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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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日本地質学会第 124 年学術大会（2017 愛媛）
プログラム

会期：2017 年 9 月 16 日（土）～ 18 日（月・祝）
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）
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会場への交通機関のご案内
会場へのアクセス
https://www.ehime-u.ac.jp/overview/access/johoku/

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

メイ ン会場：愛媛大学城北キャンパス共通教育棟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・一般公開ポスター展示：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．正門入って正面には，親水プロムナード
がありそれを歩いていくと愛大ミュージアムへ着きます（右
手側）．愛大ミュージアムでは, 地質情報展を開催していま

す．また，正門を入ってすぐ右側のアメリカフウの並木道の
先に懇親会会場の大学会館があります.

［城北キャンパスマップ］

当日の受付について

■ 事前参加登録者
【入金済みの場合】確認書 2 枚（本人控・受付提出用）と名札，
懇親会とお弁当を予約の方にはそれぞれクーポンをお送りし
ます．また参加登録費の領収証もあわせてお送りします（懇
親会や巡検等その他項目の領収書が必要な場合は受付でお申
し出下さい）．大会開催 10 日前頃には，皆様のお手元に届く
ようお送りします．当日会場へ持参してください注 1）．

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

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

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

ご入場ください．
４．お弁当（予約者のみ）→お弁当の引換所にてクーポンを

提示して，引き換えてください．

５．巡検（参加者のみ）→名簿確認と参加最終確認

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

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

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

無料に関わらず備え付けの『参加登録票』に必要事項を記
入し当日用受付へ

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

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

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

　　非会員（一般）：15,000 円
　　非会員（院生）：9,500 円
３．講演要旨当日販売
　　会　員：4,000 円
　　非会員：5,500 円
４ ．懇親会の当日参加費（ただし，人数に余裕がある場合に

限る）
　　正会員・非会員（一般）：6,000 円
　　名誉 会員・50 年会員・院生および学生割引適用正会員（家

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

　大会の受付時間
　16 日（土）8：00 〜 16：30
　17 日（日）8：00 〜 16：30
　18 日（月・祝）8：00 〜 15：00
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愛媛大会　プログラム

会員顕彰式・各賞表彰式・受賞記念講演

9 月 16 日（土）15：30 〜 17：30
会場：南加記念ホール（愛媛大学城北キャンパス内）

15：30〜15：40　会長挨拶，来賓挨拶（宇野英満 愛媛大学
学術担当副学長）

15：40〜16：10　50年会員顕彰式，各賞授与式
16：15〜16：30　日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ：平

内健一会員「蛇紋岩と私」
16：30〜17：00 　日本地質学会国際賞受賞講演：Dr. 

Richard Fiske「Submarine volcanoes along the Izu-
Bonin arc southwest of Japan; New discoveries have 
led to world-wide understandings」

17：00〜17：30 　日本地質学会賞受賞講演：ウォリス  サイ
モン会員「野外調査に根ざした構造岩石学とテクトニク
ス研究：28年目の中間報告」

懇　親　会

日時：9月 16 日（土）18：00 〜 20：00
会場：愛媛大学（大学会館）生協食堂

　原則として予約制です（予約は8月21日締切）．人数に余
裕があれば当日参加の申込みも可能です．
　会場受付で確認し，当日参加の申込みをしてください．その場
合の会費は，正会員・非会員（一般）6,000円です．名誉会員・50
年会員・院生割引会費適用正会員・学部割引適用正会員およ
び会員の家族は4,000円です．非会員の会費は正会員に準じます．
　松山空港に今年から設置されたみかんジュースが出る蛇口
を懇親会会場にも設置の予定です．ぜひ地元の柑橘ジュース
をご堪能ください．

学童ルーム
　本大会では会場内に「学童ルーム」を設置します．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．会場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．なお，未就学児対象の託児所プラン
（要事前申込）は，申込を締め切りました（8月18日締切）．
対象：愛媛大会参加者を保護者とする小学生
場所：愛媛大学 校友会館2階
開設時間：各日のセッション開催時間内
受付方法：事前申込不要．会期中随時受付．希望者は直接学童
ルームまでお越し下さい．

巡検および巡検案内書
　巡検参加事前申込みは8月21日締め切りです．参加者への
連絡などは大会ホームページもしくは，案内者よりご連絡い
たします．

　巡検案内書は，個別の冊子体は作成せず，昨年に引き続
き，今大会も地質学雑誌123巻7号および8号（2017年7月およ
び8月号）に掲載いたします．また，J-STAGE<http://www.
jstage.jst.go.jp/browse/-char/ja>にて公開をいたします．
　なお，予告記事でもお知らせの通り，巡検参加者には各参
加コースの巡検案内書を巡検当日に配布します．

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

学術大会に関連したプレス発表
　学術大会での注目すべき学術発表や行事について，９月上
旬にプレス発表を行う予定です．例年多数のメディアに取り
上げられ，会員の研究成果が大いに注目されています．プレ
ス内容は，プレス発表後学会ホームページに掲載いたしま
す．

企業等団体展示 / 書籍販売
　企業・団体・研究機関などによる展示を行います．会場は
　愛媛大学城北キャンパス　共通講義棟Ａ内を予定していま
す．8月10日現在，以下の各社よりお申込がありました．
　メイジテクノ株式会社
　株式会社建設技術研究所
　高知大学海洋コア総合研究センター
　日本 地球掘削科学コンソーシアム（J-DESC）/海洋研究開

発機構（JAMSTEC）
　ライカ　マイクロシステムズ株式会社
　株式会社地層科学研究所
　株式会社蒜山地質年代学研究所
　安井器械株式会社
　株式会社　パスコ
　特定非営利活動法人ジオプロジェクト新潟
　株式会社加速器分析研究所
　日本ジオパークネットワーク四国ブロック

　また，同じく愛媛大学城北キャンパス共通講義棟Ａでは書
籍・物品の展示販売コーナーを設けます．8月10日現在，以
下の各社よりお申込がありました．
　株式会社　ニチカ
　株式会社　朝倉書店
　株式会社　古今書院
　株式会社ニュートリノ
※ 変更がある場合もあります．随時大会ホームページをご覧

ください．

その他のお知らせ
・手荷物について：会場内での手荷物のお預かりは致しませ
ん．参加者各自での管理をお願い致します．
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・無線LANをご利用頂けます：大会開催会場全域でフリー
Wi-Fiをご利用いただけます．
ネットワーク名：「Ehime_Free_Wi-Fi」
※ 電波状況が場所によって弱い場合がございます．ご了承く

ださい．

・大会期間中のお食事について：
　◯ お弁当予約販売（予約申込は締切りました）：予約弁当

は愛媛大学城北キャンパス共通講義棟Ａ内お弁当配布場
所（受付付近）で配布します．

　○ 愛媛大学キャンパス近隣の飲食店：キャンパス正門を出
て．右折．伊予電鉄踏切を超えた平和通り沿いにコンビ
ニエンスストアがあります．

　○学内店舗：
［愛媛大学生協食堂］限定メニューにて会期中営業（営業
時間11：30〜14：00，ラストオーダー13：30）
［愛大ショップえみか］16日（土）のみ営業（営業時間
10：00〜14：00）
※�食堂利用のお願い：生協食堂には会期中の特別営業をお願い
しています．できるだけ食堂利用にご協力下さい．

※ 例年の利用状況を鑑み，今大会は休憩室に給水器を設置しま
せん．飲料水は学内の売店，自動販売機などでご購入下さ
い．

CPD 単位取得

学術大会でCPD単位が取得出来ます

　日本地質学会は，地質技術者への継続教育の一環として，
大会参加者・発表者・巡検参加者へCPD単位を発行します．
大会参加と口頭/ポスター発表の参加証明書は，参加日の15
時以降に「CPD受付」（受付付近に設置予定）においてお渡
しします．また，巡検参加者については各コースにおいて案
内者よりお渡しします．

【CPD単位】
（注）2017年8月1日よりCPDの登録区分の一部見直しが行わ
れます．新しい単位は下記を参照して下さい．
・ 学術大会参加：時間に応じて　例）7時間聴講 = 7単位　

（注）休憩時間等は除きます．
・ 口頭発表：5×発表時間（h）　例）口頭発表15分の場合：

5×1/4h=1.25単位
・ ポスター発表：1×ポスター制作時間（h）（上限15）　

例）ポスター制作時間6時間の場合；1×6h=6単位
・ 巡検参加：時間に応じて　例）日帰り8単位，1泊2日16単

位（注）集合・解散時間により異なります．

　日本地質学会は，土質・地質技術者生涯学習協議会ジオ・
スクーリングネット（GEO･Net：https ://www.geo -

schooling.jp/） に加入し，地質技術者の継続教育（CPD）に
携わっています．大会への参加だけでなく，講演や巡検の参
加についてもそれぞれ単位が取得出来ます．またGEO･Net
に掲載されている協議会加盟団体（支部主催行事も含む）の
イベント情報についても同様に検索・参加申込などができ，
参 加 し た 場 合 は C P D 単 位 が 取 得 で き ま す ． 積 極 的 に
GEO･Netをご活用下さい．
　技術者継続教育，CPD単位については，下記をご参照くだ
さい。
http://www.geosociety.jp/engineer/content0003.html

会場での注意点
■発表終了時には拍手をお願いします
　１題の口頭発表はわずか15分で終了します（セッションの
場合）．しかし，その発表の裏には，発表者の弛まぬ努力
と，研究や発表準備に費やした多くの時間があるはずです．
講演終了時には，惜しみない拍手をお願いします．

■無断で撮影をしてはいけません！
　口頭発表・ポスター発表を，発表者に無断で写真撮影・ビ
デオ撮影してはいけません．撮影には発表者の許可が必要で
す．また，それらを発表者の許可なく，SNS等で配信もして
はいけません．

■軽装でお出かけ下さい
　残暑厳しい時期，大会参加の皆様には軽装でお出かけ下さ
い．ご理解，ご協力をお願いします．

問い合わせ先
【大会期間中（9/16〜9/18）の問い合わせ】
　日本地質学会第124年学術大会現地事務局（担当：田中）
　電話：080-5363-8921
　e-mail：gsj2017ehime@academicbrains.jp

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

◯日本地質学会第124年学術大会現地事務局
　（株式会社アカデミック・ブレインズ（内））担当：田中
　 〒540-0033　大阪市中央区石町 1 - 1 - 1 天満橋千代田ビル 2

号館10階
　TEL：06-6949-8137，FAX：06-6949-8138
　e-mail：gsj2017ehime[at]academicbrains.jp
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愛媛大会　プログラム

ランチョン・夜間小集会の予定

ランチョン
　昼休みの時間帯を利用した会合です．昼食の用意はありませ
んので，各自でご用意下さい．都合により急遽会場が変更にな
る場合もありますので，会期中の掲示にご注意下さい．

9月16日（土）12:45～13:45

第3会場（A21）古生物部会（世話人：上松佐知子）
　地質学会における古生物部会の活動について，広く会員の
意見を集め，議論する．

第4会場（A24）ジオパークにおける自然保護（世話人：天野一
男）
　ジオパーク内における研究調査に際し，自然保護に関して
ジオパーク側と研究者側との調整が必要となっている．ジオ
パークの一層の発展のためにも相互理解が必要となるが，そ
の方策を検討する．

第5会場（A31）堆積地質部会（世話人：西田尚央）
　堆積地質部会の活動報告および国内外の堆積学に関する情
報交換を行う．

第7会場（A41）地質学雑誌face-to-face編集委員会（世話人：
大藤　茂）
　地質学雑誌の諸問題について改善をはかるためのface-to-
face意見交換を行う．

第8会場（A45）現行地質過程部会（世話人：新井和乃）
　現行地質過程部会の活動報告，年間予定などを話し合う．

9月17日（日）12:00～13:00

第2会場（グリーンホール）地域地質部会・層序部会合同（世話
人：内野隆之）
　部会活動やセッションについての議論と情報交換．

第3会場（A21）構造地質部会若手の研究発表会（世話人：平内
健一）
　1人20分程度で2名を予定．

第4会場（A24）海洋地質部会（世話人：芦　寿一郎）
　海洋地質関連の研究機関における最近の研究動向と今後の
調査の紹介を行い，各種情報を共有するとともに，海洋地質
部会の活動について議論する．

第5会場（A31）火山地質部会（世話人：上澤真平）
　通常特集号・125周年特集号の報告・途中報告，組織体制
等について議論をする．

第6会場（A35）岩石部会（世話人：桑谷　立）
　岩石部会に関連した事項について，審議・報告を行う．そ
の他にも，提案したり，連絡をすべき件があれば，ランチョ
ンでの議題として取り上げる．

第7会場（A41）第四紀地質部会（世話人：長橋良隆）
　部会役員についてと第四紀地質学に関する情報交換を行
う．

第8会場（A45）文化地質学（世話人：鈴木寿志）
・ 科研費について（挑戦的萌芽研究の成果報告，基盤Bの進

捗と今後）
・ 文化地質研究会について（会員募集，第1回総会）
・ 2018年トピックセッション「文化地質学」について
・ 地団研旭川2017シンポ「文化地質学のススメ」の報告

9月18日（月）12:00～13:00

第3会場（A21）構造地質部会定例会（世話人：平内健一）
　過去の活動報告，会計報告，今後の活動計画など．

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

9月17日（日）18:15～19:45

第2会場（グリーンホール）南極地質研究委員会（世話人：外
田智千）
・第58次南極地域観測隊（2016/17）地質調査報告
・南極地域将来計画について
・その他

第3会場（A21）地殻ダイナミクス（世話人：竹下　徹）
　新学術領域研究「地殻ダイナミクス」の研究内容の紹介と
情報交換，およびVirginia Toy博士（オタゴ大学）による特
別講演会「アルパイン断層国際学術掘削」

第4会場（A24）博物館の展示リニューアル：地学系展示で何を
どのようにつたえていくか（その２）（世話人：川端清司）
　展示は博物館の顔であり，展示リニューアルは計画的に進
めていく必要がある．2回目となる今集会では，既に展示リ
ニューアルを行った2施設から話題提供いただき，そこから
展示に関わる新しいスタンスを模索していきたい．あわせ
て，地震対策やジオパークとの関わりも議論する予定．

第5会場（A31）サイエンスとアート（世話人：笹岡美穂）
　サイエンスもアートも根底は同じ．この集会では，多角度
から「サイエンス」と「アート」の関係性について意見交換
を行う．グラフィック・レコーディング（図解記録）と4件
の話題提供により進行．※飲食持込可

第6会場（A35）地質技術者教育委員会（世話人：山本高司）
　JABEE認定校が減っていく中で，その課題について意見
交換を行う．
・ 大学におけるJABEE教育のメリットと継続へのモチベー

ション
・企業側のJABEE修了生の受入体制など

第7会場（A41）環境地質部会（世話人：田村嘉之）
　環境地質に関する講演及び事務連絡

第8会場（A45）産官学の堆積学者の集い：明日の堆積学を担う
若手研究者の育成プログラム（世話人：石原与四郎）
　明日の堆積学を担う若手研究者を育成するため，産官学連
携やコンソーシアム，セミナー等を通じてこれを達成するた
めの討論を行う．堆積学者だけではなく，日本地質学会参加
者中の興味のある方々も対象とする．
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9月18日（月）18:15〜19:45

第6会場（A35）炭酸塩堆積学に関する懇談会（世話人：松田博
貴）
　炭酸塩堆積学に関する最近の話題・トピックスについて討
論するとともに，最新研究動向・情報について意見交換を行
う．

埋蔵文化財調査室（大学本部方面）ジオ・アーケオロジー（世
話人：渡邉正巳）
　愛媛大学構内所在の「文京遺跡」の概要と60次調査におい
て採取された「切り取り土層試料」を用いた古土壌の分析に
ついて，愛媛大学先端研究・学術推進機構埋蔵文化財調査室
　三吉秀充 氏によりご講演いただく（演題：切り取り土層
試料を用いた古土壌の分析）．その後，「切り取り土層試料」
の観察会を予定．
※会場は講演会場と異なりますので，ご注意下さい．

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

口頭発表
・ 1 題15分（質疑応答と講演者の交代時間3〜5分を含む）．

ただしシンポジウムとセッション招待講演は除きます．
・ 口頭発表会場には液晶プロジェクターとWindowsパソコン

（OS：Windows 10対応，PowerPoint2007.2010.2013.2016
対応）を用意します．発表はできるだけ会場備え付けの
Windowsパソコンをご使用下さい（ただしMacご利用の
方，動画を使用する方などはご自身のパソコンをご用意下
さい）．プロジェクター解像度は1024×768ドット（XGA）
です．セッション開始前に試写し正常に投影されることを
必ず確認してください．

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

【講演ファイルをUSBメディアでご持参の方】
　ファイルのインストールは，セッション開始前に，講演会
場前方パソコン設置台にて行ってください．各会場のパソコ
ンのデスクトップ上には日付（例 0916）のフォルダが配置さ
れており，その中にセッション番号のサブフォルダ（例 T1）
が配置されています．そのサブフォルダ内に講演ファイルを
保存してください．ファイル名は「発表番号と演者氏名」に
してください（例：S1-O-1 愛媛太郎，T1-O-13 松山花子）．イ
ンストール後，ファイルが正常に投影されることを必ず確認
してください．特に，会場の PC と異なるバージョンで作成
されたパワーポイントのファイルは，レイアウトが崩れる場
合がありますのでご注意ください．フォントは特殊なもので
はなく，PowerPoint に設定されている標準的なものを使用し
て下さい．セッション終了後，世話人がファイルを削除します．

【ご自分のパソコンを使用して講演する方】
　Mac パソコンをお使いになる方，ソフトの互換性からレイ
アウトが崩れる可能性のある方，パワーポイント以外のプレ
ゼンテーションソフトをご利用の方は，ご自身でパソコンを
ご用意ください．会場の液晶プロジェクターにパソコン接続
ケーブル（ケーブル形状は D-SUB15 ピン）を用意します．
会場に準備されている講演用パソコンからケーブルを外し、
ご自身のパソコンに接続してください。プロジェクターの解

像度設定は XGA（1024 × 768）です．講演前に出力調整の上，
接続してください．Mac パソコンなどパソコンによってはコ
ネクタが必要になる場合があります．必ず D-SUB15 ピンの
アダプターをご持参ください（会場にはありません）．接続
は発表者自身が責任を持って行なってください．セッション
開始前に試写し，正常に投影されることを必ず確認してくだ
さい．

・ 掲示する際のチェスピンを準備いたします．テープは利用
できません．

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

・ コアタイムは，16 日（土）が 13:45 〜 15:05，17 日（日）と
18 日（月・祝）が 13:00 〜 14:20 です．この時間は必ずポス
ターに立ち会い，説明して下さい．その他の時間は各自の
都合により随時説明を行って下さい．

・ ポスターのサイズは，高さ 210cm，幅 90cm 以内で作成し
て下さい．ただし，ポスター発表 1 件につき，高さ 210 
cm，幅 120 cmn スペースが確保されます．

・ ポスターには，発表番号・発表題名・発表者名を必ず明記し
て下さい．

・ コンピューターやビデオを使用される場合，機器の準備は
各自で行ってください．電源は確保できませんので，予備
バッテリーをご準備下さい．

・ 申込時にエントリーをしたポスター発表に対し，別記の要
領にて優秀ポスター賞が授与されます．近年，早めに撤収
してしまうポスターがよく見受けられます．最低掲示時間
帯（10：00 〜 17：00）に掲示していないポスターは，エ
ントリーしていても審査対象から除外されます．くれぐれ
もご注意下さい．

OR，R6，T1 のポスター発表について
　OR アウトリーチ，R6 ジオパーク，T1 文化地質学は，一
般公開発表です．掲示場所や掲示方法，コアタイムの設定が
通常の発表と異なります．
　コアタイム：17 日（日）13:00-14:00，16:00-17:00（計 2 回）

（※前半が優秀ポスター賞審査対象）

ポスターセッション
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掲示場所：愛大ミュージアム（地質情報展会場内）
掲示方法：テープでの貼付．チェスピンは使用不可．

優秀ポスター賞について
　今大会でも学術発表の優秀ポスターに対して「日本地質学
会優秀ポスター賞」を授与します．また，優秀ポスター賞は
エントリー制になります．発表当日エントリーされた講演番
号のボードに「エントリー講演」と書かれた紙が貼付してあ
りますので，ご確認ください．賞の授与は毎日 3 〜 5 件の予
定です．受賞者には会長から直接賞状を授与します（表彰と
写真撮影）．受賞ポスターは，その栄誉をたたえ，大会期間中，
別途設けるボードに掲示します．大会終了後，News 誌（年
会報告記事）に氏名，発表題目，受賞理由を掲載します．

【審査】
　審査は各賞選考委員会が行い，学会長がこれを承認します．
選考委員会は日替わりで，行事委員会委員 5 名，大会実行委

員会代表 1 名および各賞選考委員会委員 2 名の合計 8 名によ
り構成されます．選考委員氏名は大会終了後に公表します

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

りやすさ・美しさ・斬新さ
【審査結果の発表時間と方法】
　発表は各日毎 16 時以降に行います．表彰は 17 時前後にポ
スター会場で行います．ただし，初日（16 日）の表彰は，2
日目（17 日）の表彰時にあわせて行う予定です．審査結果
は掲示板や廊下等の要所に貼り出します．受賞ポスターには
受賞花をつけ，会期中ポスター会場に掲示します．なお，ポ
スター最低掲示時間帯（10：00 〜 17：00）に掲示していな
いポスターは，エントリーしていても審査対象から除外され
ます．くれぐれもご注意下さい．

シンポジウム・セッション一覧
＊印は，代表世話人

シンポジウム
S１．国際シンポジウム：東アジアの古生代古地理学（後援：

日本古生物学会）
Paleoozoic Paleogeography of East Asia
世話人：ウォリス・サイモン＊（名古屋大；swallis@eps.
nagoya-u.ac.jp），ウィリアムズ・マーク（Leicester大），大
路樹生（名古屋大）
Conveners：Simon Wall is（Nagoya Univ.），Mark 
Williams（Leicester Univ.），Tatsuo Oji（Nagoya Univ.）

トピックセッション
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.）

T２．最近の鬼界カルデラ研究成果と今後の課題［共催：火山
学会］
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/GSJ），Shoichi 
Kiyokawa（Kyushu Univ.），Fukashi Maeno（Earthquake 
Research Institute, Univ. of Tokyo）

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）
Convevers：Itaya, Tetsumaru （Enginering Geology 
Center, Hiruzen Institute for Geology and Chronology），

Otofuji ,  Yoichiro （Institute of GeoHistory, Japan 
Gechronology Network），Suzuki, Shigeyuki （Okayama 
Univ.）

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.）

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）

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（JAMSTEC），Koji Seike（Univ. of Tokyo），
Hajime Naruse（Kyoto Univ.），Kiichiro Kawamura
（Yamaguchi Univ.）"

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.）
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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.）

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.）

レギュラーセッション
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）

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）

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）

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＊（Kyusyu Univ.），Kenta Yoshida 
（JAMSTEC），Tomoyuki Kobayashi （Nagoya Gakuin 
Univ.）

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）

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.）

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）

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）

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.）

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）

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.）

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
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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）

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）

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
（原子力機構），宮川歩夢（産総研）
Asuka Yamaguchi＊（Univ. Tokyo），Shigeru Sueoka 
（JAEA），Ayumu Miyakawa（AIST）

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  Ubuka ta（Kyo to  Un iv .），Yasuh i r o  O ta
（Kitakyushu Mus.），Sachiko Agematsu* （Univ. of 
Tsukuba）

