシリーズ5

荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみよう
あらかわ きざ まど

編集：日本地質学会長瀞たんけんマップ編集委員会

　　　（高木秀雄・本間岳史・露木和男）

発行：一般社団法人日本地質学会

A2版 8折　両面フルカラー印刷 

「ジオパーク秩父」の重要なジオサイトのひとつ長瀞のたんけんマップができました
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　上砂さんは，忽然として霧に隠れ，そして消え去ったのが2016年
6月7日9時14分であった．それから１年になる．2017年6月3日に大
阪市寝屋川の自宅で行われた１周忌法要に出席し「地岳正慧信士
位」という立派な戒名から，釈迦の弟子として地質学を研究してい
ることを知った．
　振り返ると，故人になる寸前まで2016年熊本地震の調査打ち合わ
せ，そして2016年5月5日から始まるNPO法人日本地質汚染審査機構
の第15回重金属類・残土石処分地・廃棄物処分地診断に関わる地質
汚染調査浄化技術研修会の準備では，メールと携帯電話で連絡をし
ていた．故人は，強烈な痛みに耐えながらも深い講義内容を作成し
ていた．しかし，研修会開催前日の4日に，突然悪性の癌細胞（非
常に微少な癌細胞で大学病院などでも発見が難しい）が脊髄付近か
ら脳細胞にまで達していることが明らかになり，“愛しているよ．
お世話になる．”と奥様にお礼の言葉を言った後に，ほぼ無意識状
態に入り危篤になったようである．粋な地質家の実話である．
　私は，この１年間コンピュター内の関係データと故人と過去の携
帯電話器中の会話記録で研究・仕事を行ってきた．このような状態
で故人とこの1年間，研究・仕事を行う過程で声も聞けるし，私の
脳には経験のない妙な現象が生まれていた．しかし，突然相談しよ
うと思って電話やメールをしようと思っても，“ア！上砂さんはも
ういない”と我に返る．上砂さんが，故人であると思えるようにな
ったのは１周忌法要に出席してからである．
　故人は，昭和23（1948）年1月に大阪市寝屋川市に生まれ，昭和
42（1967）年4月〜昭和46（1971）年3月の4年間，東海大学海洋学
部海洋資源学科に在学された．同学科の教育方針は実践に徹した高
い見識と「自立と反骨精神」との大きな志を身につけさせる，小人
数の指導教官でありながら高度な知的集団指導体制でもあった．こ
のような教育環境で育ったためか，故人の仕事の規模も大きい．3
年生から4年生にかけて行った卒論は，「尖閣諸島付近および九州西
方海域の大陸棚外縁の地形・地質」である．この成果として，尖閣
諸島付近に「ガス・油田」鉱床の存在が指摘され，現在その一部は
中国によって開発されている．尖閣列島の帰属が国際問題となった
時期に，故人は日本国の出遅れと調査結果が中国に利用されると不
満を述べていた．我が国でも，近年公的調査機関の巨大プロジェク
トによって金属・油類の海底資源が発見されてきているが，上砂さ
ん達がこのような海底資源開発に先鞭をつけていたのは，「自立と
反骨精神」を軸とした当時の学科教育環境とが大きく関係している
ようにも思われる．
　恩師故杉山隆二教授（元日本地質学会会長）に見込まれて，教授
の盟友が社長をしていた明治コンサルタント株式会社に入社，その
後の新入社員への教育と会社の発展に寄与した．地質業界・学会へ
の貢献では，故人の盟友である佐藤和志氏が「入社間もなく，純粋
で正義感に溢れる上砂君は，期待に違わない仕事とともに当時の社
会現象とも言うべき組合運動にも傾注していった．何事も誠心誠意
を尽くす性格だったので，意外だったが何故か納得できた．組合運
動でも中心的な役割を担って発展途上の地質調査業界の処遇改善を
推進した貢献は大きい．このことが，後に地質学会の評議員として
運営に携わり多くの功績を遺した基礎になったと思われる．組合運