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）

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）

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）

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）

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.）

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.）

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.）

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）

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）

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.）
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シンポジウム・セッションハイライト
　それぞれのシンポジウム・セッションがより盛り上がることを期待して，また，会場で学術大会に不慣れな方（学生など）
にわかりやすく情報を提供し，おもしろいサイエンスにひとつでも多く接してもらうことを目的に，「おもしろそう，注目すべ
き，ぜひ聞いてほしい」発表を世話人に選んでいただき，わかりやすく紹介いただきました．
　ハイライトは，本プログラム記事のほか，学会 HP と講演要旨集に掲載し，さらに学会プレス発表時に報道機関に配布いた
します．何らかの理由で学会のプレス推薦候補にならなかった優れた研究が埋もれているかもしれません．そのようなものを
できるだけ発掘し，より多くの学術情報を提供したいと考えます．
　今大会では 1 件のシンポジウムと 35 件のセッション（トピック，レギュラー，アウトリーチ）が開催され，550 題を超える
発表が行われる予定です．このハイライト情報はきっと皆様のお役に立つと思います．日本最大の「地質学の祭典」をお楽し
みください．

2017 年 8 月
日本地質学会行事委員会

講演番号・
発表日時・会場

発表者
氏名 発表タイトル 紹介文 キーワード

T１．文化地質学（一般公開）
T1-O-2

17日（日）9:00
第1会場（南加記
念ホール）

川辺孝幸 山形県小国地域周辺の
「大蛇伝説」と斜面崩
壊・天然ダムの形成

山形県小国地域に伝わる「大蛇伝説」は，斜面崩壊が川を堰き止
めて天然ダム湖をつくる要素があり，全国的に珍しい伝説であ
る．では本当に，小国地域で天然ダム湖ができたことがあったの
だろうか？発表者と山形県立小国高等学校の生徒たち（総合的学
習）の努力によって，縄文時代草創期以前ではあるが，小国盆地
が湖になったことがあることが実証された．

大蛇伝説，山形
県立小国高等学
校，総合的学習

T1-O-5

17日（日）9:45
第1会場（南加記
念ホール）

石橋　隆
ほか4名

石見銀山に遺された江
戸時代の鉱石および鉱
物標本

石見銀山で江戸時代に採掘された鉱石の標本が島根県太田市大森
で発見された．山師（鉱山経営者，技術者）の高橋家に伝えらも
のである．その24点の包装和紙に名称・採取場所・採取日・品位
などの情報が記載されており，極めて貴重な標本である．これら
標本のX線粉末回折（XRD）や電子顕微鏡でのエネルギー分散型X
線分光（SEM-EDS）による鉱物種の同定結果などが報告される．

石見銀山，鉱石
標本，江戸時代

T1-O - 9［招待講
演］

17日（日）10:45
第1会場（南加記
念ホール）

藤田勝代 ジオ鉄の取組み−9年目
の普及活動と新たなア
プローチ

四国は「ジオ鉄」発祥の地．「ジオ鉄」とは，「鉄道を利用しな
がら沿線に広がる自然を楽しむ旅を通して，地球の成り立ちと大
地の変化に想いを馳せること」．招待講演では，これまでのジオ
鉄路線（JR四国土讃線，土佐くろしお鉄道ごめん・なはり線，JR
四国予土線，土佐くろしお鉄道中村・宿毛線など）と「三陸鉄道
ジオ鉄マップ」の取組みが話される．

ジオ鉄，四国，
三陸

T1-O-10［招待講
演］

17日（日）11:15
第1会場（南加記
念ホール）

波田善夫 地質が導く地形・植生
と地域社会

発表者は岡山理科大学『岡山学』研究会の初代会長である．『岡
山学』では，岡山という一つの地域に焦点をあて，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する試みが続け
られている．招待講演では，これまでの地質と植生の関係に関す
る解析に立脚し，岡山県の堆積岩地域と花崗岩地域にスポットを
当て，地質が地形・植生・農業・地域社会に与えた影響が話され
る．

地質，地形，植
生

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］
T2-O-2

17日（日）14:45
第5会場

松本亜希子
ほか4名

約7300年前の鬼界カル
デラ形成噴火（K-Ah噴
火）のマグマ供給系

鬼界カルデラで発生した超巨大噴火（アカホヤ噴火）のマグマ溜
まりのイメージを，噴出物の詳細かつ網羅的な化学分析により明
らかにした研究である．この研究は，大量の珪長質マグマの地殻
内での蓄積過程やその噴出過程など，いまだに解決されていない
火山学上の大きな問題を解くためのヒントを与えてくれる可能性
があり，注目すべき成果である．

鬼界カルデラ，
噴出物，マグマ
供給系

T2-O-8

17日（日）16:15
第5会場

大岩根尚 三島村ジオパーク 人口360人程度の鹿児島県三島村は，鬼界カルデラを元に世界最
小ジオパークとして，2016年に日本ジオパークになった．大岩根
さんは元々地質屋で，陸上・海底構造学んだ目で，地質の素晴ら
しさを村人や役場の人々に伝授し，自然界に見られる素晴らしい
ジオと人々の生活との一体感を世に知らしめた人物である．ジオ
を学んでいない人々へ，ジオを普及するノウハウを語ってくれる
はずである．

鬼界カルデラ，
薩摩硫黄島，ジ
オパーク

T2-O - 9［招待講
演］

17日（日）16:30
第5会場

杉山真二 鬼 界 カ ル デ ラ 噴 火
（7.3ka）が南九州の植
生および人類に与えた
影響−植物珪酸体分析
による検討

鬼界アカホヤ噴火に伴う幸屋火砕流は，薩摩半島南部や大隅半島
南部に到達し，鬼界アカホヤ火山灰は東北地方南部にまで分布し
ている．植物珪酸体分析によるこれまでの研究では，火砕流が及
んだ地域とそれ以外で植生破壊や回復過程に大きな差異が認めら
れている．この講演では，火砕流の分布域を中心に，鬼界アカホ
ヤ噴火が南九州の植生および人類に与えた影響について，分かり
やすくご紹介頂く予定である．

鬼界カルデラ噴
火，鬼界カルデ
ラ噴火，植物珪
酸体分析
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T2-O-10［招待講
演］

17日（日）16:45
第5会場

桒畑光博 鬼界カルデラ噴火後の
激甚被災地における再
定住プロセスの研究

鬼界アカホヤ噴火では，九州本土南部まで到達した大規模な火砕
流によって縄文人の生活に多大な影響をもたらしたことが知られ
ている．この招待講演では，幸屋火砕流堆積物の分布範囲とその
周辺における噴火後の遺跡を集成し，縄文時代早期末〜前期前半
の土器型式編年をもとにした各段階の遺跡の内容と分布状況を検
討して，噴火による激甚被災地における人類の再定住プロセスの
復元過程について，分かりやすくご紹介頂く予定である．

鬼界カルデラ噴
火，再定住プロ
セス，土器型式
編年

T2-O-12

17日（日）17:15
第5会場

辻　智大
ほか6名

四国南西部沿岸，宿毛
コアにおいて確認され
たアカホヤ火山灰とそ
れに関連したイベント
堆積物［速報］

最近，南九州では，7300年前の鬼界カルデラ噴火に伴って放出さ
れた噴出物の直下に，粗粒なイベント堆積物が報告されており，
これらは鬼界カルデラ噴火に関連した津波痕跡であった可能性が
示唆されている．しかしその影響範囲については，未だによくわ
かっていない．本講演では，辻が四国南西岸域の宿毛平野におい
て新たに発見したイベント堆積物の概要が報告される予定であ
る．

宿毛平野，鬼界
カルデラ噴火，
津波痕跡を示唆
するイベント堆
積物

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］
T3-O-2

18日（月）14:45
第1会場（南加記
念ホール）

鈴木茂之・
田中　元

古第三系吉備層群の古
流路復元から推測され
る吉備高原の長期安定
性

吉備高原域に点在する山砂利層の地質学的及び年代学的研究から
古第三系吉備層群とした発表者等は変動帯日本列島内に安定陸塊
の存在を初めて示した．吉備層群とは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，本セッションを計画する切っ
掛けとなった研究である．本講演はこれまでの成果を新たに纏め
直し，吉備高原の長期安定性を議論している．

山砂利層，古第
三系吉備層群，
河川の化石

T3-O-6

18日（月）15:45
第1会場（南加記
念ホール）

柳田　誠 吉備高原の準平原に関
する地形学的な再検討

吉備高原域の面積は東京都の面積を超える．その地形学的研究か
ら隆起速度を見積もった．中新世（1500万年頃）以降の平均隆起
速度は0.03mm/y程度であった．第四紀では若干速度が上昇してい
るがそれでも0.1 mm/y程度である．日本の山地では最低級であ
り，安定大陸並みである．地質学的事実から明らかになった吉備
高原安定陸塊説を支持する結果である．

地形学，隆起速
度，吉備高原安
定陸塊

T3-O - 7［招待講
演］

18日（月）16:00
第1会場（南加記
念ホール）

松多信尚 活断層分布と活動度か
らみた吉備高原の安定
性

吉備高原及びその周辺の活断層分布及び活動度を検討した．活断
層は4と少なく，地震活動は低調である．最も東側にある山崎断
層が西暦868年に活動したと思われる地震以外は活断層と関連し
た被害地震は知られていない．山崎断層は北西〜南東走向の左ず
れ断層（約1mm/千年）であるが，地形的な証拠から活動的でな
いと判断される活断層しか分布していない．吉備高原域は直下型
地震の災害リスクは小さいと言える．

活 断 層 ， 活 動
度，直下型地震

T3-O-10

18日（月）17:15
第1会場（南加記
念ホール）

乙藤洋一郎 吉備高原は大陸から来
たか

日本列島の観音開きテクトニクスを古地磁気学的研究から提唱し
た発表者は吉備高原陸塊を構成している地質体（ペルム紀〜白亜
紀）の古地磁気測定を実施した．結果，東振り42〜100度（平均
65度）の偏角値を記録していることを突き止めた．これは吉備高
原も時計回り回転運動を経験したことを示し，日本海の拡大に
伴って西南日本弧の一員として吉備高原も移動したとされる．

古地磁気学，時
計回り回転，日
本海拡大

T５．三次元地質モデル研究の新展開
T5 -O - 1［招待講
演］

17日（日）14:30
第4会場

西山昭一
ほか

建設関連業における3次
元地質解析技術の実践
と展望

国交省が推進する土木・建設分野のCIMの急速な展開において，
地質・地盤の3次元地質解析技術やその品質の規格化が課題と
なっている．本講演は，この諸課題について，全地連において今
年3月に設置された3次元地質解析技術コンソーシアムでの検討内
容も含めて講演していただく．講演者は，地質関連業界で三次元
地質モデル化業務を実践されている第一人者であり，土木・建設
分野の実務の流れを踏まえた実践的なお話を聞くことができる．

CIM，3次元地質
解 析 技 術 コ ン
ソーシアム，三
次元地質モデル

T5-O - 4［招待講
演］

17日（日）15:30
第4会場

藤井哲哉
ほか2名

東部南海トラフ第二渥
美海丘周辺におけるメ
タンハイドレート濃集
過程の三次元モデリン
グ

本講演は，現在新たな近海資源として脚光を浴びている東部南海
トラフにおけるメタンハイドレートの生成濃集過程を，三次元地
質モデリング手法によって明らかにする試みについて解説戴くも
のである．本手法は，震探および坑井データ等あらゆる詳細地質
情報による三次元地質モデルの構築のほか，炭化水素の生成，移
動，集積，メタンハイドレートの濃集といった一連の時間軸プロ
セスをシミュレートしており，モデリング手法の最先端として注
目に値する．

メ タ ン ハ イ ド
レート，三次元
地 質 モ デ リ ン
グ，炭化水素生
成

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］
T6-O-1

16日（土）9:00
第8会場

菊地一輝・
成瀬　元

生痕多様性に影響する
露頭面積バイアスの補
正方法：堆積環境変化
に伴う生痕多様性変動
の検討

過去の海底底生生物の活動を記録する生痕は，その多様性や擾乱
の程度から堆積時の古環境を推定することができる．しかしなが
ら，露頭調査では，各地点で観察可能な露頭面積が異なるため，
本来の多様性以外に露頭の広さによるバイアスがかかる．本研究
では露頭面積バイアスを克服しうる生痕多様性評価方法を新たに
提案し，その手法を用いて日南層群猪崎オリストリスの海底チャ
ネル—レビーシステムでの生痕の多様性変動を検討した．

生痕，露頭面積
バイアス，日南
層群猪崎オリス
トリス
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T6-O-3

16日（土）9:30
第8会場

小栗一将
ほか6名

組み込みマイコンを用
いた深海底の同時時系
列観測

深海底での生態系や堆積現象などの深海環境の変化・応答を直接
観察するため，長期計測可能・安価な自作計測カメラシステムを
作成した．本発表では，普段，海底下構造探査に使用している海
底地震計に取り付け，日本海溝大陸斜面で調査を実施した例を紹
介し，本装置を用いた深海底の長期・多点時系列観測の可能性に
ついて議論する．

深海底，長期計
測カメラシステ
ム，海底地震計

T6-O - 4［招待講
演］

16日（土）9:45
第8会場

池原　研 海底への堆積物の供給
と堆積・再移動・溶解

一度，堆積すると安定して変わらないように見える海底堆積物
も，極表層での堆積物の再移動・再堆積や溶解などの複雑な過程
の影響を受けている．本講演では，海底に堆積する堆積物の供
給・堆積，堆積後の再移動・溶解の過程について，日本周辺で採
取された様々な海底堆積物の観察・分析例を基に紹介する．

極表層での堆積
過程，再懸濁，
選択的溶解

T6-O - 6［招待講
演］

16日（土）10:30
第8会場

長尾誠也 福島沿岸域堆積物にお
ける放射性セシウムの
移行挙動

平成23年3月に発生した福島第一原発事故後の放射性セシウムの
動態と支配要因を把握するため，河川・湖沼・沿岸域を対象にし
た観測を実施した．本講演では，沿岸域での堆積物の移動と沈着
過程について，表層堆積物の時系列観測・セジメントトラップ実
験を実施し，炭素同位体比も活用して福島原発事故由来の放射性
セシウムの動態解析を検討した結果を紹介する．

放 射 性 セ シ ウ
ム ， 時 系 列 観
測・セジメント
トラップ実験，
炭素同位体比

T７．スロー地震の地質学
T7 -O - 1［招待講
演］

17日（日）9:15
第3会場

小原一成 スロー地震の多様性と
地質学的背景

発表者は地震学者で，スロー地震研究の第一人者である．講演で
はまず，西南日本を例にスロー地震が時定数の違いによってどの
ように分類されるのか紹介して頂き，次に，沈み込み帯における
様々な時空スケールでのスロー地震の多様性について，具体例を
挙げながら提示して頂く．そして，スロー地震を支配する地質学
的環境の解明にかける期待を述べて頂く．スロー地震の地質学を
推進する上で必聴の講演．

スロー地震，沈
み込み帯

T7-O - 5［招待講
演］

17日（日）10:30
第3会場

Ake 
Fagereng

Rheology of the slow 
earthquake source: geo-
logical constraints from 
the Damara Belt, Na-
mibia

発表者は，スロー地震の地質学研究をリードする研究者で，これ
までNature Geoscienceなどの著名な学術誌に数多くの論文を公表
している．講演では，後生変形の影響をあまり受けずに沈み込み
帯深部の岩石が露出するナミビアのDamara帯を対象として，
フィールド調査に基づいて導き出された深部episodic tremor and 
slipの地質学的描像について詳しく紹介して頂く．世話人お薦め
の講演．

Episodic tremor 
and slip, Damara 
Belt

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］
T9 -O - 2［招待講
演］

18日（月）10:00
第5会場

中野　優 海 底 地 震 津 波 観 測 網
DONETによる熊野灘の
泥火山シグナル検出に
向けて

泥火山研究に新しいデータソースが加わりうる瞬間をご案内した
い．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）は地震動や水圧等のデー
タを取得している．熊野海盆の泥火山のうち東側に分布する一部
はDONET敷設海域に重複するので，DONETがそれら泥火山の微
細な活動を捉えていると考えられる．本講演ではDONETが取得
するデータとその利用方法，泥火山活動に伴うシグナル検出の試
みなどをご紹介いただく．

熊 野 海 盆 ，
DONET，泥火山
シグナル

T9-O - 5［招待講
演］

18日（月）11:00
第5会場

中田亮一
ほか3名

泥火山から採取した原
油の希土類元素地球化
学

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
（REE/レアアース）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．本講演では，泥
火山から噴出する泥・水・気体の化学分析による泥火山の地化学
的特徴解明に始まり，一緒に噴出した原油中のREEの分析によっ
て原油の生成過程や熟成度に関する研究テーマに発展した，一連
の研究例をご紹介いただく．

泥火山，原油，
希土類元素

R２．岩石・鉱物・鉱床学一般
R2 -O - 1［招待講
演］

18日（月）14:30
第4会場

山田亮一 黒鉱鉱床の概要と変質
帯の時空間分布

黒鉱鉱床は日本を代表する金属鉱床であり，現世の海底熱水鉱床の
アナログだと考えられている．長年，黒鉱探査に関わられてきた山
田亮一氏による講演．黒鉱探査で得られた時空間能の高い地質デー
タに基づき，炭素同位体・微量元素組成による熱水活動の分布の制
約など，最新の成果についてご講演頂く．

黒鉱鉱床，海底
熱水鉱床，熱水
活動

R2-O-2

18日（月）15:00
第4会場

福山繭子
ほか2名

埼玉県寄居地域のヒス
イ輝石石英岩中の流体
包有物の化学組成とそ
の特徴

ヒスイ輝石は高圧変成作用で生成される特徴的な岩石であり，沈
み込み帯深部の岩石〜流体反応を記録していると考えられてい
る．本講演では，ヒスイ輝石石英岩の流体包有物をLA-ICP-MSで
分析し，その組成・起源を明らかにされた．深部流体組成の貴重
な直接的な観測であり，沈み込み帯の水循環を解明する重要な手
がかりとなると期待される．

ヒスイ輝石，交
代作用，流体組
成

R2-O-3

18日（月）15:15
第4会場

桑谷　立 岩 石 学 分 野 に お け る
データ駆動型解析の現
状と展望

テータ駆動型解析は，取得データの中から最大限に情報を抽出す
るための強力なデータ解析手法であり，近年その手法群の発達に
伴い，様々な自然科学や工学分野において適用されてきている．
桑谷氏は，データ駆動型解析の地球科学・岩石学分野への適用を
進めてきた先駆者の一人である．本講演では，現在進行中のさま
ざまな研究例を紹介するとともに，岩石学におけるテータ駆動型
解析に関する今後の展望についても講演される予定てある．

デ ー タ 駆 動 科
学，逆問題，ベ
イズ確率論
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R2-O-5

18日（月）16:00
第4会場

道林克禎
ほか4名

最上部マントルのファ
ブリックと化学組成〜
陸と海のかんらん岩の
類似性と相異性〜

かんらん岩はマントルを構成する主要な岩石であり，その理解は
マントルのダイナミクスを理解する上で重要である．本講演で
は，陸上に露出するかんらん岩の代表例であるオマーンオフィオ
ライトと，前弧起源のマリアナ弧蛇紋岩海山のかんらん岩を，鉱
物組成および結晶方位解析から比較検討して，その相違を明らか
にされた．オマーンオフィオライトの起源，そして最上部マント
ルの構造を考察する上で重要な知見が得られると期待される．

最 上 部 マ ン ト
ル，かんらん石
ファブリック

R４．変成岩とテクトニクス
R4-O-3

17日（日）9:30
第6会場

森　祐紀・
池田　剛

東南極リュツォ・ホル
ム岩体に産するコラン
ダムと角閃石の間に発
達する3層構造コロナ: 
物質移動と組織発展

南極の高温変成岩中に見られる，コランダムの周囲に発達するコ
ロナ形成反応を化学量論的に解き明かし，反応時の成分移動方向
を定量的に議論した仕事である．減温減圧期に形成された組織の
解析には困難が伴うが，本研究では移動成分と不動成分を丁寧に
切り分けることで解析を行っており，コロナ形成反応が大きな体
積増大反応であることを突き止め，反応が時計回りP-T経路の減
圧過程で起こったことも明らかにした．

化学量論，コロ
ナ状組織，南極

R4-O-4

17日（日）9:45
第6会場

河上哲生
ほか2名

中央ネパール高ヒマラ
ヤ片麻岩類のザクロ石
に包有されるナノ花崗
岩包有物

近年高度変成岩類における部分溶融の直接的な証拠として注目を
集めるナノ花崗岩包有物を，中央ネパールのFormation㈵内の２
地点から新たに見出し，その地質学的意義を検討した研究．特に
ナノ花崗岩包有物に電気石が含まれることは，ヒマラヤに多産す
る含電気石優白質花崗岩がFormation㈵の部分溶融によって形成
されたことを支持するため重要である．

ナノ花崗岩包有
物，電気石，中
央ネパール

R4-P-11

17日（日）
ポスター会場
コアタイム
13:00〜14:20

藤瀬武尊
ほか2名

低温超高圧エクロジャ
イト中のH2O含有量

タルクと藍晶石を含む超高圧エクロジャイト用いて，地下深部で
のH2Oのキャリアと，持ち込まれたH2Oの放出タイミングを，記
載岩石学及びpseudosection解析から推定した研究．特に低い地温
勾配の沈み込み帯での，ローソン石や藍晶石の消長を，全岩化学
組成に於けるH2O量の変化からモデル化している点が興味深い．
低温超高圧条件下における地質学的研究にとって，意義深い研究
である.

超高圧変成作用，
H 2 O ， エ ク ロ
ジャイト

R８．海洋地質
R8 -O - 8［招待講
演］

9月17日（日）10:30
第4会場  

池原　実 南大洋の古海洋変動ダ
イナミクス研究の最近
の進展

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．

南極海，海洋循
環，IODP

R8 -O - 9［招待講
演］

9月17日（日）11:00
第4会場  

多田隆治
ほか13名

数百〜数千年スケール
で起こる東アジア夏季
モンスーン変動の開始
時期と時代変化、その
グローバル気候変動に
おける位置づけ

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）Exp. 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．

アジアモンスー
ン ， 古 環 境 ，
IODP

R９．堆積物（岩）の起源・組織・組成［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］
R9 -O - 1［招待講
演］

16日（土）11:15
第5会場

宮田雄一郎 砕屑物の粒子形状と定
向配列の計測手法 

粒子の形状とファブリック（向き）を記載することは，堆積学の
基礎である．しかし，天然の粒子は複雑な形状をしめしているの
で形をどのように評価するのか，または，粒子のファブリックの
定量法には定説はなかった．この公演では，粒子の形状とファブ
リックをデジタル定量化する方法と，その意義が解説される．

粒子形状，粒子
ファブリック，
定量化

R10．炭酸塩岩の起源と地球環境
R10-O-1［招待講
演］

18日（月）14:30
第6会場

浦田健作 カルスト・システム形
成研究における最近の
発展

日本におけるカルスト研究をリードする一人，浦田健作氏による
招待講演である．最近のカルスト・システム形成研究の発展につ
いて，特に地下カルストと地質学的現象との関係を中心に紹介し
ていただく．また，自身の最近の研究成果もお話しいただく予定
である．

カルスト・シス
テム形成，地下
カルスト，深成
カルスト

R10-O-3

18日（月）15:15
第6会場

久保貴志 富山県黒部市・鋲ヶ岳
から産出する白亜紀の
トラバーチン

国会議事堂の階段壁などに使用されており，近年「富山県の岩
石」にも指定された「オニックスマーブル」の堆積環境と年代に
ついて研究し，同岩石が約一億年前の白亜紀に温泉環境で堆積し
た炭酸塩岩，トラバーチンであると結論している．

オニックスマー
ブル，トラバー
チン，富山県

R10-P-1

18日（月）
ポスター会場
コアタイム
13:00〜14:20

増井　充
ほか4名

前期／後期石炭紀境界
付近の秋吉石灰岩層群
で見られる層孔虫様生
物と礁構造の多様性

前期/後期石炭紀境界付近における秋吉石灰岩層群の各堆積場で
生物の役割を，特に礁の枠組みを構築する様々な生物に着目し
て，詳細に観察・記載した研究成果が示される．今後，さらなる
データが蓄積されれば，堆積当時の海洋環境が詳細に復元される
であろう．

秋 吉 石 灰 岩 層
群，枠組み構築
者
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R11．堆積過程・堆積環境・堆積地質
R11-O-1［招待講
演］

17日（日）16:00
第8会場

成瀬　元 混 濁 流 の ダ イ ナ ミ ク
ス：研究の動向と今後
の展望

この講演はこのセッションの招待講演である．過去およそ10年間
に進展した混濁流の観測事例，数値計算に基づく理解の進展がこ
の講演で紹介される．さらには講演者が思い描く，今後の研究の
方向性が語られる．重力流やその堆積物の研究者，これからその
研究に取りかかろうとする若手の方々にとって，まさに「必修」
の講演である．

混濁流，現場観
測，モデル計算

R11-O-6

17日（日）17:30
第8会場

奈良正和 日本海拡大と西南日本
弧の古生態系：中新統
三崎層群における海底
生態系の特異性とその
要因

この講演では，高知県の中新統三崎層群の生痕化石から復元した
古生態系の特徴と日本海拡大時の西南日本前弧側のテクトニク
ス・堆積作用との関係が議論される．日本海形成イベントが生態
系にどう影響をしたのか，講演会場では活発な議論が期待され
る．奈良氏が案内人となる巡検の事前学習としても重要な講演で
ある．

三崎層群，日本
海拡大，古生態
系

R11-P-1

17日（日）
ポスター会場
コアタイム
13:00〜14:20

石原与四郎・
弓　真由子

フルートマーク発達過
程の定量化

フルートマークはよく知られた侵食構造である．このポスター発
表では侵食構造の微小地形から，流れの特徴を復元するために，
フルートマークを数値化・定量解析した成果が報告される．具体
的には統計的手法を用いてフルートマークの形，配置を評価，方
向微分による未侵食面を評価する．露頭からより詳しい過去の流
れの情報を得るための新たな手法が紹介される，興味深い発表で
ある．

フ ル ー ト マ ー
ク，重力流，定
量化

R13．岩石・鉱物の変形と反応
R13-O-1［招待講
演］

16日（土）9:15
第2会場

内出崇彦 地震学的手法による断
層状態推定への挑戦

内出氏の講演では，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地震の性質を多様な観点からとらえた
研究成果をご紹介いただく．「地殻の強度や地殻にかかる応力」
を地震学の観点からどのようにして推定するか，この講演を見逃
すな！

地震発生，地殻
強度，応力

R13-O-10［招待講
演］

16日（土）12:00
第2会場

増田俊明 マイクロブーディン応
力—歪解析：現状と今
後の方向性

増田氏の講演では，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く．増田氏の講演を聞いて，2011年東北地
方太平洋沖地震後に浮かび上がった新たな問題，「地殻の変形と
応力状態」について考えよう！

マ イ ク ロ ブ ー
ディン，岩石変
形，応力

R14．沈み込み帯・陸上付加体
R14-O-1［招待講
演］

17日（日）14:30
第3会場

山本由弦
ほか

沈み込み帯浅部の構造
的特徴：室戸沖南海沈
み込み帯と房総半島付
加体

沈み込み帯浅部へのアクセスは，深海掘削または陸上に露出する
浅部付加体に委ねるしかない．講演者は，昨年実施された室戸沖
南海トラフ沈み込み帯先端部掘削に乗船参加した．また，伊豆弧
の本州弧への衝突によって浅部付加体が露出する房総半島南部保
田付加体を対象とした構造地質学的研究を行ってきた．講演では
これまでの研究成果を紹介して頂く．プレート沈み込み帯浅部に
おける変形の特徴や実態を理解する上で必聴の講演．

室戸沖南海トラ
フ，保田付加体

R14-O-8［招待講
演］

17日（日）16:30
第3会場

岡本　敦 シリカ析出と流体移動-
石英アモルファスと鉱
物脈

講演者は，これまで超臨界状態におけるシリカの水熱実験や石英
脈の組織観察・解析に基づき，シリカの析出による地殻内透水-不
透水境界の形成や亀裂閉塞，過飽和度の違いに対応した石英脈組
織形成など数々の興味深い成果を上げられてきた．これらの成果
は，地殻内における過剰間隙水圧の発生，断層強度回復，スロー
地震との関連性を考える上でも示唆に富む参照すべき成果である
といえる．世話人お薦めの講演．

シ リ カ ,  水 熱 実
験，超臨界状態

R15．テクトニクス
R15-O-5［招待講
演］

18日（月）9:45
第3会場

大坪　誠・
Jeann e  L . 
Hardebeck

メソスケールの構造か
ら推定される沈み込み
帯巨大分岐断層沿いの
応力，間隙流体圧，岩
石強度

地震を引き起こすような断層における力学を考える上で，岩石強
度，地殻応力と流体の関係を理解することは重要である．しか
し，現在地震が発生しているような深部において，直接地殻応力
と流体の関係を捉えることは困難を極める．本講演では，過去に
地震を引き起こしていた延岡衝上断層周辺に残された鉱物脈を鍵
に，地震発生断層における岩石強度，地殻応力と流体の関係を紐
解く．

巨大分岐断層，
地殻応力，間隙
水圧

R15-O-14［招待講
演］

18日（月）15:00
第3会場

北佐枝子
ほか2名

西南日本の地震波減衰
構造とスロー地震 -地震
テクトニクス的な検討-

テクトニクスに取り組む上で，地表付近で観察される情報からだ
けでなく，地球物理学的手法などを用いて，地球内部で進行中の
ダイナミクスも総合して理解する必要がある．本講演では，最近
の西南日本における地震波減衰構造の研究成果について紹介す
る．特に，本講演で紹介する地震波減衰構造から，近年注目され
るスロー地震の発生域の状態について紹介される．

地 震 波 減 衰 構
造，西南日本，
スロー地震

R15-P-4

18日（月）
ポスター会場
コアタイム
13:00〜14:20

杉山幸太郎
ほか5名

長野県伊那地域の中央
構造線における活断層
の認定

伊那地域の中央構造線が活断層である証拠の報告である．本地域
の中央構造線は変位地形が不明瞭であり，第四紀後期の活動性は
明確には知られていなかった．講演者らは，露頭観察やテフラ分
析により，約10万年前以降の右ずれ変位を認定した．大規模プロ
ジェクトや高額な機器による大掛かりな研究が幅を利かせる昨
今，地道な野外調査と古典的な分析により従来の知見を覆す発見
をした点は評価に値する．

中央構造線（伊
那地域），活断
層，テフラ分析

00_プログラム1.indd   16 17/08/28   14:30
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R15-P-13

18日（月）
ポスター会場
コアタイム
13:00〜14:20

佐藤活志・
宮川歩夢

地震の発震機構解によ
る応力逆解析と摩擦係
数決定および節面選択

発震機構解を用いた2つの新たな応力逆解析新手法の提案であ
る．発震機構解を応力逆解析に用いる際の難点は，2つの節面の
どちらが真の断層面か不明な点である．一つ目の方法では，発震
機構解の適合領域の重ね合わせから最適な応力テンソルを推定
し，節面選択を不要とした．もう一つの方法では，断層面の方位
分布から推定した摩擦係数を基に節面選択を行った．発震機構解
を用いた応力逆解析手法の実践的な方法論である．

応力逆解析，発
震機構解，節面
選択

R18．情報地質とその利活用
R18-O-1

17日（日）16:15
第4会場

富樫　均
ほか2名

長野県デジタル地質図
2015を使った斜面崩壊発
生確率モデルの高度化

地質は防災・環境・産業など多分野に関わりをもつ基礎情報であ
る．とくに『地質図』として整理された情報は，地域評価に活用
しやすい．また，デジタル化されることにより地質情報の応用範
囲が拡がる．セッションでは，新しく整備された県レベルのデジ
タル地質図のデータをもとに広域的な斜面崩壊発生確率を求める
予測モデルを改良し，それにより長野県における土砂災害リスク
予測評価の精緻化をすすめた例を紹介する．

デ ジ タ ル 地 質
図，斜面崩壊発
生確率モデル，
長野県

R18-O-3

17日（日）16:45
第4会場

内藤一樹 地質情報のLOD公開と
標本データベースにお
ける利用例

インターネット上の情報を機械的に活用可能とするデータ形式と
してLOD（リンクトオープンデータ）が注目されており，産総研
からも地質情報のLOD公開が始まった．本発表は，LODを利用し
たアプリケーションの作成例を通して，LODの有用性を示すもの
である．様々な情報のLOD化が進むことで，インターネットが一
つの大きなデータベースとして活用されるようになることが期待
できる．

LOD，標本デー
タベース

R20．応用地質学一般およびノンテクトニック構造
R20-O-1

18日（月）14:30
第5会場

山崎新太郎
ほか5名

雪・氷・岩石なだれの
地質学的特徴

多量に雪または氷のある環境下で斜面崩壊が発生すると，移動中
に大規模化するとともに長距離移動する場合がある．2011年津南
町辰ノ口，2015年ネパール・ランタンでの事例や，斜面崩壊の形
成実験をもとに，雪・氷・岩石なだれの特徴を解明する．

雪・氷・岩石な
だれ，長距離移
動，形成実験

R20-O-2［招待講
演］

18日（月）14:45
第5会場

奥野　充 阿蘇カルデラ内におけ
る熊本地震による表層
崩壊

平成28年（2016年）熊本地震では，数多くの斜面変動が発生し
た．なかでも阿蘇火山近傍では，アースフローと呼ばれる特異な
崩壊現象が観測されている．本報告では詳細な現地調査をもと
に，アースフローの発生機構や形成履歴を解説する．

平成28年（2016
年）熊本地震，
阿蘇カルデラ，
アースフロー

R22．第四紀地質
R22-P-4

16日（土）
ポスター会場
コアタイム
13:45-15:05

潮崎翔一・
風岡　修

千葉県北西部の沖積層
基底面図

浦安市から千葉市にかけての東京湾岸低地において，4905本の
ボーリング柱状資料を整理して，沖積層基底面深度を表す平面図
を作成した成果である．精査された3本のコアを基準として対比
された基底面深度の広がりは信頼性が高い．埋没谷の規模と深度
の局地的な相違も判明している．これらの地質情報は直下型地震
の被害予測や対策に有用である．

東京湾岸低地，
地震被害予測，
埋没谷

R23．地球史
R23-O-10［招待講
演］

18日（月）11:00
第2会場

牛久保孝行
ほか6名

局所同位体比分析で地
球地殻の形成史を探る

牛久保氏は，マルチコレクター型二次イオン質量分析計（MC-
SIMS）を用いた地質・隕石試料分析の第一人者である．彼らの分
析手法では，鉱物の酸素などの同位体比を数マイクロメートルの
空間解像度，サブパーミルの精度で測定することが可能で，今後
も地質学分野での様々な応用が期待される．今回，特に地殻形成
プロセスに関して過去の研究や，彼らの新たな成果と今後の展望
ついて紹介してもらう．

二次イオン質量
分析，地殻形成
プロセス

R23-O-20［招待講
演］

18日（月）16:30
第2会場

亀山真典・
原田あかり

超大陸サイクルとマン
ト内熱化学構造の相互
関係：2次元マントル対
流シミュレーョンに基
づく考察

松山の巨匠，亀山真典氏が地球史セッションに登壇．せっかくの
三連休なのに…とぼやく巨匠を半ば強制的に招待し，マントルの
熱組成対流に関する二次元数値シミュレーションについて講演し
ていただく．この機会に私たち地質学者も，マントル上昇プルー
ムとマントル深部の熱化学構造との相互関係や，超大陸サイクル
との関連について理解を深めたい．

マントル熱組成
対流，二次元数
値 シ ミ ュ レ ー
ション

R24．原子力と地質科学
R24-O-5［招待講
演］

16日（土）10:00
第6会場

大江俊昭 放射性廃棄物の地層処
分で人工バリアに何を
求めるか

地層処分は，人工バリアと天然バリアの組み合わせによって数万
年を超える隔離機能を担保するシステムである．この組み合わせ
において，人工バリアに期待する働きについて論じる．

放射性廃棄物，
地層処分，人工
バリア

R24-O-10［招待講
演］

16日（土）11:30
第6会場

小林大和 高レベル放射性廃棄物
の 地 層 処 分 に 関 す る
「科学的特性マップ」
について

本年公表された，高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科
学的特性マップ」について，その趣旨や科学的事項と要件につい
ての詳細を紹介する．

地層処分，科学
的特性マップ



（
 18 ）

日本地質学会第 124 年学術大会（2017 愛媛大会）講演プログラム（口頭）

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

会場

9：00

■ 9 月 16 日（土）午前

第 4 会場（共通講義棟 A24）
R25．鉱物資源と地球物質循環

座長：1-5 藤永公一郎，6-10　町田嗣樹

9：30 R25-O-1（招待）
イオン吸着型鉱床：気候の影響やレアアースの特異性．*高橋嘉
夫・山口瑛子
10：00 R25-O-2
別子型鉱床を胚胎する三波川帯三縄層緑色片岩の形成場と付加
年代．*中村謙太郎・大矢和孝・足立遼介・加藤泰浩・木村一
成・西坂直樹・田村栄治・角井朝昭
10：15 R25-O-3
KR16-17航海で回収した黒鉱養殖装置のセンサーデータおよび
沈殿物：人工熱水孔の長期モニタリングと析出実験．*野崎達
生・正木裕香・長瀬敏郎・鳥本淳司・斎藤誠史・高谷雄太郎・
石橋純一郎・島田和彦・渡邊正之・横山貴大・秋山敬太・櫻井
紀旭・猿橋具和・許　正憲・熊谷英憲・前田玲奈・高井　研
10：30 R25-O-4
黒海に堆積する黒色泥の地球化学的特徴．*矢野萌生・安川和
孝・藤永公一郎・中村謙太郎・加藤泰浩
10：45 R25-O-5
南鳥島周辺の広域で観察されたマンガンノジュール分布と音響
後方散乱強度との関係〜YK17-11C航海速報〜．*町田嗣樹・安
川和孝・飯島耕一・金子純二・大田隼一郎・藤永公一郎・石井
輝秋・浅見慶志朗・堀之内航一・田中えりか・見邨和英・河原
畑智朱・佐藤太一・中村謙太郎・加藤泰浩
11：00 R25-O-6
レアアース泥研究の最新成果と南鳥島EEZにおける開発の実現
に向けた取り組み．*加藤泰浩・中村謙太郎・藤永公一郎・安川
和孝・髙谷雄太郎・大田隼一郎・田中えりか・見邨和英・飯島
耕一・町田嗣樹・野崎達生・木村純一・岩森　光
11：15 R25-O-7
統合的多変量解析に基づく南鳥島EEZ内の深海堆積物の地球化
学データ解析．*安川和孝・中村謙太郎・藤永公一郎・岩森　
光・加藤泰浩
11：30 R25-O-8
北西太平洋深海堆積物の全岩化学組成に基づくレアアース泥の
起源の解明．*山本克志・見邨和英・中村謙太郎・安川和孝・大
田隼一郎・藤永公一郎・町田嗣樹・加藤泰浩
11：45 R25-O-9
Box modelを用いた海洋のNd循環に基づくレアアース泥の成因
の定量的制約．*河原畑智朱・安川和孝・田中えりか・中村謙太
郎・藤永公一郎・加藤泰浩
12：00 R25-O-10
日本列島付加体中のレアアース泥由来の構成岩の再検討．*藤永
公一郎・中村謙太郎・髙谷雄太郎・安川和孝・見邨和英・王　
子艦・加藤泰浩

第 3 会場（共通講義棟 A21）
R17．ジュラ系 +

座長：1-4 近藤康生 ，5-7　松岡 篤

9：00 R17-O-1
パンサラサ海に堆積したアローロックス島の前期三畳紀層状
チャート層における生物源シリカ相とそのフラックスの変遷． 
*相田吉昭・菊池那津子・草場研太・丸山　巧・山北　聡・
竹村厚司・堀　利栄・高橋　聡・齋藤めぐみ・久保田好美・
Bernhard Spörli・Hamish Campbell
9：15 R17-O-2
深海堆積岩中のコノドント化石の化学組成の評価．*松本廣直・
高橋　聡・飯塚　毅・武藤　俊
9：30 R17-O-3
愛媛県秩父累帯層状チャート中の三畳系−ジュラ系境界．*堀　
利栄・吉田夏子・黒田潤一郎・小川奈々子
9：45 R17-O-4
第15回国際放散虫研究集会で議論するジュラ・白亜系境界問
題．*松岡　篤
10：00 R17-O-5
ジュラ系／白亜系境界GSSPの設定に向けて：白亜系国際層序学
委員会の動向と日本からの貢献．*長谷川卓
10：15 R17-O-6
白亜紀最前期のジュラ紀型汽水性二枚貝：美良布層から産出した
Crenotrapezium sp.の分類，産状，および生息場所．*近藤康生
10：30 R17-O-7（招待）
東アジアにおけるジュラ紀／白亜紀移行期の生物相および環境
変動の解明に向けた手取層群研究の意義と展望．*佐野晋一

R16．古生物
座長：1-6 上松佐知子

11：00 R16-O-1
Hat Creek（British Columbia, Canada）地域のMarble Canyon 
石灰岩中に見られるフズリナ類の多様性の変化について（予
報）．*太田泰弘・牧野帆乃香・佐野弘好
11：15 R16-O-2
南部北上帯ペルム系岩井崎石灰岩最上部の詳細岩相・炭素同位
体層序．*飛田知世・磯崎行雄・田畑美幸・松井洋平・坂井三
郎・西澤　学・吉田尚弘・奥村知世
11：30 R16-O-3
比重から見たアンモノイドの形態的多様性の制約．*生形貴男
11：45 R16-O-4
花粉層序に基づいた後期白亜紀足羽植物群の年代の再検討．*佐
沢　豪・Julien Legrand・矢部　淳・指田勝男・上松佐知子
12：00 R16-O-5
福岡県宗像市の中期始新世直方層群大焼層の汎歯目コリフォド
ン科化石（絶滅草食獣）について．*宮田和周・岡崎美彦・酒井
治孝・冨田幸光・大橋智之
12：15 R16-O-6
種子島の下部更新統増田層から産出する植物化石群集の再検討
−琉球列島を通じた植物交流史の解明を目指して．*矢部　淳・
藤木利之・鄭　恩

第 2 会場（グリンホール）
R13．岩石・鉱物の変形と反応

座長：1 高橋美紀，2-4　大橋聖和，5-7　濱田洋平，8-10　上田
匡将

9：15 R13-O-1（招待）★  
地震学的手法による断層状態推定への挑戦．*内出崇彦
9：45 R13-O-2
Development of fault zones along the Median Tectonic Line, 
Mie Prefecture, south-west Japan： implication for weakening 
in the fault core．*竹下　徹・荒井　駿・ブイ ドング・セート
ビッチ トーマス・山本貴史・安東淳一・重松紀生・藤本光一郎
10：00 R13-O-3
Inferring rheology and architecture of crustal fault zones 
from outcrops requires careful consideration of non-steady 
state processes. *Virginia Toy・Toru Takeshita・Thomas 
Czertowicz・Steven B. Kidder
10：15 R13-O-4
Weakening of mid-crustal shear zones： Insights from quartz 
c-axis fabrics in Median Tectonic Line mylonites．*Thomas 
Czertowicz・Toru Takeshita・Norio Shigematsu・Koichiro 
Fujimoto・Shun Arai
10：30 R13-O-5
イタリアBalmucciaかんらん岩体に観察される、ほぼ同一温度
環境下でのマイロナイト化とシュードタキライト形成．*上田匡
将・清水以知子
10：45（休憩）
11：00 R13-O-6
三軸圧縮試験ならびに急減圧急冷実験にみる超臨界条件下での
花崗岩の物理特性．*北村真奈美・高橋美紀・高木健太・平野伸
夫・土屋範芳
11：15 R13-O-7
高温高圧・含水条件下における緑泥石の摩擦強度．*岡本あゆ
み・André R. Niemeijer・Christopher J. Spiers・清水以知子
11：30 R13-O-8
実験前後での微細組織の直接的な比較観察 〜ブルース石+アン
チゴライト→かんらん石の脱水分解反応〜．*永冶方敬・岡本　
敦・木戸正紀・武藤潤・ウォリス サイモン・宇野正起・大柳良
介
11：45 R13-O-9
含水かんらん岩に見られるDisGBSクリープの特徴的構造．*水
上知行
12：00 R13-O-10（招待）★
マイクロブーディン応力−歪解析：現状と今後の方向性．*増田
俊明
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■ 9 月 16 日（土）午前

会場

9：00

第 8 会場（共通講義棟 A45）
T6. 極々表層堆積学：「堆積物」への記録プロセスの理解
座長：1-3 新井和乃，4-5 川村喜一郎，6-7 小栗一将

9：00 T6-O-1★
生痕多様性に影響する露頭面積バイアスの補正方法：堆積環境
変化に伴う生痕多様性変動の検討．*菊地一輝・成瀬　元
9：15 T6-O-2
ルール型格子モデルによる生物撹拌成層構造の形成．*小川琴
奈・成瀬　元
9：30 T6-O-3★
組み込みマイコンを用いた深海底の同時時系列観測．*小栗一
将・尾鼻浩一郎・藤江剛・三浦誠一・小平秀一・寺田育正・手
塚尚明
9：45 T6-O-4（招待）★
海底への堆積物の供給と堆積・再移動・溶解．*池原　研
10：15 T6-O-5
北海道沙流川における洪水時懸濁物鉱物組成の制御要因．*入野
智久・中田 聡史・池原　研・山下洋平・関　宰・長尾誠也
10：30 T6-O-6（招待）★
福島沿岸域堆積物における放射性セシウムの移行挙動．*長尾誠
也
11：00 T6-O-7
深海底の極々表層堆積学．*川村喜一郎

第 6 会場（共通講義棟 A35）
R24．原子力と地質科学

座長：1-5 吉田英一，6-10 渡部芳夫

9：00 R24-O-1
土岐花崗岩の割れ目は過去の高温流体の痕跡か？．*野原　壯・
土屋範芳
9：15 R24-O-2
断層形成に伴う花崗岩基質中の空隙への影響に関する検討．*石
橋正祐紀・森川圭太・笹尾英嗣・湯口貴史
9：30 R24-O-3
双葉断層帯周辺の水理地質構造に関する検討．*竹内真司・鈴木
弘明・林　武司・藪崎志穂
9：45 R24-O-4
大飯発電所台場浜のコマチアイト質貫入岩体．*石渡　明
10：00 R24-O-5（招待）★
放射性廃棄物の地層処分で人工バリアに何を求めるか．*大江俊
昭
10：30 R24-O-6
地下環境のバリア機能に関する知見と今後の課題−自然に学ぶ
現象とその応用−．*吉田英一
10：45 R24-O-7
自然現象の影響評価手法の高度化に向けた情報整備．*後藤淳
一・近藤浩文
11：00 R24-O-8
地層処分に適した地質環境の選定およびモデル化−NUMOセー
フティケースの構築−．*太田久仁雄・近藤浩文・後藤淳一・三
枝博光・國丸貴紀・山田彩織
11：15 R24-O-9
山地の発達過程を把握するための後背地解析技術．*丹羽正和・
清水麻由子・安江健一・西村周作・雨宮浩樹・植木忠正・堀内
泰治
11：30 R24-O-10（招待）★
高レベル放射性廃棄物の地層処分に関する「科学的特性マッ
プ」について．*小林大和