動は，杉山先生と当時の社長にとって決して好ましい活動ではな
く，かなり強い指導を受けていたが，怯むこともなく我が道を全う
していたことはわれわれの大きな励みになっていた．早い時期の技
術士取得が，名誉挽回となり明治コンサルタントの看板技術者とな
って地すべり等の調査で多くの業績を残している．平成に入って地
質汚染が話題となり始めると，いち早く取り組みそれを会社も目玉
業種にするとともに業界への普及を努めた．」と述べている（佐藤，
2016）．
　2005年退社後，田中環境株式会社専務となり2007年退社，その後
に株式会社片山化学工業研究所顧問，MGRI㈱医療地質研究所鑑査
役，関西環境リサーチ株式会社地質部長となる．業界への貢献以外
に以下の活動も行われている．
　大学教鞭：1995年茨城大学理学部非常勤講師．学会および非営利
法人（NPO）活動：1986年〜 2010年日本地質学会評議委員・執行
委員，1999年〜 NPO法人日本地質汚染審査機構理事・副理事長・
関西支部長，2003年〜地質汚染—医療地質—社会地質学会評議委
員，2010年〜一般社団法人日本地質学会理事・法務委員会委員長，
2015年〜内閣官房超党派水循環基本法フォローアップ委員，環境省
環境カウンセラー．法人格外活動：2002年〜グランドエア・システ
ム研究会理事長，2007年自然由来重金属評価研究委員会理事，2014
年〜古関東深海盆ジオパーク推進協議会事務局長．
　次に，故人の科学技術報告を見てみる．筆頭論文69編，その他の
論文35編，論説6，研修会資料85編，著作・書評3編，NPO法人日
本地質汚染審査機構イブニングセミナー講演8回，新聞・月刊誌掲
載記事9編．これらの他に，給与と納税のための職場で作成した事
業報告書数とその売上げ総金額については触れない．
　ここで，故人が手掛けたにも拘わらずに，心残りであったと思わ
れる実績も述べておかなければならない．そのひとつが，栃木県宇
都宮市の環境行政の欺瞞行為を勢力的な調査データから指摘してき
たことである．その結果，現在は健全な環境行政にもどろうとして
いる．これも故人の環境正義観からのものであろう．もうひとつ
が，故人が東京豊洲新市場汚染の調査・対策で単元調査法の重要性
を強く指摘してきたことである．しかし，都はこの指摘を無視し，
土壌汚染対策法の無単元調査法を採用し，汚染した地層単元を破壊
し混迷している状態にあった．それを顕在化させたのが，故人の知
人でもあった小池ゆり子新東京都知事の誕生からであった．それ
は，新市場の地下水観測井の地下水質が，小池新都知事が誕生前ま
では基準値以下の低濃度であったのが，新都知事になるや突然高濃
度のベンゼンが検出され汚染が明らかになった．この濃度の時系列
経過が「ゆり子グラフ」としても知られてきた．2017年6月１日に，
小池知事が「都は豊洲市場の汚染の無害化を約束していましたが浄
化はできませんでした．」と都議会で陳謝した．陳謝の6月1日は故
人の1周忌法要の2日前である．この2017年6月1日は，土壌汚染対策
法の無単元調査法では汚染解明が不可能であることを行政が宣言し
たことになり，故人が主張してきた単元調査法の正当性を行政が認
めた日でもある．上砂さんが存命ならば，そのの喜びは計り知れな
かったことであろう．
　熊本城内の展示場に「学校党」と「実学党（現場主義）」といっ
た2大学派の説明がある．故人の科学技術者としての足跡を，大学
生時代・企業活動時代・著作科学技術活動からみると，まさしく

「実学党（現場主義）」に属し正しい生産性のある夢が読み取れる．
故人と筆者は，地質学会の体力低下問題を心配してきた．地質学会
創立150周年ころの状況について心底心配してきた．「学校党」に所
属していると思われる方々が，故人の足跡から学び実践すること
が，地質学会を右肩上りの発展に導くと思われる．

引用文献
佐藤和志，2016，上砂君との半世紀．内閣府認証非営利特定法人日
本地質汚染審査機構副理事長　上砂正一追悼文集，上砂正一さんを
偲ぶ会（NPO法人日本地質汚染審査機構），p.57-58．

（楡井　久）

追　悼

「実学の徒」
故 上砂正一さんを偲んで
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　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
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）「放散虫とかたち展」
7月12日（水）～ 8月31日（木）
場所：新潟大学駅南キャンパス「ときめいと」
主催：新潟大学旭町学術資料展示館，理学部
など
http://www.lib.niigata-u.ac.jp/tenjikan/
kikaku/doc/k170712.html

（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/

★関東支部：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」
8月7日（月）～ 8日（火）1泊2日
講師：大石雅之（立正大学地球環境科学部）
http://www.geosociety.jp/faq/content0715.
html#kanto