第 5 会場（共通講義棟 A31）
R12．石油・石炭地質学と有機地球化学

座長：1-4 千代延俊，5-7 金子信行 

9：00 R12-O-1
前弧域のハイドレートのメタンは本当に微生物起源か？ *金子
信行
9：15 R12-O-2
日本海の表層型ガスハイドレートの胚胎域におけるガスの起
源．*柿崎喜宏・シュナイダー グレン・松本　良
9：30 R12-O-3
水理特性が海底下微生物活動に与える影響：IODP exp. 337下北
八戸沖堆積盆地掘削コア試料を用いた考察．*谷川　亘・多田井
修
9：45 R12-O-4（招待）
オイル生成段階後のCH4, N2, H2の生成と挙動．*鈴木德行
10：15 R12-O-5
中新世珪質岩根源岩ポテンシャル再考〜女川層タイトオイルの
観点から．*横井　悟・栗田裕司
10：30 R12-O-6
弘前市嶽地域の掘削コアから得られた中部中新統の石油根源岩
ポテンシャルに関する予察的研究．*千代延俊・佐藤時幸・内海
　実
10：45 R12-O-7
北海道白亜系蝦夷層群函淵層に挟在する石炭層の有機物分析に
よる堆積環境の復元．*舘下雄輝・沢田　健・安藤卓人・中村英
人・林　圭一

R9．堆積物（岩）の起源・組織・組成
座長：1-4 野田　篤

11：15 R9-O-1（招待）★
砕屑物の粒子形状と定向配列の計測手法．*宮田雄一郎
11：45 R9-O-2
楕円フーリエ−主成分分析による，粒子の形状と円摩度の同時
測定．*太田　亨・鈴木慶太
12：00 R9-O-3
巨大球状炭酸塩質コンクリーションの形成深度と速度．*村宮悠
介・吉田英一
12：15 R9-O-4
IODP Exp. 354で採集されたベンガルファン中新統に含まれる
砕屑性ザクロ石の化学組成とその時代変化．*吉田孝紀・大崎　
愛・葉田野希・酒井治孝
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会場

8：45

■ 9 月 17 日（日）午前

第 1 会場（南加記念ホール）
T1．文化地質学（一般公開）

座長：1-6 長　秋雄，7-10 能美洋介

8：45 T1-O-1
北海道産石材の文化地質学，特に小樽軟石の文化とその地質学
的背景：事例研究．*松田義章
9：00 T1-O-2★
山形県小国地域周辺の「大蛇伝説」と斜面崩壊・天然ダムの形
成．*川辺孝幸
9：15 T1-O-3
首都圏の建造物における関東大震災前後の石材利用の変化．*乾
　睦子
9：30 T1-O-4
巨大環濠古墳と活断層．*中川要之助
9：45 T1-O-5★
石見銀山に遺された江戸時代の鉱石および鉱物標本．*石橋　
隆・伊藤　謙・仲野義文・藤原雄高・渡辺克典
10：00 T1-O-6
長崎県西彼杵半島のシシ垣遺構：シシ垣の経路と石材総重量の
推定．*筬島聖二
10：15 T1-O-7
香川県五色台と小豆島の山岳霊場の地形学・地質学的特徴の比
較．*川村教一
10：30 T1-O-8
ジオの物語の不思議を引き出すジオ鉄写真．*横山俊治・藤田勝
代・上野将司・加藤弘徳・今尾恵介・安田　匡・須賀康正
10：45 T1-O-9（招待）★
ジオ鉄の取組み−９年目の普及活動と新たなアプローチ．*藤田
勝代
11：15 T1-O-10（招待）★
地質が導く地形・植生と地域社会．*波田善夫

第 2 会場（グリーンホール）
T4．日本列島の起源・成長・改変

座長：1-6 磯崎，7-12 青木 

8：45 T4-O-1
八方尾根の変成堆積岩中のジルコンU-Pb年代．*宮下　敦・
Pastor-Galán Daniel・辻森　樹・Yi Keewook
9：00 T4-O-2
太平洋型沈み込み帯のスラブ流体の特徴：大佐山産青色片岩の
フェンジャイト酸素・水素同位体組成による証拠．*辻森　樹・
Pastor-Galán Daniel・Álvarez-Valero Antonio M.
9：15 T4-O-3
四国三波川帯の変成史の再検討：ジルコンU-Pb年代からの制
約．瀬尾好貴・*青木一勝・大林秀行・坂田周平・平田岳史・丸
山茂徳
9：30 T4-O-4
鳥取県西部、大山西麓部に露出する片麻岩類の帰属：ジュラ紀
高温型変成岩の存在．*堤　之恭・磯崎行雄・木谷啓二・寺林　
優
9：45 T4-O-5（招待）
花崗岩岩石学から見た日本列島大陸地殻成長史．*土谷信高
10：00 T4-O-6
日高山脈周辺の堆積岩コンプレックスから新たに得られたジル
コンU-Pb年代：地帯構造的視点からの重要性．*七山　太・山
崎　徹・高橋　浩・岩野英樹・檀原　徹・平田岳史
10：15 T4-O-7
魚歯/骨片化石のネオジム同位体比から推察した日本海の開閉
史：北海道・東北本州弧のテクトニクスとの関連性．*小坂由紀
子・堀川恵司・淺原良浩
10：30 T4-O-8
西南日本の時計回り回転と日本海拡大．*星　博幸
10：45 T4-O-9
富山トラフと飛騨山脈の地形発達．*竹内　章
11：00 T4-O-10
低角MTLの活動時期：三河大野地域のMTL両側に産する白亜
系砂岩の比較ジルコン年代学．*磯崎行雄・長谷川遼・大友幸
子・堤　之恭
11：15 T4-O-11
白亜紀日本の前弧堆積盆の多様性：愛媛県宇和島層群の砕屑性
ジルコンU-Pb年代測定．*長谷川遼・磯崎行雄・中畑浩基・堤
　之恭
11：30 T4-O-12（招待）
西南日本白亜紀堆積物の大規模水平移動とデタッチメント断層
による島弧地殻の海溝への大規模崩落．*鳥海光弘

第 3 会場（共通講義棟 A21）
T7．スロー地震の地質学

座長：1-4 氏家恒太郎，5-8 金川久一 

9：15 T7-O-1（招待）★
スロー地震の多様性と地質学的背景．*小原一成
9：45 T7-O-2
Fluid pressure development beneath the décollement at the 
Nankai Trough off Cape Muroto, Japan．*廣瀬丈洋・神谷
奈々・山本由玄・Heuer Verena ・稲垣史生・諸野祐樹・久保
雄介・Expedition 370 Scientists
10：00 T7-O-3
南海トラフ付加体泥質堆積物の摩擦特性の深度変化．*金川久
一・星野紘輝・阿部浩典・澤井みち代
10：15 T7-O-4
沈み込み帯断層物質の摩擦速度依存性における有効垂直応力の
影響．*堤　昭人・比嘉咲希・並木由香
10：30 T7-O-5（招待）★
Rheology of the Slow Earthquake Source： Geological 
Constraints from the Damara Belt, Namibia．*Ake Fagereng
11：00 T7-O-6
沈み込みプレート境界域に発達する剪断脈とスロー地震の関連
性．*氏家恒太郎・最首花恵・木下貴裕・大坪　誠
11：15 T7-O-7
深部スロー地震発生域における流体-岩石相互作用：九州四万十
付加体槙峰メランジュの例．*西山直毅・野呂和也・氏家恒太郎
11：30 T7-O-8
カルサイト応力計によるスロー地震断層の地質学的な証拠．*大
園宣明・坂口有人
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■ 9 月 17 日（日）午前

会場

8：45

第 6 会場（共通講義棟 A35）
R4．変成岩とテクトニクス

座長：1-5 吉田健太，6-9 池田　剛，10-13 河上哲生，14-18 レー
マン・ハフィーズ

9：00 R4-O-1
接触変成岩における炭質物石墨化の圧力-温度-時間依存性．*村
松　樹・中村佳博・マドスーダン サティッシュ-クマール
9：15 R4-O-2
北部九州糸島地域の接触変成岩中の斜長石斑状構造の変形履
歴．*池田　剛・山㟢由貴子
9：30 R4-O-3★
東南極リュツォ・ホルム岩体に産するコランダムと角閃石の間
に発達する3層構造コロナ： 物質移動と組織発展．*森　祐紀・
池田　剛
9：45 R4-O-4★
中央ネパール高ヒマラヤ片麻岩類のザクロ石に包有されるナノ
花崗岩包有物．*河上哲生・酒井治孝・佐藤活志
10：00 R4-O-5
南西インド洋海嶺Prince Edwardトランスフォーム断層のウル
トラマイロナイト．*柿畑優季・道林克禎・DickHenry
10：15（休憩）
10：30 R4-O-6（招待）
八重山変成岩類とそのテクトニクス．*石塚英男
11：00 R4-O-7
北海道旭川市西方の神居古潭変成岩類における上昇時の流体移
動による重複変成作用の証拠．*シン ウォンジ・竹下　徹
11：15 R4-O-8
西彼杵泥質片岩変成ジルコンの成長動力学と成長時間 II．*宮崎
一博・菅　賢志・森　康・重野未来・岩野英樹・檀原　徹・八
木公史・大林秀行・西山忠男・平田岳史・ 　震甫
11：30 R4-O-9
日高変成帯上部層変成岩類のジルコンU-Pb年代．*高橋　浩・
七山　太・山崎　徹・岩野英樹・檀原　徹・平田岳史

第 5 会場（共通講義棟 A31）
R3．噴火・火山発達史と噴出物

座長：1-3 長井雅史，4-6 上澤真平

8：45 R3-O-1
十和田火山，先カルデラ期後期の火砕流堆積物．*工藤　崇
9：00 R3-O-2
隠された高頻度噴火およびラハールの湖底イベント堆積物によ
る履歴復元：安達太良火山・磐梯火山と猪苗代湖．*片岡香子・
長橋良隆
9：15 R3-O-3
秋田県湯沢市蓮台寺のカオリンに富む礫質堆積物の産状と起
源．*鹿野和彦・石山大三・大場　司・大口健志・藤本幸雄
9：30 R3-O-4
海洋性島弧火山の岩脈群の古応力解析：オマーン・オフィオラ
イトのV2島弧火成活動．*海野　進・草野有紀・山路　敦
9：45 R3-O-5
北部伊豆弧大室ダシ火山の発達史と火山活動履歴．*谷健一郎・
石塚　治・Iona McIntosh・Alex Nichols・正木裕香・池上郁
彦・及川輝樹・角野浩史・岡村　慶・豊福高志
10：00 R3-O-6
小笠原硫黄島火山の後カルデラ火山活動噴出物．*長井雅史・小
林哲夫

第 4 会場（共通講義棟 A24）
R8．海洋地質

座長：1-6 小原泰彦，7-10 板木拓也

8：45 R8-O-1
室戸-足摺沖隆起帯の地質構造と最近の変動．*芦寿一郎・高下
裕章・大出晃弘・山口飛鳥・辻健・池原　研
9：00 R8-O-2
南海トラフ土佐ばえ海盆における深海底活断層活動履歴復元
の試み-非破壊計測によるコア対比．*岩井雅夫・鍵山侑・池原
研・金松敏也・芦寿一郎
9：15 R8-O-3
別府湾最奥部の“イベント層”の示すもの．*池原　研・加三千
宣・入野智久・山本正伸・竹村恵二・山田圭太郎・原口　強
9：30 R8-O-4
日本海溝に沈み込む遠洋性堆積物の不均質分布とプレート境界
断層浅部のすべり伝播．*山口飛鳥・中村恭之・福地里菜・倉野
紘彰・池原　研・金松敏也・新井和乃・宇佐見和子・芦寿一郎
9：45 R8-O-5
相模湾とその周辺の海底谷について—伊豆弧北端のテクトニク
ス序説—．*藤岡換太郎・平田大二・高橋直樹・柴田健一郎・西
川　徹及びKOOHOOメンバー
10：00 R8-O-6
伊豆−小笠原前弧域で掘削された前弧玄武岩・ボニナイトの岩
石物性と化学組成．*本多睦美・道林克禎・藤井昌和・山本由
弦・針金由美子
10：15 R8-O-7
モホールへの道：ゴジラメガムリオン掘削提案．*小原泰彦・道
林克禎・小野重明
10：30 R8-O-8（招待）★
南大洋の古海洋変動ダイナミクス研究の最近の進展．*池原　実
11：00 R8-O-9（招待）★
数百〜数千年スケールで起こる東アジア夏季モンスーン変動の
開始時期と時代変化、そのグローバル気候変動における位置づ
け．*多田隆治・入野智久・烏田明典・池原　研・佐川拓也・板
木拓也・杉崎彩子・久保田好美・池田昌之・Lu Song・関　有
沙・黒川駿介・三武　司・村山雅史
11：30 R8-O-10
鮮新世末から更新世始めの日本海の海洋表層環境変動：秋田県
北部峰浜地域に分布する上部鮮新統〜下部更新統の浮遊性有孔
虫化石群集から．*山㟢　誠・椿野将輝・池原　実・佐藤時幸
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会場

8：45

第 8 会場（共通講義棟 A45）
R21．地学教育・地学史

座長：1-7田村糸子

8：45 R21-O-1
小学校に対する地学教育のアプローチ．*川勝和哉
9：00 R21-O-2
斐伊川の砂鉄から鉄を取り出す〜テルミットでたたらを学ぶ
〜．*阿部國廣
9：15 R21-O-3
シームレス地質図を利用した中学校理科授業の展開．*川村寿
郎・本郷栄大・西川洋平・髙橋知美・相馬恵子・平澤　傑・
佐々木一成・内野隆之
9：30 R21-O-4
地震・火山はどのように教えられているのか．*浅野俊雄
9：45 R21-O-5
野付半島ジオツアー「野付半島の成り立ちを探る！」実施報
告．*重野聖之・渡辺和明・石渡一人・七山　太
10：00 R21-O-6
地学教材としての「考古遺跡の石材」−考古遺跡の地質学的な
検討の学習−：事例研究．*松田義章
10：15 R21-O-7
青少年の登山と自然科学—北大山岳部OB達の地球科学関連活動
の例．*吉田　勝・渡辺興亜

第 7 会場（共通講義棟 A41）
R6．ジオパーク

座長：1-2 高木秀雄

10：15 R6-O-1
茨城県北ジオパークにおけるFacebook Pageの活用．*天野一
男・細井　淳
10：30 R6-O-2
京都府京丹後市丹後地域西部に分布する中新統北但層群の堆積
相と層序．*三上禎次・岡　祐馬・安松貞夫・田中里志・糸本夏
実

R7．グリーンタフ
座長：1-4 天野一男

10：45 R7-O-1
5万分の1地質図幅「角館」地域の新第三系層序（予報）．*細井
　淳・工藤　崇・羽地俊樹・白濱吉起
11：00 R7-O-2
沖ノ島層の年代と玄界灘地域の形成年代について．*二宮　
崇・谷口　翔・下山正一・渡邊公一郎・檀原　徹・岩野英樹・
Daniel Dunkley・白石和行・郷津知太郎
11：15 R7-O-3
アパタイト微量元素組成に基づく中新世−鮮新世火砕流堆積
物・テフラの識別・対比．*高嶋礼詩・桑原　里・草川　遥・和
田穣隆・星　博幸・新正裕尚・西　弘嗣
11：30 R7-O-4
アパタイト微量元素組成に基づく白亜系蝦夷層群の凝灰岩標準
層序と広域対比．*桑原　里・髙嶋礼詩・西　弘嗣

■ 9 月 17 日（日）午前

■ MEMO ■
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会場

14：30

第 2 会場（グリーンホール）
T8．中央構造線と中央構造線活断層系

座長：1-4 早坂康隆，5-8 高木秀雄，9-12 山北　聡

14：30 T8-O-1（招待）
中部九州の地質図幅に表された西南日本の基本構造．*斎藤　
眞・宮崎一博
15：00 T8-O-2
九州における中央構造線についての諸問題：肥後帯と領家帯． 
*高木秀雄
15：15 T8-O-3
九州の中央構造線とこれに関連した震源断層・活断層．*山北　
聡
15：30 T8-O-4
九州：西南日本弧と琉球弧の遷移帯．*眞島英壽
15：45 T8-O-5
紀伊半島中央部に位置する高見山の中央構造線露頭．*井守智
大・藤本光一郎・重松紀生
16：00 T8-O-6
中央構造線発達史の新たな展開（Ridge subductionによる市之
川フェーズ，左横ずれトランスプレッションの先砥部フェー
ズ）．*窪田安打・竹下　徹・八木公史・板谷徹丸
16：15 T8-O-7
中央構造線と「中央構造線活断層系」の関係について．*早坂康
隆・古橋拓也・川口健太
16：30 T8-O-8（招待）
“中央構造線活断層系”の震源断層．*伊藤谷生
17：00 T8-O-9
地球物理学的にみた中央構造線活断層系の深部形状と震源断
層．*佐藤比呂志・Van Horne Anne・加藤直子・松原誠・ヤノ 
トモコ・松浦律子
17：15 T8-O-10
佐田岬半島におけるMTL に関連する脆性断層の時空区分．*小
松正幸・薦田靖志・早坂康隆・豊島剛志
17：30 T8-O-11
伊予灘における音波探査記録を用いた中央構造線断層帯周辺の
地質構造の検討．*高橋恭平・佐藤誉司・足達健人・西坂直樹・
大西耕造・大野裕記・池田倫治・辻　健
17：45 T8-O-12
西南日本の微小地震の下限震度不均質性と中央構造線活断層
系．*古橋拓哉・早坂康隆

■ 9 月 17 日（日）午後

第 3 会場（共通講義棟 A21）
R14. 沈み込み帯・陸上付加体

座長：1-4 氏家恒太郎，5-8 橋本善孝，9-12 坂口有人

14：30 R14-O-1（招待）★
沈み込み帯浅部の構造的特徴：室戸沖南海沈み込み帯と房総半
島付加体．*山本由弦・山本裕二・奥津なつみ・山田泰広・栗本
悠平・王　乾・福岡純一・加藤優志・張　鋒・阪口　秀・Exp. 
370乗船研究者
15：00 R14-O-2
南海トラフにおける掘削パラメータを利用した連続地層強度の
推定と地質解釈の例．*濱田洋平・北村真奈美・山田泰広・真田
佳典・杉原孝充・斎藤実篤・MOE KYAW・廣瀬丈洋
15：15 R14-O-3
房総半島新第三系前弧海盆における被熱構造と圧密特性．*神谷
奈々・山本由弦・宇都宮正志・福岡純一・王　乾・張　鋒・林
　為人
15：30 R14-O-4
美濃帯犬山地域に分布するチャートの高速摩擦特性．*本橋銀
太・大橋聖和・氏家恒太郎
15：45 R14-O-5
微量元素分析で紐解く沈み込み帯断層の摩擦溶融過程．*石川剛
志・氏家恒太郎
16：00 R14-O-6
四国西部，明浜地域の四万十帯北帯に発達する断層帯の形成過
程．黒木萌恵・*大橋聖和
16：15 R14-O-7
延岡衝上断層剪断帯の微細組織と流体依存性．*長谷川亮太・山
口飛鳥・福地里菜・北村有迅・木村　学・濱田洋平・石川剛志
16：30 R14-O-8（招待）★
シリカ析出と流体流動—石英とアモルファスと鉱物脈．*岡本　
敦
17：00 R14-O-9
四国西部、伊予三浦半島におけるメランジ記載と古地温構造解
析．*織田雅俊・大橋聖和
17：15 R14-O-10
沈み込みに伴う累進的なメランジュの形成：九州東部四万十付
加体槇峰メランジュの例．*木下貴裕・氏家恒太郎
17：30 R14-O-11
三波川変成岩類と白亜紀四万十付加体の構造関係について．*志
村侑亮・常盤哲也・竹内　誠・森　宏・山本鋼志
17：45 R14-O-12
紀伊半島四万十帯枯木灘層の層序・K-Ar年代および牟婁付加
シークエンスの変形構造．*中屋志津男・中屋志郎

■ MEMO ■
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会場

14：30

第 6 会場（共通講義棟 A35）
R4．変成岩とテクトニクス

座長：10-13 河上哲生，14-18 レーマン・ハフィーズ

14：30 R4-O-10（招待）
三波川エクロジャイトの多様性．*高須　晃
15：00 R4-O-11
四国中央部三波川変成帯猿田川流域におけるナップ境界近傍の
温度構造と年代分布．*川口健太・早坂康隆・廣瀬丈洋
15：15 R4-O-12
Zr-in Rutile and Ti-in-Zircon thermometry： application to the 
UHP eclogites．*Hafiz Ur Rehman，Hao Yang Lee，Sun-Lin 
Chung，Yoshiyuki Iizuka，Hiroshi Yamamoto
15：30 R4-O-13
Mass Transfer during Formation of Secondary Olivine 
within Subduction Zone： Example from the Khantaishir 
Ophiolite, Western Mongolia．*Otgonbayar Dandar，Atsushi 
Okamoto，Masaoki Uno，Takayoshi Nagaya，Noriyoshi 
Tsuchiya
15：45（休憩）
16：00 R4-O-14
イタリアのドラマイラ岩体で発生した過剰アルゴン波．*板谷徹
丸・兵藤博信・今山武志・Chiara Groppo
16：15 R4-O-15
Zircon geochronology in metacarbonate rocks from Sør 
Rondane Mountains, East Antarctica．*Satish-KumarM.・
Horie，K.・Williams S. Ian・Takehara，M.・Hokada，T.・
Otsuji，N.
16：30 R4-O-16
Spatial age distribution and tectonic model across the thrust 
contact between the Proterozoic Eastern Ghats Belt and the 
Archean East Indian craton： new insight from the river 
sediments．Amitava Chatterjee・*Kaushik Das
16：45 R4-O-17
Cryo-FIB-SEM-EDSを用いた流体包有物の個別化学組成分析：
キルギス共和国マクバル岩体の超高圧変成岩の例．*吉田健
太・Orozbaev Rustam・平島崇男・三宅亮・土`山明・Bakirov 
Apas・高須晃・Sakiev Kadyrbek
17：00 R4-O-18
変成鉱物のサイズグレーディングとリーゼガング構造遷移．*鳥
海光弘

第 5 会場（共通講義棟 A31）
T2．最近の鬼界カルデラ研究の成果と今後の課題
座長：1-6 七山　太，7-10 清川昌一，11-14 前野　深

14：30 T2-O-1
鬼界カルデラにおける7.3 ka超巨大噴火の推移：クライマックス
に至るまでの現象と時間スケール．*前野　深
14：45 T2-O-2★
約7300年前の鬼界カルデラ形成噴火（K-Ah噴火）のマグマ供給
系．*松本亜希子・中川光弘・小林恭平・前野　深
15：00 T2-O-3
薩摩硫黄島での火山体掘削調査：鬼界アカホヤ噴火（K-Ah噴
火）の噴火準備過程解明を目指して．*中川光弘・前野　深・松
本亜希子・小林恭平
15：15 T2-O-4
古地磁気方位と永年変化から読み取る鬼界カルデラ形成噴火の
継続時間．*長谷川健・望月伸竜・大岩根尚
15：30 T2-O-5
幸屋火砕流の流動・堆積機構と給源カルデラ．*鈴木桂子・山根
朋己・中岡礼奈・竹内英彦・神戸大学海洋底探査センター一同
15：45 T2-O-6
鬼界カルデラにおける鬼界アカホヤ噴火以前の大噴火につい
て．*伊藤久敏・上澤真平
16：00 T2-O-7
鬼界カルデラと薩摩硫黄島：海底に残された巨大カルデラの活
動史と初期地球の痕跡．*清川昌一
16：15 T2-O-8★
三島村ジオパーク．*大岩根尚
16：30 T2-O-9（招待）★
鬼界カルデラ噴火（7.3ka）が南九州の植生および人類に与えた
影響−植物珪酸体分析による検討．*杉山真二
16：45 T2-O-10（招待）★
鬼界カルデラ噴火後の激甚被災地における再定住プロセスの研
究．*桒畑光博
17：00 T2-O-11
鬼界アカホヤ噴火に伴う液状化の発生時期．*成尾英仁・小林哲
夫
17：15 T2-O-12★
四国南西部沿岸，宿毛コアにおいて確認されたアカホヤ火山灰
とそれに関連したイベント堆積物［速報］．*辻　智大・七山　
太・山口龍彦・池田倫治・近藤康生・前野　深・木村一成
17：30 T2-O-13
広域に分布するアカホヤ津波堆積物の識別．*山田昌樹・藤野滋
弘・佐竹健治
17：45 T2-O-14
7.3 ka津波は鬼界カルデラ噴火で発生したのか？．*七山　太・
前野　深

■ 9 月 17 日（日）午後

第 4 会場（共通講義棟 A24）
T5．三次元地質モデル研究の新展開

座長：1 木村克己，2-3 太田英将，4 高野　修

14：30 T5-O-1（招待）★
建設関連業における3次元地質解析技術の実践と展望．*西山昭
一・3次元地質解析技術コンソーシアム会員
15：00 T5-O-2
ボーリングデータを利用した浅部地盤の三次元グリッドモデル
構築プログラムの開発．*花島裕樹・木村克己
15：15 T5-O-3
ボーリングデータ解析に基づく三次元地盤モデル構築と伏在第
四紀断層の推定：東京低地とその隣接台地域の例．*木村克己・
花島裕樹・西山昭一・大井昌弘
15：30 T5-O-4（招待）★
東部南海トラフ第二渥美海丘周辺におけるメタンハイドレー
ト濃集過程の三次元モデリング．*藤井哲哉・タンティン アオ
ン・小松侑平

R18．情報地質とその利活用
座長：1-3 斎藤　眞

16：15 R18-O-1★
長野県デジタル地質図2015を使った斜面崩壊発生確率モデルの
高度化．*富樫　均・川越清樹・齋藤洋介
16：30 R18-O-2
３次元地質モデリングシステムを有効活用するための地層対比
支援システムの検討．*升本眞二・根本達也・櫻井健一・ラガワ
ン ベンカテッシュ・野々垣　進
16：45 R18-O-3★
地質情報のLOD公開と標本データベースにおける利用例．*内藤
一樹
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14：30

第 8 会場（共通講義棟 A45）
R11．堆積過程・堆積環境・堆積地質

座長：1-3  酒井哲弥，4-7 松本　弾

16：00 R11-O-1（招待）★
混濁流のダイナミクス：研究の動向と今後の展望．*成瀬　元
16：30 R11-O-2
河川〜湖沼成シーケンスにおける堆積相および生痕群集：ユ
タ州ユインタ堆積盆に露出する始新統ユインタ層およびドゥ
シェーンリバー層の例．*佐藤隆司・Marjorie, A. Chan. Allan  
A. Ekdale
16：45 R11-O-3
東北日本太平洋沿岸南相馬市小高区井田川地区のエスチュア
リー埋積完新統中の津波堆積物．*保柳康一・太田勝一・内山し
おり・角張友律
17：00 R11-O-4
東北日本の岩盤河川侵食パラメーターの推定：東北日本弧隆起
速度履歴の復元へ向けて．*中島由以佳・成瀬　元
17：15 R11-O-5
三陸沿岸域に分布する3.11津波堆積物の粒子特性．*横山由香・
坂本　泉・八木雅俊・藤巻三樹雄
17：30 R11-O-6★
日本海拡大と西南日本弧の古生態系：中新統三崎層群における
海底生態系の特異性とその要因．*奈良正和
17：45 R11-O-7
海底扇状地の生涯における堆積形態変化傾向と外的内的規制要
因．*高野　修・徳橋秀一・中嶋　健

第 7 会場（共通講義棟 A41）
R22．第四紀地質

座長：1-4  ト部厚志，5-8  竹下欣宏，9-11  北村晃寿

14：30 R22-O-1
堆積物中のTOC濃度変動と日本海において生物生産性を支配す
る要因との関係．*公文富士夫
14：45 R22-O-2
北海道藻琴湖における洪水性ラミナの形成過程．*瀬戸浩二・香
月興太・園田　武
15：00 R22-O-3
福島県猪苗代湖湖底堆積物の2011年イベント層の識別．*長橋良
隆・片岡香子・難波謙二
15：15 R22-O-4
大阪海岸低地の形成とその規制要因．*中条武司・趙　哲済・小
倉徹也
15：30 R22-O-5
北海道の日本海沿岸で発生した二つの津波の浸水シミュレー
ションと津波堆積物による検証：1741年と12世紀頃の津波につ
いて．*川上源太郎・伊尾木圭衣・桺澤英明・加瀬善洋・仁科健
二・小安浩理・谷岡勇市郎
15：45 R22-O-6
響灘沿岸の海岸低地におけるイベント堆積物．*卜部厚志・濱崎
真二・小林善也
16：00 R22-O-7
伊豆諸島四島の後期完新世の地殻変動・津波・高潮．*北村晃寿
16：15 R22-O-8
東北日本に分布する更新世の赤色土と最終間氷期以降の地殻変
動速度．*仲川隆夫
16：30 R22-O-9
79万年前にインドシナ半島南部で起きた小天体衝突による
エジェクタ層の特定．*多田隆治・多田賢弘・Carling Paul・
Songtham Wickanet・Thuyen Le Xuan・常　昱・田近英一
16：45 R22-O-10
秋田県北部の縄文時代環状列石について．*藤本幸雄
17：00 R22-O-11
松江平野の古環境（4）．*渡辺正巳・瀬戸浩二・高安克己・山
田和芳・奥中亮太

■ 9 月 17 日（日）午後

■ MEMO ■
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会場

8：45

第 3 会場（共通講義棟 A21）
R15． テクトニクス（Tectonics）

座長：1-6 宮川歩夢，7-11 小林健太

8：45 R15-O-1
応力場極性に基づく熊本地震の前震・本震の判定．*新妻信明
9：00 R15-O-2
熊本県，日奈久断層帯に沿った脆性剪断帯．*小林健太・小柏景
司
9：15 R15-O-3
活断層と後期更新世に活動を停止した断層における破砕帯の比
較：阿寺断層と奈良県中央構造線．*大谷具幸・椿　純一・河野
雅弘・上田圭一
9：30 R15-O-4
岩石磁気学的手法を用いた活断層評価．竹内真司・*金丸龍夫・
安江健一・廣内大助
9：45 R15-O-5（招待）★
メソスケールの構造から推定される沈み込み帯巨大分岐断層
沿いの応力，間隙流体圧，岩石強度．*大坪　誠・Jeanne L. 
Hardebeck
10：15 R15-O-6
南部フォッサマグナ，富士川層群浜石岳層中の変形礫を用いた
島弧衝突帯における応力変遷と地下構造の解明．*鈴木　俊・小
林健太
10：30 R15-O-7
飛騨地方の中新世岩脈群から得られた古地磁気方位の地質学的
意味．*杉崎雄一・星　博幸
10：45 R15-O-8
西南日本の白亜紀以降の古地磁気極移動曲線．*宇野康司・古川
邦之・畠中友里
11：00 R15-O-9
花崗岩マイロナイトを利用した変形条件の推定および白亜紀東
北日本の構造発達史についての考察．*綿貫峻介・金井拓人・坂
秀憲・高木秀雄
11：15 R15-O-10
ネパールヒマラヤの変成岩ナップのテクトニクスと被熱・冷却
プロセス．*酒井治孝・平林沙織・中嶋　徹・岩野英樹・檀原　
徹
11：30 R15-O-11
ジルコンのフィッション・トラック年代測定によるネパールヒ
マラヤの変成岩ナップとその下盤・上盤の被熱・冷却プロセス
の解明．*中嶋　徹・酒井治孝・岩野英樹・檀原　徹

第 2 会場（グリーンホール）
R23．地球史

座長：1-3 黒田潤一郎，4-7 曽田勝仁　8-11 藤崎　渉

8：45 R23-O-1
現代メコン川の炭酸系に基づくヒマラヤ水系の河川が炭素循環
に与える影響の考察．*川幡穂高・鈴木　淳・内田悦生
9：00 R23-O-2
太陽活動と地磁気が気候に影響を及ぼしたMIS 19間氷期．*兵
頭政幸・北場育子・上野友輔
9：15 R23-O-3
Return to the strangelove ocean： Status report of the IODP 
Expedition 364“Chicxulub Impact Crater”．*山口耕生・後藤
和久・富岡尚敬・佐藤峰南・池原　実・Joannna Morgan・Sean 
Gulick・IODP Expedition 364  Scientific Party
9：30 R23-O-4
南西太平洋ロードハウライズ掘削試料の白亜紀-古第三紀（旧成
紀）境界層の層序．*黒田潤一郎・斎藤実篤・臼井洋一・萩野恭
子・Hsiung Kan-Hsi・村山雅史・安藤卓人・大河内直彦
9：45 R23-O-5
白亜紀海洋無酸素事変 OAE2 における年代モデルの樹立と 古
環境変動・LIPs との関係．*西　弘嗣・高嶋礼詩
10：00 R23-O-6
南東フランス，白亜系海洋無酸素事変（OAE）1a層準の黒色頁
岩のケロジェン熱分解分析—海洋基礎生産の復元．安藤卓人・*
沢田　健・高嶋礼詩・西　弘嗣
10：15 R23-O-7
前期ジュラ紀トアルシアン期海洋無酸素事変時の超海洋中央部
における炭素循環摂動と大規模火成活動の因果関係．*藤崎　
渉・上田修裕・須田好・佐藤友彦・松井洋平・澤木佑介・横山
哲也
10：30 R23-O-8
西南日本に分布する中部三畳系チャートを対象にした古環境解
析．*曽田勝仁・尾上哲治・安川和孝
10：45 R23-O-9
秩父帯層状チャート中に産する層状マンガン鉱床の形成過程：
放散虫化石年代と化学層序による検討．*冨松由希・尾上哲治
11：00 R23-O-10（招待）★
局所同位体比分析で地球地殻の形成史を探る．*牛久保孝行・清
水健二・飯塚　毅・上原啓幹・小宮　剛・谷健一郎・上野雄一
郎
11：30 R23-O-11
マリノアン氷河期後に見られるリン酸塩ストロマトライトの成
因．*白石史人・大西　咲・早坂康隆・高島千鶴・奥村知世・狩
野彰宏

第 1 会場（南加記念ホール）
S1．国際シンポジウム：東アジアの古生代古地理学

座長：1-2 ウォリス　サイモン，3-4 大路樹生，5-7　ウィリアム
ズ　マーク
8：45 S-O-1（招待）
The biogeographical significance of Silurian and Devonian 
trilobites of Japan： a comparison of different taxonomic groups 
and discussion of their individual ecological and lithofacies 
ranges. Chris P. Stocker*, Phil D. Lane, Derek J. Siveter, Gengo 
Tanaka, Mark Williams, Tatsuo Oji. Simon R. Wallis
9：05 S-O-2（招待）
Japan’s earliest ostracods. David J. Siveter*, Gengo Tanaka, 
Mark Williams
9：25 S-O-3（招待）
Assembling the Korean Peninsula： From Rodinia to Pangea. 
Duck Choi*
9：55 S-O-4（招待）
Paleozoic tectonostratigraphy and detrital zircon geochronology 
of the Korean Peninsula： Paleogeographic linkage to proto-
Japanese arc. Moonsup Cho*
10：25 S-O-5（招待）
First chitinozoans (organic-walled microfossils) from the Silurian 
and Devonian of Japan. Thijs Vandenbroucke*, Mark Williams, 
Simon R. Wallis, Jules Velleman,Toshiyuki Kurihara, Gengo 
Tanaka,Toshifumi Komatsu, David J. Siveter, Olle Hints
10：45 S-O-6（招待）
Palaeozoic intertidal and shallow-marine ostracods as useful 
biogeographical indices for the palaeogeographical evolution of 
Japan. Gengo Tanaka*, David J. Siveter, Mark Williams
11：05 S-O-7（招待）
Where did Paleozoic proto-Japan form? ：A view from 
geochronology. Yukiyasu Tsutsumi*

■ 9 月 18 日（月・祝）午前
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■ 9 月 18 日（月・祝）午前

第 5 会場（共通講義棟 A31）
T9．「泥火山」の新しい研究展開に向けて

座長：1-5 潮崎翔一，総合討論 浅田美穂

9：45 T9-O-1
「日本周辺の」泥火山を理解し利活用するための一提案．*浅田
美穂
10：00 T9-O-2（招待）★
海底地震津波観測網DONETによる熊野灘の泥火山シグナル検
出に向けて．*中野　優
10：30 T9-O-3
世界の泥火山研究レビュー（無機化学編）．*土岐知弘
10：45 T9-O-4
泥火山の微生物活動と生物地球化学過程．*井尻　暁
11：00 T9-O-5（招待）★
泥火山から採取した原油の希土類元素地球化学．*中田亮一・早
稲田周・奥村文章・高橋嘉夫
11：30（総合討論）

第 4 会場（共通講義棟 A24）
R1．深成岩・火山岩とマグマプロセス

座長：1-3 齊藤哲，4-6 新正裕尚

10：15 R1-O-1
IODP EX350掘削コアには海底カルデラ生成のきっかけが残
されている？ *田村芳彦・シンドルベック ジュリー・ジュツ
ラー マーティン・ニコルス アレックス・デバリ スーザン・宮
崎　隆・佐藤智紀・前島丈明・石井輝秋・アンドリュー グラハ
ム・木戸ゆかり・山下幹也・ギル ジェイムス・バスビー キャ
シー・ブルーム ピーター
10：30 R1-O-2
東北日本弧南端部、日本海の拡大に伴うマグマ活動の変遷．*清
水隆一・川野良信
10：45 R1-O-3
四国西部の中新世火成岩類のU-Pbジルコン年代．*新正裕尚・
折橋裕二・角井朝昭
11：00 R1-O-4
中新世御内花崗岩質岩体に記録された地殻物質-マントル由来物
質相互作用．馬込宗孝・塩田恵美・*齊藤　哲
11：15 R1-O-5
西南日本内帯の白亜紀火成岩・変成岩の U-Pb年代の東西変化．
*中島　隆
11：30 R1-O-6
関東山地北縁部，四ッ又山石英閃緑岩に含まれる黒雲母片麻岩
捕獲岩によるSタイプ花崗閃緑岩の生成．*保科　裕

■ MEMO ■
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会場

8：45

■ 9 月 18 日（月・祝）午前

第 8 会場（共通講義棟 A45）
R5．地域地質・地域層序・年代層序

座長：1-4 内野隆之，5- 8 星　博幸，9-12 納谷友規

8：45 R5-O-1
粒子配向度を用いた秋田油田新第三系の圧密量の推定．*西川　
治
9：00 R5-O-2
足尾帯の中部三畳系珪質岩に貫入した堆積同時性玄武岩シル
（1）：産状．*佐野弘好・指田勝男・中江訓・上松佐知子・奥
村よほ子
9：15 R5-O-3
足尾帯の中部三畳系珪質岩に貫入した堆積同時性玄武岩シル
（2）：全岩化学組成から推定される起源．*中江　訓・佐野弘
好・指田勝男・上松佐知子・奥村よほ子
9：30 R5-O-4
銚子地域の御岳火山起源テフラの対比．*中里裕臣・古澤　明
9：45 R5-O-5
日本の後期中生代花粉層序確立への試み−銚子層群から．*ルグ
ラン ジュリアン・山田敏弘・西田治文
10：00 R5-O-6
鮮新統安房層群安野層におけるマンモス逆磁極亜期の古地磁気
記録．*羽田裕貴・岡田　誠
10：15 R5-O-7
千葉県北部における中−上部更新統下総層群の地質構造．*納
谷友規・野々垣進・坂田健太郎・中里裕臣・吉田　剛・風岡　
修・中澤　努
10：30 R5-O-8
下部−中部更新統境界GSSP候補地「千葉複合セクション」にお
ける松山ーブルン地磁気逆転記録．*岡田　誠・羽田裕貴・菅沼
悠介
10：45 R5-O-9
最古の太平洋プレート上に存在する南鳥島の地質学的意義．*平
野直人・河野尊臣・森下泰成・角野浩史
11：00 R5-O-10
神奈川県三浦半島に分布する田越川砂礫岩層の礫種の再検証． 
*平田大二
11：15 R5-O-11
飛騨山脈における古水系とその変遷．*原山　智
11：30 R5-O-12
志摩半島，鳥羽地域の中古生界の地質構造．*内野隆之

第 7 会場（共通講義棟 A41）
R19．環境地質

座長：1-4 田村嘉之，5-8 風岡　修

9：45 R19-O-1
東京湾北部の埋立地における層序と2011年東北地方太平洋沖地
震時の液状化−流動化の層準：千葉市浜田川緑地での調査か
ら．*風岡　修・宇澤政晃・檜山知代・潮㟢翔一・香川　淳・吉
田　剛・荻津　達・八武崎寿史・加藤晶子
10：00 R19-O-2
高品質サンプリングによる未固結堆積物の強度特性の向上につ
いて．*末永仁良・橋本和佳
10：15 R19-O-3
観測井孔内地下水温が示す地質環境．*香川　淳・古野邦雄・潮
崎翔一
10：30 R19-O-4
江戸時代（1840年）に記録された新潟県佐渡島相川鉱山のじん
肺について（その3）．*仲川隆夫
10：45 R19-O-5
八雲風穴（島根県出雲市）における高濃度ラドンの検出と冷風
穴内における氷形成の可能性．*野村律夫・井上睦夫・小藤久毅
11：00 R19-O-6
2016年熊本地震における地下水ラドン濃度変化．*川端訓代・細
野高啓・佐藤　努・高橋　浩
11：15 R19-O-7
2017年５月に測定した東京豊洲新市場と東京築地市場の空間放
射線量について．*楡井　久・木村和也・古野邦雄
11：30 R19-O-8
速い潮汐流下での浚渫窪地の平坦化は環境回復に有効か？ *秋
元和實・矢北孝一・島㟢英行・三納正美

■ MEMO ■
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会場

14：30

第 2 会場（グリーンホール）
R23．地球史

座長： 12-14 三木　翼　15-17 青木翔吾　18-20 斎藤誠史，21-23
吉丸　慧
14：30 R23-O-12
大陸棚と大陸斜面深部のエディアカラ系〜初期カンブリア系の
有機窒素同位体比とC/N比の化学層序：海洋硝酸濃度とレッド
フィールド比の経年変化．*小宮　剛
14：45 R23-O-13
Significance of Proterozoic continental crustal fragments in 
evolution of the Central Asian orogenic belt．*Uyanga Bold・
Yukio Isozaki・Francis Macdonald
15：00 R23-O-14
古原生代，トランスハドソン変動帯に残される深海底堆積物に
ついての層序復元： Flin Flon帯・Cape Smith帯の堆積層．*清
川昌一・元村健人・Wouter Bleeker・Dave Price
15：15 R23-O-15
炭素・硫黄同位体比を用いた19億年前の海洋環境推定：カナ
ダ・フリンフロン帯．*元村健人・清川昌一・池原　実・田中健
太郎・佐野有司
15：30 R23-O-16 
ガボンにおける前期原生代炭素同位体層序．*佐藤友彦・澤木佑
介・斎藤誠史・松井洋平・丸山茂徳
15：45 R23-O-17
前期原生代海洋中の亜鉛濃度上昇．*澤木佑介・佐藤友彦・丸山
茂徳
16：00 R23-O-18
ガーナ・ビリミアン帯における古原生代火山砕屑岩分布域の形
成年代と堆積場の推定．*吉丸　慧・清川昌一・伊藤　孝・池
原　実・佐野貴司・堀江憲路・竹原真美・Nyame Frank K.・
Tetteh George M.
16：15 R23-O-19
古原生代Hotazel Formationの縞状鉄鉱層およびマンガン堆積物
の地質学・地球化学的研究から示唆される当時の海洋生命必須
元素循環．*青木翔吾・坂田周平・大野　剛・小宮　剛
16：30 R23-O-20（招待）★
超大陸サイクルとマント内熱化学構造の相互関係： 2次元マン
トル対流シミュレーョンに基づく考察．*亀山真典・原田あかり
17：00 R23-O-21
天体衝突による大気の酸化仮説：後期太古代の地質記録による
検証．*斎藤誠史・黒澤耕介・臼井洋一・奥村知世・尾上哲治・
佐藤峰南・石田湧也・渋谷岳造・西澤　学・松井洋平・澤木佑
介・佐藤友彦・上野雄一郎
17：15 R23-O-22
ジンバブエ地塊, 太古代シュルグウィ緑色岩体のジルコン年代測
定と大陸形成史への制約．*沢田　輝・磯崎行雄・澤木祐介・坂
田周平・藤崎渉・佐藤友彦・斎藤拓也・上田尚裕・丸山茂徳
17：30 R23-O-23
世界最古の炭酸塩岩の地質学的産状と化学組成から推定する初
期太古代の海洋中の生命必須金属元素濃度．*吉田　聡・石川　
晃・小宮　剛

第 1 会場（南加記念ホール）
T3．変動帯日本列島内安定陸塊の探査

座長：1-4 乙藤洋一郎，5-7 鈴木茂之，8-10 総合討論 板谷徹丸

14：30 T3-O-1
変動帯日本列島内安定地塊の探査−概観−．*板谷徹丸・乙藤洋
一郎・鈴木茂之
14：45 T3-O-2★
古第三系吉備層群の古流路復元から推測される吉備高原の長期
安定性．*鈴木茂之・田中　元
15：00 T3-O-3
古第三系吉備層群周匝層中の礫岩の岩石記載とK-Ar年代．*八
木公史・曽根原崇文・郷津知太郎・鈴木茂之
15：15 T3-O-4
西南日本，古第三紀神戸層群凝灰岩層の記載岩石学的性質．*谷
　保孝
15：30 T3-O-5
有漢累層に代表される吉備高原の中新世の地層分布が示す地形
発達史．*藤原貴生・鈴木茂之
15：45 T3-O-6★
吉備高原の準平原に関する地形学的な再検討．*柳田　誠
16：00 T3-O-7（招待）★
活断層分布と活動度からみた吉備高原の安定性．*松多信尚
16：30 T3-O-8
ＭＴ法から見た中国地方・山陰地域における地下比抵抗構造． 
*塩崎一郎・山口　覚
16：45 T3-O-9（招待）
地震波トモグラフィーから見た西南日本と吉備高原．*趙　大鵬
17：15 T3-O-10★
吉備高原は大陸から来たか．*乙藤洋一郎
17：30（総合討論）

第 3 会場（共通講義棟 A21）
R15．テクトニクス（Tectonics）

座長：12-15 山口飛鳥

14：30 R15-O-12
P波浅層反射法地震探査からみた横手盆地東縁断層帯（南部）
の地下構造．*木村治夫・青柳恭平・藤原　明・野田克也
14：45 R15-O-13
背弧リフト系の構造に支配された北陸地域の活構造と地震発生
様式．*石山達也・佐藤比呂志・加藤直子・越谷　信・松原　
誠・阿部　進
15：00 R15-O-14（招待）★
西南日本の地震波減衰構造とスロー地震．−地震テクトニクス
的な検討−．*北　佐枝子・松原　誠・澁谷拓郎
15：30 R15-O-15
現在の日本列島のテクトニクスは〜6 Maにはじまった？　*木
村　学・辻　健・山口飛鳥・高下裕章