★関東支部：清澄フィールドキャン
プ
８月21日（月）～ 26日（土）５泊６日
場所：東京大学千葉演習林（千葉県鴨川市清
澄）
費用：30000円（学生），40000円（社会人）
程度を予定
http://kanto.geosociety.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
○日本鉱物科学会2017年年会
9月12日（火）～ 14日（木）
会場：愛媛大学城北キャンパス（松山市文
京）
http://jams. la .coocan. jp/2017nenkai/ 
2017nenkai.html

（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
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）
参加申込締切：8月21日（月）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/

○第20回水環境学会シンポジウム
9月26日（火）～ 28日（木）
場所：和歌山大学
特別講演会「紀の川の水環境」
http://www.jswe.or.jp/event/symposium/

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

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

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

（ 共 ） 第15回 国 際 放 散 虫 研 究 集 会
（15th InterRad）
10月23日（月）～27日（金）（研究集会）
　　20日（金）～22日（日）（プレ巡検）
　　22日（日）サイエンスカフェ
　　28日（土）～31日（火）（ポスト巡検）
場所：新潟大学など
http://interrad2017.random-walk.org/

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

■11月　November
○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）
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/

○防災推進国民大会2017
11月26日（日）～ 27日（月）
会場：仙台国際センター（仙台市青葉区青葉
山）
http://bosai-kokutai.jp/



～ようおいでたなもし，四国地質お遍路の旅へ～
日本地質学会第124年学術大会（愛媛大会）

2017年9月16日（土）～18日（月・祝）
会場：愛媛大学 城北キャンパス

◆ 巡検の申込はお早めに
参加申込締切（8/21）まではまだ時間がありますが，既に定員に達したコースや，まもなく定員に達するコースがあります．巡検へ
参加希望の方は，お早めにお申込下さい．大会HPに，巡検各コースの申込状況を掲載しています（随時更新）．ご参考にして下さい．

◆ 講演要旨集は事前予約をお願いします
　参加登録費が発生する方（正会員や院生割引会費適用正会員等）には，必ず講演要旨集が 1冊付きますが，参加登録費が 0 円（無料）
の方（非会員招待講演者，名誉会員，50年会員，学部学生割引会費適用正会員）には要旨集は付きません．要旨集の当日販売もあり
ますが，ここ数年，当日販売分が売り切れてしまうことが多く，購入いただけないケースもあります．参加を予定されている方や要
旨集を購入希望の方は，事前参加登録または要旨集の予約購入申込をお願い致します．

◆ 事前参加登録（振込）の方は，お早めにご入金下さい
　事前参加登録者へは，大会前に予約確認書，クーポン（懇親会とお弁当の申込者のみ）等を発送します．発送時点で入金確認が取
れない場合は，未入金と記載した確認書のみをお送りします（請求金額は “当日受付” の金額に変更になります）．期日までにご入金
をお願い致します．

事前参加登録締切
（郵送・FAXの場合　8月14日（月）必着）
8月21日（月） 18時

　緊急かつホットなテーマについて議論する場を提供するために，災害調査報告や速報性の高い新技術・成果紹介
などの「緊急展示コーナー」を設けます．ポスター展示を希望する方は，8 月 31 日（木）までに次の内容を下記申
込先にご連絡ください．緊急展示は，正式な学会発表と同じく，コアタイムの時間帯が設けられす．優秀ポスター
賞へのエントリーも可能です．また他の要旨と同様に大会後 J-STAGE 上で公開されます．発表における 1人 1 題の
制約は及びません．コアタイムの日程については著者希望を優先します（ただし既にセッションでポスター発表を
予定されている場合は，同日でのコアタイムは設定できません）．

1）発表要旨 PDF（ニュース誌 5 月号参照）　2）緊急展示の必要性　3）発表代表者と連絡先　4）希望枚数（1 枚：
幅 90×180cm）　5）優秀ポスター賞へのエントリーの有無　6）コアタイムの日程希望など展示に関わる要望（2～
6の様式は自由）

　大会実行委員会と行事委員会が協議の上，採択可否の判断を致します．展示方法やコアタイム等の希望にはでき
るだけ応えるようにしますが、最終的には大会実行委員会の指示に従ってください．

申込先：<main@geosociety.jp>

緊急展示の申込について

緊急展示申込締切 8月31日（木）

https://confit.atlas.jp/guide/event/geosocjp124/top
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