■ 9 月 18 日（月・祝）午後
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会場

14：30

■ 9 月 18 日（月・祝）午後

第 5 会場（共通講義棟 A31）
R20．応用地質学一般およびノンテクトニック構造
座長：1-3 西山賢一，4-7 亀高正男

14：30 R20-O-1★
雪・氷・岩石なだれの地質学的特徴．*山崎新太郎・川口貴之・
中村　大・川尻峻三・渡邊達也・山下聡
14：45 R20-O-2（招待）★
阿蘇カルデラ内における熊本地震による表層崩壊．*奥野　充
15：15 R20-O-3
平成28年熊本地震震源域を対象としたSAR衛星の時系列的な干
渉解析による斜面変動モニタリング．*三五大輔・小俣雅志・郡
谷順英・谷口　薫
15：30 R20-O-4
空中写真判読・現地踏査および干渉SAR解析を用いた白山甚之
助谷地すべりの構造について．*藤井幸泰・石塚師也・金子　
誠・高橋　享・松岡俊文
15：45 R20-O-5
美濃山地のいくつかの地点に発達する山上凹地埋積堆積物の特
徴．*小嶋　智・前村優仁・大谷具幸・永田秀尚
16：00 R20-O-6
長野盆地浅川扇状地における地震動−2014年長野県北西部地震
で現れた強震地域−　*津金達郎・塩野敏昭・竹下欣宏・古本吉
倫・信州大学震動調査グループ
16：15 R20-O-7
ボーリング資料に基づく徳島平野の地下地質．*西山賢一・丹野
祥一・岡林眞姫・山上陽平・中尾賢一・川村教一

第 4 会場（共通講義棟 A24）
R2．岩石・鉱物・鉱床学一般

座長：1-4 宇野正起，5-7 阿部なつ江

14：30 R2-O-1（招待）★
黒鉱鉱床の概要と変質帯の時空間分布．*山田亮一
15：00 R2-O-2★
埼玉県寄居地域のヒスイ輝石石英岩中の流体包有物の化学組成
とその特徴．*福山繭子・川本竜彦・小笠原正継
15：15 R2-O-3★
岩石学分野におけるデータ駆動型解析の現状と展望．*桑谷　立
15：30（休憩）
15：45 R2-O-4
海洋下部地殻最下部における弾性波速度逆転の可能性．*阿部な
つ江
16：00 R2-O-5★
最上部マントルのファブリックと化学組成〜陸と海のかんらん
岩の類似性と相異性〜．*道林克禎・柿畑優季・大家翔馬・尾上
彩佳・近藤洋裕
16：15 R2-O-6
野母変斑れい岩複合岩体および山鹿変斑れい岩体のジルコン
U-Pb年齢と起原．*木村光佑・早坂康隆
16：30 R2-O-7
オマーンオフィオライトからの菫青石−直方（＝斜方）輝石岩
の発見．*宮下純夫・金子　龍・足立佳子

第 6 会場（共通講義棟 A35）
R10．炭酸塩岩の起源と地球環境

座長：1-3 山田　努，4-6 牧野帆乃香，7-10 加藤大和

14：30 R10-O-1（招待）★
カルスト・システム形成研究における最近の発展．*浦田健作
15：00 R10-O-2
トラバーチン組織における生物的・非生物的過程の相対的影
響．*白石史人・江野友樹・中村有希・半澤勇作・朝田二郎・
Bahniuk Anelize 
15：15 R10-O-3★
富山県黒部市・鋲ヶ岳から産出する白亜紀のトラバーチン．*久
保貴志
15：30 R10-O-4
炭酸凝集同位体温度計の石筍及びトゥファ試料への適用．*加藤
大和・雨川翔太・狩野彰宏・桑原義博・石橋純一郎
15：45 R10-O-5
小池の風穴（福島県南相馬市）の洞内気象と鍾乳石形成．*山田
　努
16：00 R10-O-6
三重県霧穴の石筍酸素同位体が示す過去8万年間の気温変動． 
*狩野彰宏・森　大器・柏木健司
16：15 R10-O-7
沖縄県南大東島縁辺部に分布する大東層の堆積ユニットとドロ
マイト化作用．*松田博貴・持原光景
16：30 R10-O-8
カナダ，ブリティッシュコロンビア州南部，Cache Creek 
Terraneのペルム系Marb l e  Canyon石灰岩（中〜上部
Guadalupian）の岩相．*牧野帆乃香・佐野弘好・太田泰弘
16：45 R10-O-9
最下部カンブリア系の石灰質微生物類礁に見られる特徴的な下
地形成−礁生態系進化の一側面−．*江㟢洋一・杉本雄祐・足
立奈津子・ 　建波・渡部真人・Gundsambuu Altanshagai・
Batkhuyag Enkhbaatar・Dorj Dorjnamjaa
17：00 R10-O-10
モンゴル西部ザブハン盆地に分布するTsagaan Oloom層で特徴
的なストロマトライトの形成様式と海洋環境．*足立奈津子・
江㟢洋一・ 　建波・園田ひとみ・渡部真人・Gundsambuu 
Altanshagai・Batkhuyag Enkhbaatar・Dorj Dorjnamjaa
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14：30

■ 9 月 18 日（月・祝）午後

第 8 会場（共通講義棟 A45）
R5．地域地質・地域層序・年代層序

座長：13-17 菅森義晃，18-22 桑原希世子

14：30 R5-O-13
三重県に分布する一志層群上部の複合化石層序．*大信田彦磨・
林　広樹・柳沢幸夫・栗原行人・星　博幸
14：45 R5-O-14
異なる年代の放散虫化石共存の謎−サバイバルか？再堆積か？
−美濃帯ペルム系チャートの例．*桑原希世子・佐野弘好
15：00 R5-O-15
近畿三角地帯北部の運動像．*紺谷吉弘
15：15 R5-O-16
紀伊半島西部の「仏像構造線」（その1）：上部白亜系寺杣層に
覆われる仏像衝上断層．*山北　聡
15：30 R5-O-17
ペルム系弱変形正常相堆積岩類の分布と特徴．*脇田浩二・伏見
勇紀・田原幸太・鈴木茂之
15：45 R5-O-18
愛媛県中部の始新統ひわだ峠層の層序．*楠橋　直・安藤友一・
松原尚志・奈良正和・栗田裕司・山路　敦
16：00 R5-O-19
四国西部の古第三系ひわだ峠層の貝類化石年代．*松原尚志・安
藤友一・楠橋　直・山路　敦
16：15 R5-O-20
長崎県五島列島奈留島における五島層群の層序と地質構造．*金
子大作・清川昌一
16：30 R5-O-21
2016年熊本地震で甚大な被害を受けた益城町市街地の地下に分
布する火山性堆積物の層序と分布形態．*中澤　努・坂田健太
郎・佐藤善輝・星住英夫・吉見雅行・卜部厚志
16：45 R5-O-22
琉球列島の花崗岩類のジルコンU-Pb年代とSr-Nd同位体組成． 
*小笠原正継・福山繭子

■ MEMO ■■ MEMO ■
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T6．極々表層堆積学 :「堆積物」への 
記録プロセスの理解

T6-P-1（エントリー）
スマトラ沖で採取された深海堆積物の微細組織の特徴．*望月
健太・藏永　萌・川村喜一郎・IODPEXP362乗船研究者
T6-P-2
深海平原における生物撹拌：北西太平洋における海底表層コア
の解析から．*清家弘治・野牧秀隆
T6-P-3
相模湾における貝形虫遺骸群集の炭酸カルシウム量．*山口龍
彦
T6-P-4
機械学習によるイベント堆積物逆解析の試み．*成瀬　元・中
尾健人

 
R9．堆積物（岩）の起源・組織・組成

R9-P-1（エントリー）
後背地解析を目的としたEPMAによる重鉱物の高速定量分析．
*清水麻由子・佐野直美・植木忠正・代永佑輔・丹羽正和
R9-P-2（エントリー）
石英粒子のカソードルミネッセンス特性による源岩判別指標の
提示．*大澤雅仁・太田　亨
R9-P-3
紀伊半島四万十累帯古第三系牟婁付加シークェンスの砂岩組成
−特に重鉱物・砕屑性ザクロ石組成について−．*別所孝範・
谷口純造
R9-P-4
北海道中軸部−東部に産する古第三紀暁新統−始新統砂岩の全
岩化学組成に基づく広域比較．*山崎　徹・七山　太
R9-P-5（エントリー）
新第三紀中期中新世・鮮新世の古風化強度変遷史；古土壌相，
化学風化度，粘土鉱物組成を指標値として．*葉田野希・吉田
孝紀・入江志織・森　沙織・名取和香子・足立佳子・笹尾英嗣
R9-P-6（エントリー）
四国東部黒瀬川帯のジュラ・白亜系砕屑岩の鉱物・化学組成．
*山田晃也・太田　亨
R9-P-7（エントリー）
始新統幌内層における玄能石コンクリーションの形成．*村宮
悠介・吉田英一
R9-P-8（エントリー）
楕円フーリエ−主成分分析法を用いた前浜堆積物の粒子形状評
価と波浪・地形との関係性．*関　笙・橋本朋子・太田　亨

 
R12．石油・石炭地質学と有機地球化学

R12-P-1

ポーセラナイトのチャート化について．*辻　隆司・大久保　進

 
R13．岩石・鉱物の変形と反応

R13-P-1（エントリー）
断層と竹林の分布の相関性．池田　亮・*北沢俊幸
R13-P-2
断層ガウジ中の層状構造の発達過程：2014年長野県北部の地震
で活動した副次断層の例．*相山光太郎
R13-P-3
2016年熊本地震にて活動した布田川断層系北向山断層破砕帯の
構造解析．*平野公平・溝口一生・相山光太郎・飯田高弘・滝
沢　茂・上原真一
R13-P-4
一志断層北部の谷畑露頭における断層破砕帯の性状および断層
岩の鉱物学的・地球化学的特徴．*飯田高弘・溝口一生・鈴木
悠爾・杉田匠平
R13-P-5（エントリー）
愛媛県八幡浜大島のシュードタキライト生成断層からみた間震
期あるいは地震直前直後の塑性変形作用．*小野藍生・豊島剛
志・小松正幸
R13-P-6
東南極ナピア岩体トナー島における下部地殻条件シュードタキ
ライト生成断層からみた間震期，地震直前直後の塑性変形作
用．*豊島剛志・重松紀生・小山内康人・大和田正明・角替敏
昭・外田智千
R13-P-7（エントリー）
緑泥石かんらん岩中の10ミクロン径かんらん石の動的再結晶．
*駒井美穂・水上知行・新井　翔・永冶方敬・ウォリス サイモ
ン
R13-P-8
下部地殻はんれい岩に見られる斜長石ファブリック．*曽田祐
介・松田　拓・針金由美子・重松紀生・奥平敬元
R13-P-9（エントリー）
含水条件下における蛇紋岩の弾性波速度に基づくアウターライ
ズ領域の蛇紋岩化の検証．*畠山航平・片山郁夫
R13-P-10
蛇紋石の脱水弱化･脆性化によってもたらされる多様な断層す
べり挙動．*岡崎啓史・濱田洋平・Greg Hirth・片山郁夫
R13-P-11（エントリー）
Effect of water on rheology of the lower crustal rocks under 
high temperature and high pressure．*Masanori Kido・Jun 
Muto・Sanae Koizumi・Hiroyuki Nagahama
R13-P-12
熱水式回転摩擦試験機のための圧力容器の耐圧性能．*清水以
知子・竹内昭洋・中谷正生

R16．古生物
R16-P-1（エントリー）
内在性単体イシサンゴの軟底質への適応戦略．*千徳明日香・
徳田悠希・江㟢洋一・Gregory E. Webb
R16-P-2（エントリー）
鹿児島県新島の微化石群集に基づく鹿児島湾奥の古環境復元．
*前浜悠太・鹿野和彦・大木公彦・入月俊明
R16-P-3（エントリー）
島根県出雲市稗原・雲南市高窪の中新統の層序と魚類化石の予
察的研究．*有田直矢・宮田真也・入月俊明・高尾　彬・渡邊
正巳
R16-P-4（エントリー）
日本の鮮新世−更新世サイ科化石記録およびその産出層の再検
討．*半田直人
R16-P-5（エントリー）
京都府中新統綴喜層群の層序関係と珪藻化石．*加藤啓介・入
月俊明・柳沢幸夫・星　博幸
R16-P-6
南中国雲南省小濫田セクションにおける最下部カンブリア系岩
相層序−小濫田セクションと洪家沖セクションの比較．*河野
聖那・磯崎行雄・佐藤友彦・張　興亮・劉　偉

 
R17．ジュラ系 +

R17-P-1（エントリー）
地質学用語の中国語表記：その分類と傾向．*伊藤　剛
R17-P-2（エントリー）
放散虫殻の3次元微細構造観察．*石田直人・岸本直子
R17-P-3（エントリー）
ニュージーランド北島，モツタプ島に分布する中部三畳系層状
チャートの生物源シリカ相の変遷．*鬼丸舜平・相田吉昭・中
澤克昴・山北　聡・竹村厚司・堀　利栄・高橋　聡・Bernhard 
Spörli・Hamish Campbell
R17-P-4（エントリー）
岐阜県高山市荘川町に分布する手取層群の安定炭素同位体層序
による年代推定とジュラ−白亜系境界（J/K境界）．*上村真優
子・保柳康一

 
R22．第四紀地質

（注）口頭発表の日程と異なります
R22-P-1
Geomorphological Evolution of Hashirikotan barrier spit due 
to Seismotectonics along the Southern Kuril Subduction Zone, 
eastern Hokkaido．*重野聖之・七山　太・渡辺和明・長谷川
健・内田康人・秋葉文雄・池田保夫・石渡一人
R22-P-2
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断層のダメージゾーン亀裂の破壊モードが岩盤の巨視的な透水
性に与える影響．*石井英一
R24-P-7
敦賀半島北西部における花崗岩の割れ目の特徴．*照沢秀司・
島田耕史
R24-P-8
活動性評価対象破砕帯の代表性と効率的な調査のための着眼
点：長さ分布と重複変形による検討．*島田耕史・照沢秀司

音波探査による備讃瀬戸海域沖積層の再検討．*大平　亮
R22-P-3
濃尾平野臨海部鍋田における沖積層中・上部のテフラ分析． 
*牧野内猛・檀原　徹・堀　和明・野々垣徹
R22-P-4★
千葉県北西部の沖積層基底面図．*潮崎翔一・風岡　修
R22-P-5
霞ケ浦堆積史における近世以降の堆積速度パラドックス．*井
内美郎・天野敦子・木下愛海・宮村笑子
R22-P-6（エントリー）
珪藻化石群集に基づく約4.0〜1.0万年前の琵琶湖湖水位変動の
予察的な復元．*鈴木勇志・井内美郎・大塚圭祐・川上　薫
R22-P-7（エントリー）
大阪河内平野西部（桜宮東コア）の貝形虫分析による水域環境
変遷．*梅田隆之介・三田村宗樹・入月俊明・瀬戸浩二
R22-P-8（エントリー）
大峰帯中部地域の第四系層序と大規模火砕流堆積物の再堆積性
砕屑物．*日色知也・原山　智
R22-P-9
相模平野南部における埋没段丘面の高度分布．*佐藤善輝・水
野清秀・久保純子・細矢卓志・森田祥子・加賀匠
R22-P-10
下部・中部更新統境界に挟在するOn-Bykテフラの房総半島に
おける層相変化と堆積過程．*里口保文・竹下欣宏・中里裕
臣・風岡　修

 
R24．原子力と地質科学

R24-P-1
化学的浸透実験による泥質岩の水理物性値の応力・塩分濃度へ
の依存性の評価．*竹田幹郎・間中光雄
R24-P-2（エントリー）
スラブ起源流体上昇域における長期的地質環境の変遷（1）−
兵庫県有馬−高槻断層帯沿いの熱水変質作用について−．*清
水　徹・間中光雄・塚本　斉・風早康平
R24-P-3
スラブ起源流体上昇域における長期的地質環境の変遷（2）−
兵庫県有馬−高槻断層帯沿いの水理環境について−．*間中光
雄・清水　徹・塚本　斉・風早康平
R24-P-4
地質環境長期安定性評価確証技術開発−地質環境長期変動モデ
ル」の概要−．*石丸恒存・安江健一・尾上博則・松岡稔幸・
小松哲也・岩月輝希・竹内竜史・加藤智子・笹尾英嗣
R24-P-5（エントリー）
NUMOセーフティケースにおける将来の隆起・侵食の処分施設
への影響の評価．*山田彩織・太田久仁雄・藤㟢　淳・石田圭
輔
R24-P-6
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R4-P-4
東南極セール・ロンダーネ山地、小指尾根地域のイットリウム
に富むジルコノライト．*志村俊昭・石川真帆・梅田侑子・伊
藤広祥・大和田正明・亀井淳志・束田和弘・柚原雅樹
R4-P-5
東南極セール・ロンダーネ山地、小指尾根地域の苦鉄質変成
岩類の変成組織．*梅田侑子・志村俊昭・大和田正明・柚原雅
樹・亀井淳志・束田和弘
R4-P-6（エントリー）
西ゴンドワナ・ザンベジ帯にみられる新始生代および新原生代
火山弧火成作用とカンブリア紀変成作用．*栗原佑典・角替敏
昭・堤　之恭・高村悠介
R4-P-7
高温高圧力下における珪線石へのFe固溶度の予察実験．*川嵜
智佑
R4-P-8
山口県東部，領家帯蒲野花崗閃緑岩のマグマ過程と低圧高温型
変成作用．*大和田正明・池田雄輝・西塚　大・亀井淳志
R4-P-9
山口県周南市南部に産する変成岩類の変形・変成作用．*芥川
祐樹・大和田正明
R4-P-10
愛知県本宮山地域における領家変成岩中の十字石の産状．*四
坂駿弥・内藤誉人・杉浦康彦・稲石　匠・田口知樹・三宅　明
R4-P-11（エントリー）★
低温超高圧エクロジャイト中のH2O含有量．*藤瀬武尊・中村
大輔・平島崇男
R4-P-12（エントリー）
5万分の1地質図幅「池田」地域の三波川変成岩類（続報）． 
*長田充弘・宮崎一博・岩野英樹・檀原　徹・大林秀行・平田
岳史・八木公史・山本鋼志・高地吉一・大藤　茂
R4-P-13
四国中央部・本山地域の三波川帯白滝ユニットの岩相変化と砕
屑性ジルコン年代．*遠藤俊祐・宮崎一博・檀原　徹・岩野英
樹・平田岳史
R4-P-14（エントリー）
ラマン炭質物温度計を用いた三波川沈み込み帯の温度構造決
定：四国中央部白髪山地域の例．*貞本和志・ウォリス サイモ
ン・纐纈佑衣・森　宏・永冶方敬・石井和彦
R4-P-15（エントリー）
アンチゴライト蛇紋岩の形成：関東山地の釜伏山岩体の例． 
*横田麻莉・ウォリス サイモン・纐纈佑衣・高木菜都子
R4-P-16
木呂子緑色岩メランジュはみかぶユニットではない．*小野　
晃
R4-P-17（エントリー）
東シナ海造構要素としての長崎変成岩類．*眞島英壽

紀伊半島東部の中央構造線の最近の調査成果．*重松紀生・藤
本光一郎・亀高正男・奥平敬元・森　宏・ウォリス サイモン
T8-P-3（エントリー）
布田川断層帯の過去の運動像と周辺域の古応力解析．*戸澤茉
莉花・大橋聖和
T8-P-4（エントリー）
四国西部における唐崎マイロナイト及びその相当岩体の広がり
と岩石学的特徴，構造．*川口健太・早坂康隆

 
R3．噴火・火山発達史と噴出物

R3-P-1
南西北海道，尻別岳火山の地質と岩石（第一報）．*上澤真
平・中川光弘
R3-P-2
長野県北東部，烏帽子岳成層火山体における活動史の再検討−
岩清水礫層の火山地質に基づいて−．*竹下欣宏・手島秀一・
土屋美佳・齋藤武士・高橋康
R3-P-3（エントリー）
槍・穂高カルデラ形成プロセスにおけるカルデラ壁の崩壊． 
*丑舘沙綾・原山　智
R3-P-4（エントリー）
伊豆大島南東部,イマサキ-波浮港周辺におけるマグマ水蒸気爆
発起源堆積物の堆積構造と岩石学的特徴．*四宮裕太・坂本　
泉・矢野友紀子・仲座拓海・村地良洋
R3-P-5
三宅島南東部沖で観察された海底溶岩流の形態特徴．*藤巻三
樹雄・坂本　泉・石塚　治
R3-P-6（エントリー）
アパタイトの微量元素組成を用いた山陽帯白亜紀イグニンブラ
イトの広域対比．*藤原弘士

 
R4．変成岩とテクトニクス

R4-P-1
東南極プリンス・オラフ海岸，あけぼの岩の変形変成作用． 
*馬場壮太郎・外田智千・亀井淳志・北野一平・本吉洋一
R4-P-2（エントリー）
東南極リュツォ・ホルム岩体の天文台岩に産出する変成岩類の
岩石学的および年代学的研究．*高村悠介・角替敏昭・堤　之
恭
R4-P-3
東南極ドロンイングモードランド東部からエンダビーランド
に分布する太古代-原生代の高温変成岩類：2016-2017調査報
告．*外田智千・馬場壮太郎・亀井淳志・北野一平・Prayath 
Nantasin・Nugroho Setiawan・Davaa-ochir Dashbaatar ・本吉
洋一

T2 最近の鬼界カルデラ研究の成果と 
今後の課題

T2-P-1
鹿児島県薩摩硫黄島長浜湾の海水の色変化と気象の関係．*酒
本直弥・清川昌一

 
T5．三次元地質モデル研究の新展開

T5-P-1（エントリー）
帯水層における三次元地質モデル構築：CO2地中貯留サイトで
の解析例．*伊藤拓馬・中島崇裕・薛　自求
T5-P-2（エントリー）
3D geological models and a dense microseismic deployment 
help to explain building damage in Portoviejo, Ecuador, during 
the Mw 7.8 Jama-Pedernales (Muisne) earthquake．*Virginia 
Toy・Zak Hynd・José Manuel Marrero ・Pablo Palacios ・
Matthieu Perrault・Patricio Ramón・Hugo Yepes

 
T7．スロー地震の地質学

T7-P-1（エントリー）
摩擦特性とスロー地震伝播速度の定量的な関係．*有吉慶介・
松澤　暢・バーグマン ローランド・長谷川昭・日野亮太・堀
　高峰
T7-P-2（エントリー）
南海トラフ沈み込み帯地震発生域上限付近の温度圧力条件にお
ける泥質堆積物の摩擦特性．*阿部浩典・金川久一・澤井みち
代
T7-P-3
沈み込み帯メランジュにおける流体移動メカニズムと深部ス
ロー地震の関連（予察）．*森　康・重野未来・西山忠男
T7-P-4
浅部ウェッジマントルにおけるアンチゴライトCPO形成メカニ
ズム〜四国中央部三波川変成帯 別子・白髪山地域の例〜．*永
冶方敬・ウォリス サイモン・岡本　敦・上原誠一郎・道林克
禎・西井　彩
T7-P-5
東道後・道後温泉水におけるpH値の長期変動と周期解析．*堀
　利栄・日野愛奈・山本明彦

 
T8．中央構造線と中央構造線活断層系

T8-P-1（エントリー）
紀伊半島東部、中央構造線沿いにおける脆性−延性遷移領域周
辺の変形支配過程．*香取拓馬・重松紀生・福本峻吾・亀田　
純・小林健太・豊島剛志
T8-P-2
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空隙充填様式からみた南紀四万十帯砂岩の埋没履歴．*原田隆
弘・宮田雄一郎

R14．沈み込み帯・陸上付加体
R14-P-1（エントリー）
IODP Site C0002にて採取されたカッティングス中の炭質物の
ラマン分光分析とビトリナイト反射率の比較．*福地里菜・山
口飛鳥・纐纈佑依・山本由弦・芦寿一郎
R14-P-2（エントリー）
炭質物のラマンスペクトルを用いた断層における摩擦熱の検
出．*伊東慶祐・氏家恒太郎・鍵　裕之
R14-P-3
安芸構造線、興津メランジュ断層における断層帯内炭質物のラ
マン分光分析．*北村有迅・川端訓代・ランブル ユグ
R14-P-4
付加体における断層の摩擦発熱指標としての粘土鉱物の熱分解
反応．*増本広和・亀田純・永井隆哉・有馬　寛・杉山和正・
山本由弦
R14-P-5
前弧海盆の低透水性堆積岩の圧力履歴について−フローポンプ
透水試験法による実験的研究−．*中澤文華・佐藤　稔・竹村
貴人
R14-P-6（エントリー）
Vein structureの成因に関する実験的研究−繰り返しせん断試
験からのアプローチ−．*吉原　遥・竹村貴人
R14-P-7
モンモリロナイトガウジの熱水摩擦特性：デコルマ帯における
地震活動との関係．水谷知世・*平内健一・林　為人・澤井み
ち代
R14-P-8
日本海溝に沈み込む構造の不均質−堆積層厚さとプチスポット
−．*中村恭之・藤江　剛・山口飛鳥・小平秀一・三浦誠一
R14-P-9
静岡県中部の瀬戸川帯中の緑色岩類およびピクライト玄武岩の
岩石学的検証．*佐藤　光・高橋俊郎
R14-P-10
興津断層沿いのCO2流体の安定的流路と断層不均質性．*坂口有
人
R14-P-11（エントリー）
地質学的アスペリティの定義．*市来政仁・坂口有人
R14-P-12
南海トラフ付加体における堆積物のクリティカルステートと古
応力サイズの制約．*橋本善孝・ミヒャエル スティップ・ジョ
ン ルイス・フランク ウトケ
R14-P-13
画像解析によるブロックの幾何学的特徴を用いたメランジュの
成因判別．田渕　優・*藤内智士・大塚宏徳
R14-P-14（エントリー）

地形との比較—．*森　勇・藤田和典・横川美和
R11-P-4（エントリー）
堆積物供給下でウェーブリップルは形状を維持できるか：造波
水路実験による予察的検討．*滝　俊文・山口直文・関口智寛
R11-P-5
津波実験堆積物の形状と内部構造の解析例．*岡崎浩子・吉井
　匠・宮田雄一郎
R11-P-6（エントリー）
岩手県広田湾における珪藻群集と表層堆積物の季節変化．*堤
　康祐・坂本泉・横山由香
R11-P-7
埋立層と沖積層における堆積学的特徴の違い−千葉県東京湾岸
地域の例．*小松原純子・宮地良典・中澤　努・中島　礼・風
岡　修・吉田　剛
R11-P-8
三重県津市周辺の海岸低地におけるコア掘削調査．*松本　弾
R11-P-9
仙台湾沿岸海域における砕屑粒子の供給・堆積・移動過程． 
*山田　努・平野信一・杉原真司
R11-P-10（エントリー）
房総半島東方沖陸棚海域における表層堆積物の分布様式．*西
田尚央・味岡　拓・池原　研
R11-P-11（エントリー）
熊野沖および日向灘に分布する地震性堆積物の認定とその発生
履歴．*奥津なつみ・芦　寿一郎・山口飛鳥・大村亜希子・菅
沼悠介・金松敏也・池原　研・村山雅史
R11-P-12（講演取消）
R11-P-13（エントリー）
カンタベリー堆積盆地における陸棚縁の前進と更新世海水準変
動との関連．*角張友律・村越直美・保柳康一
R11-P-14（エントリー）
地すべりのバイパスによる影響を受けた重力流堆積物．*小林
未季・酒井哲弥
R11-P-15
三浦半島新第三系三崎層の火山砕屑性インジェクタイトの形成
過程．*大木耀成・柴田健一郎・伊藤　慎
R11-P-16（エントリー）
Geology of the Miocene Ushikiri Formation, northern part of 
Izumo City, western Shimane Peninsula and upward changes 
in characteristics of turbidites．*David William Ndossy・
Tetsuya Sakai 
R11-P-17
タービダイト層の未発達なカレントリップルから読み取る混濁
流の減衰速度．*西島拓海・宮田雄一郎
R11-P-18（エントリー）
湖斜面〜湖心域におけるイベント堆積物の層相・挟在頻度の変
化−古蒜山原湖の例−．*佐々木華・石原与四郎
R11-P-19（エントリー）

 
R7．グリーンタフ

R7-P-1（エントリー）
富山県に分布する中新統岩稲層の岩相と層序．*山田来樹・山
田尚弘・高橋俊郎
R7-P-2（エントリー）
角館地域の中期中新世岩脈と小断層が示す古応力．*羽地俊
樹・細井　淳

 
R8．海洋地質

R8-P-1（エントリー）
Estimates of Intermediate Water Temperature Based on 
Radiolarian species．*Kenji Marc Raymond Matsuzaki・
Takuya Itaki 
R8-P-2（エントリー）
微小マンガン団塊の内部構造と形成環境を探る．*眞中卓也・
臼井　朗・浦本豪一郎
R8-P-3
μフォーカスX線CTをもちいたマンガン酸化物の微細構造観察
と海底資源研究への応用．*村山雅史・矢生晋介・松崎琢也・
中山　健・臼井　朗・高橋浩規・伊藤　孝
R8-P-4（エントリー）
10年冷蔵保管した八戸下北沖海底掘削試料の続成作用．*多田
井修・谷川　亘・野口拓郎
R8-P-5（エントリー）
日本海溝に沈み込む堆積物を構成する粒子組成．*倉野紘彰・
山口飛鳥・福地里菜・池原　研・金松敏也・芦寿一郎
R8-P-6（エントリー）
浅部プレート境界断層への半地溝構造の沈み込みの影響．*高
下裕章・山田泰広・大出晃弘・山口飛鳥・芦寿一郎
R8-P-7（エントリー）
東部南海トラフにおける大規模海底地すべりの高解像地下構
造．*藤田耕太郎・芦寿一郎・大出晃弘・高下裕章・山口飛
鳥・大塚宏徳・辻　健

 
R11．堆積過程・堆積環境・堆積地質

R11-P-1★
フルートマーク発達過程の定量化．*石原与四郎・弓　真由子
R11-P-2（エントリー）
サージの長さが混濁流起源のサイクリックステップに与える
影響．*藤田和典・森　勇・横川美和・Roberto Fernandez 
Arrieta・Matt Czapiga・John Berens・Jeffrey Kwang・内藤
健介・Gary Parker・泉　典洋・成瀬　元
R11-P-3（エントリー）
セディメントウェーブの形態と斜面勾配との関係—実験と海底
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包健良・相田満久・市橋弥生

 
OR．アウトリーチセッション

OR-P-1
ヒマラヤの地学散歩西から東．*吉田　勝
OR-P-2
学生・市民のヒマラヤ地学見学ツアー：テチスヒマラヤからガ
ンジス平原へ．*酒井哲弥・吉田　勝・在田一則・ウプレティ 
ビシャール
OR-P-3
放散虫をもちいた地質多様性の評価指標，放散虫年代多様度指
標（RADIX）の地質図幅への適用．*松岡　篤・伊藤　剛

愛大ミュージアム（地質情報展会場内）
［一般公開］

コアタイム　13:00 〜 14:00，16:00 〜 17:00
（※前半がポスター賞審査対象）

（注）優秀ポスター賞の審査対象（エントリー講演）も含まれ
ます．

 
T1．文化地質学

T1-P-1
四国地方における近・現代石碑用石材の使用状況．*高橋直
樹・赤司卓也
T1-P-2
福知山城の石垣の石材．藤原紀幸・*小瀧篤夫・崎山正人
T1-P-3
茨城県石岡市（旧石岡市と旧八郷町）での石材利用の歴史． 
*長　秋雄
T1-P-4
UAVを用いた岩石園の等高線図・岩石分布マップの作成−山
形大学附属中学校の例．*大友幸子・八木浩司・土井正路

 
R6．ジオパーク

R6-P-1（エントリー）
ジオパーク地図の地形表現法の検討—茨城県北ジオパークの事
例から—．*小荒井衛・今泉利架・天野一男・松原典孝・河本
大地・新名阿津子
R6-P-2
茨城大学学生による茨城県北・筑波山地域両ジオパークにおけ
る地域振興．*山本啓介・今泉利架・杉野伊吹・遠藤史隆・大
友眞太郎・小関敏史・柴田翔平・菅原慎吾・渡部将太・城戸口
和希・鈴木大河・小荒井衛
R6-P-3
民間団体が連携して推進するジオパーク教育：立山黒部ジオ
パークの事例．*山岡勇太・藤田将人・丹保俊哉・杉谷和嗣・
増渕佳子・竹内　章・相馬恒雄
R6-P-4
四国西予ジオパークにおける教育活動．*中村千怜・和氣岩
男・土居文人・山下元紀・加藤雄也・浅野信也
R6-P-5（エントリー）
高等学校における4単位「地学」の開設状況とジオパーク学習
における「地学」開設校との連携の可能性．*高木秀雄
R6-P-6
佐渡ジオパークにおける「地質・地形サイト」の再選定．*貞

四万十帯白亜系花園付加コンプレックスの変形構造解析．*水
戸創也・常盤哲也・志村侑亮

 
R18．情報地質とその利活用

R18-P-1
日本シームレス地質図2D/3D統合版の開発．*西岡芳晴・北尾
　馨・長津樹理
R18-P-2
地層境界面のスプライン補間のためのデータ分布に基づく節点
配置の検討．*野々垣進・升本眞二・根本達也

 
R21．地学教育・地学史

R21-P-1（エントリー）
マグマの結晶化プロセスを理解するキッチン地球科学実：ゼロ
カロリー甘味料の結晶化.
*古川邦之・伊藤季紗・小谷沙織
R21-P-2（エントリー）
「図解する力」高校生での試み：サイエンティフィック・イラ
ストレーションの役割．*笹岡美穂・和田　理・菅沼悠介
R21-P-3
博学連携によるボーリング標本を用いた中学校を対象とする授
業実践．*石井陽子・宮本　渉
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■ 9 月 18 日（月・祝） 　コアタイム 13：00 〜 14：20　大学会館 3 階ポスター会場

 
R1．深成岩・火山岩とマグマプロセス

R1-P-1
長崎県五島列島・小値賀島火山群の玄武岩質噴出物の地球化学
的研究．*栗谷　豪・中川光弘
R1-P-2
北部フォッサマグナ西縁部，中期中新世火山岩類の地質学的・
岩石学的研究．市川直樹・内藤翔平・渡邉　駿・*高橋俊郎
R1-P-3（エントリー）
富山県東部立山・上市地域に分布する中新世火山岩類の地質学
的・岩石学的研究．*渡邉　駿・高橋俊郎
R1-P-4（エントリー）
三浦層群三崎層火山噴出物中の異質礫の全岩組成及び鉱物組
成．*鈴木陽一・平野直人
R1-P-5
ジルコン粒子の形態および微量元素組成に基づく早期晶出ジル
コン識別方法：西南日本石鎚カルデラの番匠谷流紋岩を例に．
*竹原真美・堀江憲路・谷　健一郎・吉田武義・外田智千・清
川昌一
R1-P-6（エントリー）
熊野酸性火成岩類と大峯花崗岩類に含まれるジルコン結晶形態
について．*内藤美桜・能美洋介
R1-P-7
香川県小豆島における深成混合岩体のジルコン結晶形．*能美
洋介・久木一磨
R1-P-8（エントリー）
山口県須々万地域に産する深成岩類の地質と岩石学的特徴． 
*児玉省吾・大和田正明・山下修平
R1-P-9（エントリー）
北部九州，白亜紀牛斬山花崗閃緑岩のマグマ過程．*江島圭
祐・大和田正明・今岡照喜・亀井淳志
R1-P-10（エントリー）
福岡県北東部，平尾花崗閃緑岩の岩石記載とマグマ定置過程．
*村岡やよい・大和田正明
R1-P-11
オマーンオフィオライトの中部Sarami・Wuqbahブロックと
南部Wadi Tayinブロックの基底部かんらん岩の岩石学・地球
化学的特徴．*芳川雅子・錦蛇真理・田村明弘・柴田知之・
Mohamed Zaki Khedr・荒井章司
R1-P-12（エントリー）
貫入岩を用いた初生マグマ組成の推定法：早池峰−宮守オフィ
オライトを例として．*木村皐史・小澤一仁・飯塚　毅
R1-P-13
東南極Lützow-Holm Complex, Skallevikshalsenに産する
minette岩脈の岩石組成とRb-Sr年代．*宮本知治・島田和彦・
山下勝行・岡野修・角替敏昭・Daniel J. Dunkley・加藤睦実
R1-P-14（エントリー）

岩石・鉱物学的手法を用いた後背地解析指標の検討．*植木忠
正・清水麻由子・佐野直美・丹羽正和

 
R2．岩石・鉱物・鉱床学一般

R2-P-1
和歌山県田辺市元島周辺の中新統田辺層群朝来層に産するドー
ソン石．*石橋　隆・和田唯希・下林典正
R2-P-2（エントリー）
長野県伊那市鹿嶺高原の御荷鉾帯に産するハイドロアンドラダ
イトの産状と成因．*田谷野智世・坂巻邦彦・小笠原義秀・高
木秀雄
R2-P-3
岩石-流体反応帯の化学ポテンシャルプロファイルと多成分多
相系の反応拡散モデル：東南極セールロンダーネ山地，花崗岩
質ダイク-かんらん岩反応帯の例．*宇野正起

 
R5．地域地質・地域層序・年代層序

R5-P-1
20万分の1日本シームレス地質図V2版の公開−経緯と概要−． 
*斎藤　眞・西岡芳晴・水野清秀・宮崎一博・石塚吉浩・工藤
　崇・坂野靖行・宝田晋治・内野隆之
R5-P-2
20万分の1日本シームレス地質図V2版の公開−凡例構造−． 
*西岡芳晴・斎藤　眞・水野清秀・宮崎一博・石塚吉浩・工藤
　崇・坂野靖行・宝田晋治・内野隆之
R5-P-3
5万分の１地質図幅「網走」の概要．*川上源太郎・廣瀬　亘・
林　圭一・渡辺真人・長谷川健
R5-P-4（エントリー）
南部北上帯ペルム系のジルコンU-Pb 年代による後背地解析−
古生代の火成活動に注目して−．*李 雨嘯・竹内 誠・山本鋼志
R5-P-5
割山隆起帯中央部の地質と花崗岩類の変形．*大友幸子・淀野
将太・齋藤　彩
R5-P-6
朝日帯再考：朝日山地深成岩類のジルコンU-Pb年代と地球化学
的特徴．*加々島慎一・矢部成美・三浦大和・吉田哲平・植田
勇人
R5-P-7（エントリー）
秩父市大滝地区茂萩山周辺の南部秩父帯中の石灰岩体の分布お
よび周囲の岩相との関係．*武藤　俊
R5-P-8（エントリー）
関東山地のジュラ紀付加体におけるチャート砂岩の堆積過程．
*冨永紘平・久田健一郎
R5-P-9

関東山地東部，飯能市北川地域の秩父累帯．*加藤　潔
R5-P-10
関東山地東部における御荷鉾帯と秩父帯北帯の関係．*川島庸
亮・高木秀雄
R5-P-11（エントリー）
房総半島に分布する下部更新統千倉層群上部および上総層群下
部における古地磁気変動対比．*小西拓海・岡田　誠・丸岡　
亨・宇都宮正志
R5-P-12（エントリー）
安房層群天津層上部の古地磁気学的研究に基づく房総半島の新
第三紀テクトニクス．*霜多由夏・岡田　誠
R5-P-13（エントリー）
箱根町宮城野の断層露頭の記載的研究．*松本優吾・藤本光一
郎・萬年一剛
R5-P-14（エントリー）
ジルコンU-Pb年代に基づく新潟県西部に分布する白亜系の火山
活動を伴う堆積盆の発達．*岡村知浩・竹内　誠・山本鋼志
R5-P-15（エントリー）
糸魚川-静岡構造線最北部の胴切断層と連動した隆起．*長森英
明・古川竜太・竹内　誠
R5-P-16（エントリー）
槍・穂高連峰の東方傾動隆起：地表踏査と微動アレー探査によ
る断層運動の解析．*本合弘樹・井上　篤・原山　智
R5-P-17（エントリー）
伊豆-小笠原弧衝突により形成された地質構造−赤石山地西部
に分布するジュラ紀付加体の例−*杉本大志・常盤哲也
R5-P-18（エントリー）
飛騨外縁帯本郷地域における下部ジュラ系の岩相層序と砕屑性
ジルコンU-Pb年代による堆積年代．*鈴木敬介・栗原敏之
R5-P-19（エントリー）
西南日本東部，天狗棚地域の北設亜層群の古地磁気方位．*松
尾卓郎・星　博幸
R5-P-20（エントリー）
砕屑性ジルコンU-Pb年代分布に基づく紀伊半島東部四万十変成
帯のユニット区分および四万十帯との対比．*賈　邃・竹内　
誠・山本鋼志
R5-P-21
京都府北部の下見谷層と兵庫県但東地域の下見谷層相当層との
層序学的比較．*菅森義晃
R5-P-22（エントリー）
京都府綾部地域における超丹波帯の地質と砕屑性ジルコンU-Pb
年代からみた後背地の変遷．*坂田純浩・竹内　誠・山本鋼志
R5-P-23（エントリー）
砕屑性ジルコンU-Pb年代を用いた紀伊半島中央部に分布する
四万十帯白亜系東川層および高原川層の地質構造と対比．*太
田明里・竹内　誠・山本鋼志
R5-P-24（エントリー）
紀伊半島中央部に分布するジュラ紀秩父付加体と白亜紀四万十
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則・酒井哲弥・ウプレティ ビシャル・ナース・パウデル ムク
ンダ

 
R10．炭酸塩岩の起源と地球環境

R10-P-1（エントリー）★
前期／後期石炭紀境界付近の秋吉石灰岩層群で見られる層孔虫
様生物と礁構造の多様性．*増井　充・江㟢洋一・長井孝一・
杦山哲男・足立奈津子
R10-P-2（エントリー）
ボリビア国のウユニ塩湖周辺に分布する湖トゥファの年代と
構成．*花本夏輝・ウォリス サイモン・鷺谷　威・南　雅代・
Chuan-Chou Shen・Chun-Yuan Huang

 
R15．テクトニクス

R15-P-1
2016年熊本地震時に出現した2系統の地表地震断層群の活動
履歴：益城町寺迫および下陳におけるトレンチ調査結果（序
報）．*上田圭一・宮脇理一郎・家村克敏・横山俊高・宮脇明
子
R15-P-2
熊本県日奈久断層帯の古地震履歴−宇城市小川町南部田トレ
ンチ調査結果−．*宮下由香里・東郷徹宏・吾妻　崇・白濱吉
起・亀高正男・酒井　亨・鈴木悠爾・杉田匠平・松浦一樹
R15-P-3（エントリー）
宗像市に分布する地質断層のテクトニックインバージョン． 
*山田晃裕・相山光太郎・後藤憲央
R15-P-4（エントリー）★
長野県伊那地域の中央構造線における活断層の認定．*杉山幸
太郎・高木秀雄・田村糸子・水野清秀・北澤夏樹・河本和朗
R15-P-5
鈴鹿山脈東麓に分布する一志断層の断層露頭．鈴木悠爾・*杉
田匠平・亀高正男・岡崎和彦・溝口一生・飯田高弘
R15-P-6（エントリー）
能登半島，宝達山西部地域に分布する破砕帯の産状と運動像の
変遷．*高橋啓太・小林健太
R15-P-7（エントリー）
X線CT画像を用いた断層の運動方向の認定方法．*岩森暁如・
高木秀雄・島田耕史・朝日信孝・杉森辰次・佐々木俊法・相山
光太郎
R15-P-8
阿寺断層，中津川市横川谷沿い花崗岩体石英のOSL/TL特性． 
*鴈澤好博・菊池龍太
R15-P-9
伊那地域高遠花崗岩中のヒールドマイクロクラックを用いた古
応力．*小藤徹也・金井拓人・高木秀雄

付加体の低角度断層境界について．*志村侑亮・常盤哲也
R5-P-25（エントリー）
砕屑性ジルコンU-Pb年代からみた和歌山県湯浅地域の下部白亜
系の層序と後背地の変遷．*守法亮佑・竹内　誠・山本鋼志
R5-P-26
紀伊半島の四万十帯，花園層と美山層の放散虫化石による比
較．*山本俊哉
R5-P-27
山口県東部“ペルム紀付加-変成コンプレックス”．*田中菜
月・脇田浩二
R5-P-28
5万分の1地質図幅「久賀」地域（山口県）の瀬戸内火山岩類．
*佐藤大介
R5-P-29
愛媛県松山東部地域における和泉層群の不整合付近の岩相とそ
の堆積環境．*野田　篤
R5-P-30
四国西部長浜地域の三波川帯中に分布するマイロナイト質変斑
れい岩体の変成作用．*木村一成・長田朋大・露口耕治・牛見
龍也・榊原正幸
R5-P-31（エントリー）
四国西部長浜地域の三波川帯に分布するマイロナイト質変斑れ
い岩体の地質および岩石化学的検討．*長田朋大・木村一成・
牛見龍也・露口耕治・榊原正幸
R5-P-32
愛媛県上浮穴郡久万高原町の三波川変成岩類中にみられる変斑
れい岩体．*仲田光輝・楠橋　直・奈良正和
R5-P-33（エントリー）
四国中央部三波川帯に貫入する大川村岩脈群．田中宏明・*丸
橋　暁・木下博久
R5-P-34
南九州を噴出源とする鮮新世後期の広域テフラの検討−特に川
内火砕流と土生滝Ⅰ-MT2テフラの対比−．*水野清秀･田村糸
子･宇都宮正志
R5-P-35
ロシア・ハバロフスク地方，ジュラブレフカコンプレックスの
砕屑性ジルコン年代分布．*大藤　茂・奥田朱音・大田敬豊・
三宅裕子・長田充弘・高地吉一・青山正嗣・山本鋼志・ズャー
ブレフ セルゲイ・クディモフ アレキサンダー・ディデンコ ア
レクセイ
R5-P-36（エントリー）
極東ロシア，ハバロフスクコンプレックスの砕屑性ジルコン年
代分布．*三宅裕子・森田祥子・長田充弘・高地吉一・大藤　
茂・青山正嗣・折橋裕二・山本鋼志・Zyabrev S・Kudymov 
A・Didenko A
R5-P-37
学生のヒマラヤ野外実習プログラム6年間．*吉田　勝・在田一

■ 9 月 18 日（月・祝） 　コアタイム 13：00 〜 14：20　大学会館 3 階ポスター会場

R15-P-10（エントリー）
熊野層群中の鉱物脈に記録された古応力：岩脈法と方解石双晶
応力解析．*山中克正・山路　敦
R15-P-11（エントリー）
方解石双晶による応力歪み統合解析の天然データへの適用と小
断層解析との比較．*若森　奎・山中克正・山路　敦
R15-P-12（エントリー）
室戸岬の変形した中期中新世貫入岩の古方位と当時の応力状態
の復元の試み．*羽地俊樹・佐藤活志
R15-P-13（エントリー）★
地震の発震機構解による応力逆解析と摩擦係数決定および節面
選択．*佐藤活志・宮川歩夢
R15-P-14
日本海地震・津波調査プロジェクト2016年倉吉-倉吉沖海陸
統合地殻構造探査．*佐藤比呂志・石山達也・加藤直子・
Claringbould Johan・戸田　茂・川崎慎司・阿部　進・藤原　
明・田中康久
R15-P-15（エントリー）
上越沖-北部フォッサマグナ地域における後期新生界の褶曲-断
層帯の構造と形成史．*池口直毅・佐藤比呂志
R15-P-16
地殻構成岩石と活断層のすべり下限及び余震分布の関係：鳥取
県西部地震，能登半島地震，新潟中越沖地震の例．*石川正弘
R15-P-17
飛騨山脈の隆起とそのメカニズムについての試論．*竹内　
章・飯田　肇

 
R19．環境地質

R19-P-1
千葉県北西部に広域に連続する難透水層（YK-C1,YK-C2）の分
布．*吉田　剛・風岡修・坂田健太郎
R19-P-2
九十九里平野中部における上ガスの分布と地質環境．*風岡　
修・香川　淳・吉田　剛・加藤晶子・八武崎寿史・荻津達・潮
㟢翔一・古野邦雄・楠田　隆・酒井　豊・山本真理
R19-P-3
大阪平野における帯水層蓄熱（ATES）に関わる帯水層評価． 
*三田村宗樹
R19-P-4
レーザー誘起分解分光分析（LIBS）による砂中の磁性粒子の
法地質学的利用の検討．*杉田律子・組坂健人

 
R20．応用地質学一般およびノンテクトニック構造

R20-P-1
2014年長野県北西部地震のアンケート震度分布−その特徴と震
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日本地質学会第124年学術大会（2017愛媛大会）講演プログラム（ポスター）

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

度分布図の活用−．*津金達郎・古本吉倫・小坂共栄・信州大
学震動調査グループ
R20-P-2（エントリー）
ボーリングコアのX線CT画像を用いた斜面内部構造の検討． 
*田中姿郎・小早川博亮・末永　弘

 
R23 地球史

R23-P-1（エントリー）
硫黄同位体比から探る32億年前のDXCL掘削コア中の微小球殻
状黄鉄鉱形成過程．*三木　翼・清川昌一・高畑直人・石田章
純・伊藤　孝・池原　実・山口耕生・佐野有司
R23-P-2（エントリー）
砕屑性衝撃変成ジルコンの組織学的検討．*山本伸次
R23-P-3（エントリー）
ガーナ・ビリミアン帯ケープスリーポイントにおける陸上掘削
について：GHBコアの詳細な岩相と層序．*坂井志緒乃・清川
昌一・伊藤　孝・池原　実・山口耕生・尾上哲治・吉丸　慧・
三木　翼・George M. Tetteh・Frank K. Nyame
R23-P-4
エジプト東砂漠地帯El Dabbah地域に分布する新原生代鉄鉱層
の層序と化学的特徴．*鈴木大志・清川昌一・池原　実・佐野
貴司・マヘル ダウッド・モハメッド アブエルハッサン
R23-P-5
中国三峡地域エディアカラ紀における銅化学層序:海洋銅濃度復
元と後生動物進化の解明に向けて．*耿　野川

■ 9 月 18 日（月・祝） 　コアタイム 13：00 〜 14：20　大学会館 3 階ポスター会場
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関　連　行　事

地質情報展 2017 えひめ
「再発見　えひめの地質」

日程：9 月 16 日（土）〜 18 日（月・祝）
　　　　　16 日（土）10:00 〜 17:00
　　　　　17 日（日）10:00 〜 17:00
　　　　　18 日（月・祝）10:00 〜 16:00
会場：愛媛大学ミュージアム［入場無料］
主催：産業技術総合研究所 地質調査総合センター・一般社

団法人日本地質学会
共催：愛媛大学ミュージアム
後援：愛媛県，愛媛県教育委員会，松山市，松山市教育委員

会，全国地質調査業協会連合会，日本ジオパークネット
ワーク，NHK 松山放送局，南海放送，テレビ愛媛，愛
媛朝日テレビ，あいテレビ，愛媛 CATV，愛媛新聞，
伊予鉄道株式会社

概要：愛媛県や周辺地域の「地質」についてわかりやすく解
説する特別展です．皆さんが住んでいる愛媛の大地がど
のようにできたか，知っていますか？小学校入学前のお
子様から大人まで，様々な体験学習コーナーでの実験・
実演を通じて，楽しみながら「地質」を学んでいただけ
るイベントです．

展示内容：愛媛の地質やジオパークに関するパネル展示，各
種体験コーナー（自分だけの化石レプリカを作ろう，ペッ
トボトルで液状化，地震の起きる様子を目の前で見てみ
よう，地盤の揺れ実験，ジオラマでのぞく地質の世界，
ナゾの金塊の正体は？ —ミッション：重力計で調査せ
よ—，ハンマーで石を割ってみる，火山を噴火させてみ
よ，松山平野をつくってみよう　など）

地質学会コーナー：第 8 回惑星地球フォトコンテスト入選作
品展示

問い合せ先：
産業技術総合研究所 地質調査総合センター
地質情報展企画運営事務局
TEL：029-861-3540
e-mail：johoten2017-ML@aist.go.jp

※ 地質情報展は，平成29年度科学研究費補助金研究成果公開
促進費補助事業です．展示の内容は予定です．予告なく変
更あるいは取りやめになる場合がございます．

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」
　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，
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．

日時：2017 年 9 月 17 日（日）13:30 〜 15:30
会場： 愛媛大学南加記念ホール（松山市文京町3）
入場無料・事前申込不要

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）
　ジオパークは，地球の活動を学び，丸ごと楽しむことがで
きる「大地の公園」です．生態系も文化も人の暮らしも，よ
く考えてみると地質や地形と密接につながっています．そん
な視点で自分たちのまわりをもう一度見てみると，同じ景色
も今までとは違って，より興味深く，また愛おしく思えてく
ることがあります．今回は，四国西予ジオパークでの取り組
みや，バーチャルジオツアーを楽しんでもらうことで，硬い
だけだと思われがちな地球科学を身近に感じてもらい，地球
科学の進展がまちの元気づくりにもつながるということをご
紹介したいと思います．

「南海トラフ巨大地震への備え」
高橋治郎（元愛媛大学教育学部教授）
　1995 年の兵庫県南部地震以来，西南日本も地震の活動期
に入り各地で被害を伴う地震が頻発するようになりました．
そうした中，近未来には必ず発生する「南海地震」への備え
や対策を国や地方自治体を挙げて行ってきました．この時の
想定地震規模は，1707 年の「宝永地震」でした．ところが
2011 年に発生した東北地方太平洋沖地震は予想をはるかに
超えたマグニチュード 9.0 という巨大なもので，未曽有の災
害をもたらしました．これを受け「南海地震」の規模を見直
し，地震の想定規模をマグニチュード 9.1 とし，被害エリア
を広げるとともに津波の波高もより高く見積もられました．
こうして「南海トラフ巨大地震」像が具体化する一方，どう
やってこの地震から人命や財産を守るかが行政のみならず地
球科学を研究する我々の大きな課題となってきました．地震
や津波発生のメカニズムや地震発生の周期，マグニチュード
と震度など地震に関する情報を本講演を通して市民と共有す
るとともに防災・減災について考えていきたいと思います．

問い合わせ先：
　日本地質学会第 124 年学術大会実行委員会
　mail：2017ehime@geosociety.jp
　電話：089-927-9649
　（愛媛大学大学院理工学研究科　榊原研究室気付）

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，年会の開催に合わせて，
地学教育の普及と振興を図ることを目的に，学校等における
地学研究を紹介する「地学研究」発表会をおこなっています．
本大会でも，小・中・高等学校の地学クラブの活動，および
授業の中で児童・生徒が行った研究，学校外の研究会におい
て児童・生徒が中心に行った研究などが発表されます．愛媛
県内，また四国，さらには全国の児童・生徒の来場をお待ち
しています．会場は研究者も発表するポスター会場内に，特
設コーナーを用意いたします．同時並行で研究者の発表も行
われますので，児童・生徒同士のみならず，研究者との交流
もできます．この会を通じて生徒，研究者，市民の交流が進
み，地質学，地球科学への理解が深まって，未来を担う小さ
な地球科学者たちの学習意欲への良い刺激と励みになること
を願っております．
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愛媛大会　プログラム

日時：2017年9月17日（日）9:00〜15:30
場所：大学会館3階ポスター会場

参加予定校（７月31日現在，18校，22件）
　・愛媛大学附属高等学校
　・愛媛県立西条高等学校地学部
　・愛媛県立宇和島東高等学校地学部
　・愛媛県立今治北高等学校
　・愛媛県立今治東中等教育学校
　・香川県立観音寺第一高等学校
　・東京学芸大学附属高等学校
　・早稲田大学高等学院理科部地学班
　・武蔵高等学校中学校
　・群馬県立太田女子高校理科研究部
　・新潟県立高田高等学校
　・愛知県立岡崎高等学校
　・滋賀県立彦根東高等学校SSH課題研究
　・学校法人奈良学園奈良学園高等学校
　・兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班
　・兵庫県立西脇高等学校地学部
　・熊本県立熊本西高等学校地学部
　・熊本県立天草高等学校科学部

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

若手会員のための地質関連企業研究サポート
　「若手会員のための地質関連企業研究サポート」は，地質
系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，地質系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．　毎年のように

地震や豪雨の災害に見舞われる近年，東日本大震災以来の国
土強靱化の施策のもとに“防災・減災に対するハード・ソフ
ト対策”と“戦後から高度成長期にかけて建設されたインフ
ラの維持管理・更新”が一層重要なキーワードとなっており
ます．この社会的要請に対して地質技術者が不足しており，
その人材確保に企業の皆様も苦労されていると思います．ま
た，今後の日本のエネルギー政策として“地熱”・“地下資源”
の開発が改めて注目を集めています．今年も，実際に企業で
活躍されている地質技術者と語り合い，大学で学んだ地質学
が企業でどのように生かされているのか，学生・大学院生お
よび教員の方々が，企業の生の声を聴くことができるような
場を提供したいと考えています．

日程： 2017年9月17日（日）14:00〜17:00（＊時間帯は若干変
更になる場合があります）

場所：共通講義棟A4階　A44（予定）
主催：一般社団法人日本地質学会
内容： 各社ブースでの個別説明会（各社によるプレゼンテー

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

対象： 愛媛大会に参加する学生･院生および就職を支援する
大学教員等の会員．愛媛大学等の学生･院生および教
員等

出展予定企業（敬称略．8月8日現在）
　株式会社地層科学研究所
　株式会社建設技術研究所
　株式会社地圏総合コンサルタント
　中央開発株式会社
　川崎地質株式会社

問い合わせ先：
　日本地質学会　担当理事　緒方信一/ 事務局　堀内昭子
　電話：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156
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表紙写真　松山城
〜大手門跡より松山城天守を遠方に眺める〜

写真提供　堀　利栄（愛媛大学）

　松山城は，松山市の中心部である標高132 mの城山（勝山）山
頂にそびえる広大な平山城です．日本で12か所しか残っていない

「現存12天守」のうちのひとつで，江戸時代以前に建造された天
守を有する城郭です．天守からは松山の街を一望することができ
ます．
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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

海底火山研究国際シンポジウム

　海底火山研究では，海底観測技術の向上や
噴火観測例の蓄積によって近年大きな進展が
得られつつある．このたび，海底火山噴火研
究の国際的権威であるスミソニアン協会国立
自然史博物館元館長のRichard Fiske博士が
日本地質学会国際賞を受賞・来日される機会
に，日本における海底火山研究の進捗状況を
総括し，その将来を議論する研究シンポジウ
ムを開催する．

共催：国立科学博物館・日本地質学会
日時：平成29年9月20日（水）14:00 〜 18:00※

場所：国立科学博物館本館2階講堂
定員：事前申し込み制（定員100名）
※ シンポジウム終了後に博物館内レストラン
「ムーセイオン」にて，Fiske博士受賞お祝
いの会を兼ねた懇親会を開催予定です．

シンポジウムのサイト<http://www.kahaku.
go.jp/news/2017/seamount/>

講演タイトル（講演は英語・質疑応答は日本
語可）：
14:10 〜 14:40：巽　好幸（神戸大学）
Kikai submarine caldera project: towards 
understanding catastrophic caldera-forming 
eruption
14:40 〜 15:10：田村芳彦（海洋研究開発機構）
Submarine volcanoes and crustal evolution 
in the Izu-Ogasawara-Mariana arc
15:10 〜 15:40：前野　深（東京大学地震研究所）
Birth, growth and evolution of volcanic 
islands: Nishinoshima and others
15:40 〜 16:00：休憩
16:00 〜 16:30：石塚　治（産業技術総合研究所）
Revised igneous stratigraphy of Izu 
Peninsula -implication from submarine 
reararc volcanoes-
16:30 〜 17:00：坂本　泉（東海大学）
Geological  features of magma-water 
interaction of subaqueous volcanic rocks, 
observed around the Izu-Ogasawara Arc
17:00 〜 17:30：谷　健一郎（国立科学博物館）
Potential hazards from submarine silicic 
eruptions: New insights from recent 
submarine surveys at the Izu-Bonin and the 
Kermadec Arcs.
17:30 〜 18:00：Richard S. Fiske（スミソニ
アン協会）
Recently active submarine volcanoes along 
the Izu-Bonin arc southwest of Japan: Far 

away but remarkably important events

参加ご希望の方は谷健一郎（国立科学博物館
地学研究部）<kentani@kahaku.go.jp>まで
下記情報をご連絡下さい（締切9/13）：

〔お名前〕
〔ご所属〕
〔ご連絡先（メールアドレス）〕
〔シンポジウム終了後の懇親会〕参加・不参加

懇親会は会費4000円（社会人）・1000円（学
生）を予定しています．

Richard Fiske博士略歴：ジョンズホプキン
ス大学での学位取得後，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），当時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における常
葉層中の軽石層が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．
　その後，米国地質調査所での勤務を経て
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．こうした旺盛な研究活動と
共に氏は1960年以来幾度となく来日して日本
の地質学・火山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研
究成果を広く国際的に紹介することに大きな
貢献をされてきた．このような学術的業績と
日本の地質学・火山学への顕著な功績から平
成29年度日本地質学会国際賞を授与されるこ
とが決まった．

地層処分に関わる「科学的特性
マップ」が公表されました

　平成26年11月から2年以上にわたり検討さ
れ、今年の4月に要件・基準を取りまとめら
えた「科学的特性マップ」が、7月28日に、
経済産業省資源エネルギー庁から公表されま
した。科学的特性マップとその付随資料は、
以下のウェブサイトにアップロードされてい
ます。
http://www.enecho.meti.go.jp/category/
e l e c t r i c i t y _ a n d _ g a s / n u c l e a r / r w /
kagakutekitokuseimap/

「科学的特性マップ」は、高レベル放射性廃
棄物の地層処分を行う場所を選ぶ際にどのよ
うな科学的特性を考慮する必要があるのか、
それらは日本全国にどのように分布している
か、といったことを示すものです。（資源エ
ネルギー庁サイトより）

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

京都大学大学院理学研究科地球
惑星科学専攻地球物理学分野

固体地球物理学講座准教授公募

職種：准教授
募集人員：1名
所属および勤務場所：京都大学大学院理学研
究科地球惑星科学専攻地球物理学分野固体地
球物理学講座（所在地：京都市左京区北白川
追分町）
専門分野：活構造学
勤務内容：地球物理学的手法や活構造学的手
法等を用い，地殻変動や活断層・地震断層等
を対象とした研究と教育を実施する．
資格等：（1）博士の学位を有すること（2）
学部および大学院の教育に意欲的に取り組む
こと（3）地球惑星科学の研究を推進し，本
専攻の運営に積極的に携わること
着任時期：決定後できるだけ早い時期
応募締切：平成29年9月29日（金）【必着】
〒606-8502 京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 
副専攻長 福田洋一
電話：075-753-3912 
E-mail：fukuda@kugi.kyoto-u.ac.jp

応募方法および必要書類等詳しくは，下記よ
り参照して下さい．
http ://www.kyoto -u .ac . jp/ja/about/
acceptance/other/teacher#a1

公募結果
京都大学大学院工学研究科社会基盤工学
専攻計測評価工学分野・教授公募
榊　利博（2017年8月16日着任）
旧 所 属・ 職 名：NAGRA（ ス イ ス
National Cooperative for the Disposal of 
Radioactive Waste）・地質科学プロジェ
クトマネージャー
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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

山田科学振興財団2018年度
留学費「長期間派遣援助」

助成募集

本財団は，優れた研究者が長期間（6 ヵ月〜 1
年間）海外で協同研究を行なうために必要な
滞在費，渡航費等の援助を行います．これは，
自然科学の基礎的分野において重要かつ独創
的な研究に従事し，優れた研究活動を実施し
つつある新進研究者が，海外で学識を交換し
て学術の国際交流を促し，相互に研究の学際
的，あるいは国際的進展を図るための援助で
す．選考は物理，化学，生物・医学及びそれ
らの複合領域・関連分野を対象に行われます．

応募資格：受け入れ先の承諾が2018年2月9日

までに得られる者であれば，身分，経歴，年
齢は問いません．
助成対象：2018年4月1日〜 2019年3月31日に
出発予定の方を対象とします．
助 成 金 額：1件 あ た りUS$10,000， 総 額
US$70,000（使途：滞在費，滞在中の国内旅
費，渡航費等）
締切期日：2017年10月31日必着

申請書類送付先及び連絡先
公益財団法人　山田科学振興財団
〒544-8666　大阪市生野区巽西1丁目8番1号
電話：06-6758-3745（代表）
詳 し く は，http://www.yamadazaidan.jp/
jigyo/bosyu_tyouki.html

平成30年度東北海洋生態系
調査研究船（学術研究船）

新青丸共同利用公募

申込資格：国・公・私立大学及び公的研究機
関の研究者，並びにこれに準ずる者としま
す．

乗船資格：国・公・私立大学及び公的研究機
関の研究者，並びにこれに準ずる者，大学院
学生，研究生，学部学生です．学部学生の乗
船については，主席研究員の同意と当該学生
の指導教員の乗船が必要となります．大学院
学生，研究生，学部学生は「学生教育研究災
害傷害保険」等への加入を条件とします．
申込方法：郵送（印要）とe-mail（印不要）
の両方で行ってください．
申し込み先：東京大学大気海洋研究所　事務
部　国際・研究推進チーム
〒277-8564 千葉県柏市柏の葉 5-1-5
TEL：04-7136-6009, 6010
FAX：04-7136-6039
e-mail：iarp[at]aori.u-tokyo.ac.jp
申込期限：平成29年9月22日（金）（厳守）
採否の通知：平成30年1月下旬予定
問合せ先
本公募内容等についてのお問い合わせは問合
せ先までお願いします．
東京大学大気海洋研究所研究航海企画センター
TEL：04-7136-8175
e-mail：kikaku[at]aori.u-tokyo.ac.jp

平成29年7月15日（土）〜 9月30日（土）
開館時間：火曜〜土曜　10:00?16:00
入館料無料
場所：3号館（博物館）3階イベントホール

　大森貝塚の発見で著名なエドワード・シル
ベスター・モース氏が1877年に日本に来日し
てから，今年は140年目にあたる記念すべき
年です．モースは日本の動物学・考古学・民
俗学など多くの学問の発展の礎を作ったこと
でも知られています．モース自身の研究（シ
ャミセンガイなど腕足動物の分類学・系統進
化学）のフィールドとして，太平洋沿岸では
世界初となる臨海実験所を江の島に構えまし
た．
　企画展では，モースの優れた多岐にわたる
業績を紹介するとともに，モースと縁の深い
相模湾の生物相の豊かさ，そしてモースの愛
した明治の日本文化や郷土について紹介しま
す．

第Ⅰ部「モースの日本滞在中に行った仕事の
数々」
日本滞在中の主な活動内容と，モース来日の
きっかけとなったシャミセンガイを紹介しま
す．

第Ⅱ部「モースのもたらしたもの」
相模湾の生き物を紹介します．モース博士以
降の日本の近代科学の発展，彼の知人らによ
る日本の重要文化財の保存，海外との文化交
流の発展を紹介します．

お問い合わせ
日本大学生物資源科学部博物館
〒252-0880　神奈川県藤沢市亀井野1866
電話　0466-84-3892
http://hp.brs.nihon-u.ac.jp/~NUBSmuseum/
index.html

日本大学生物資源科学部博物館

博物館だより

平成29年度企画展　「モースと相模湾の生き物」
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紹　介

日本列島5億年の生い立ちや
特徴がわかる年代で見る

日本の地質と地形

高木秀雄 著

誠文堂新光社，2017年1月17日発行，191
ページ，定価2200円＋税，
ISBN　978-4-416-51703-1

　本書は日本列島がどのようにして形成され
てきたのかという地史を，ジオパークから読
み解くものである．そのために230枚もの露
頭の写真をすべてのジオパークから取捨選択
して使っている．何よりも写真がいい．地質
屋と呼ばれる人には写真やスケッチが上手な
人が多いが著者もその一人であり，膨大なス
トックの中からこれらの写真が選ばれたもの
と推察される．
　評者は2012年から放送大学で「日本列島ジ
オツアー」と題する8コマの講義を行ってき
た．これは日本のジオパークを巡ることによ
って日本列島の成り立ちを考えるものであっ
た．図らずもこの本と同じような立場で講義
をしていたと言える．そして常々このような
本がほしい，あるいは書きたいものと思って
いた．評者の場合は半分を地球科学の基礎に
置いて残りを東日本，中部日本，西日本の3
つに分けて概説し，最後に時代を追って日本
列島の発達史を講義しているがコマ数が少な
いのが難点であった．
　日本のジオパークは2008年に最初の7つの
地域が認定され，その後年々増えて現在では
43の地域が選ばれている．2008年にはユネス

コの「国際年」が3つもあった（国際極年，
国際珊瑚礁年，国際地球惑星年）が，その中
で地球惑星年は3年間続けられたが，このこ
とが日本のジオパークの設立を後押ししたこ
とは否めない．その後毎年いくつかが認定さ
れて2017年現在43になった．地方自治体が勧
めてたくさんの候補が挙がってきていると聞
いているので今後もっと増えるであろう．今
多くのジオパークが認定され多くの人達がそ
れに従事するようになってもいまだに日本が
どのようにしてできてきたのかを数ページで
書き表すことができないのは何としたことだ
ろうと思っていた．
　ジオパークは地域ごとにそこに特徴的な地
球科学現象が盛り込まれていて，日本のすべ
ての都道府県にジオパークがあるわけではな
いが，国立公園や国定公園などを合わせて考
えると日本全体が見えてくるというものであ
ろう．
　日本の地質に関しては2016年にGeological 
SocietyからThe Geology of Japanが出版され
この時点での日本の地質の基本的な本となっ
た．これに関する書評があるのかどうか評者
は見たことが無いが，一体どのような評価で
あろうか．しかし，この本には「フォッサマ
グナ」に関する記述は概論で3行ほど書かれ
ているだけであるし，沿岸という項目があっ
ても「海洋」という項目は全くないのである．
日本の排他的経済水域は陸上の10倍以上もあ
り世界第６位であるにも拘わらず．GSAから
出版されているGeology of North Americaに
は海洋があって大西洋や太平洋に関する記述
がある．
　明治半ばにナウマンによって日本列島の成
り立ちに関する論文が出され，1899年のパリ
での万国博覧会に日本の地質図が出典されて
以来多くの地質学者が日本列島の成因論に関
する論文や本を出してきた．ところが明治か
ら地質調査事業として5万分の１地質図幅が
刊行されてきているがいまだに日本列島の全
域がカバーされていないのが現状である．
　明治以降に日本列島の発達史に関しては多
くの書物が出されてきたが内容はその当時の
テクトニクスの考え方を反映するものであっ
た．特に1970年代以降に出版されたものは例
外なくプレートテクトニクスに基づいた発達
史であった．日本の地史に関しては1967年に
朝倉書店から地史学上・下が出版され，評者
にとっては学部時代のバイブルであった．し
かし当時は調査が進んでいなかったために躍
動的な地史を組むことができなかったし，著
者が多かったために統一的な流れで日本の地
史を見ることはできなかった．
　現在では日本に多くのジオパークが認定さ
れてきており，個々のジオパークの売りを集
めた日本列島の発達史に関する本の出版が求
められてきた．このような情勢の下で「日本
の地質と地形」は書かれたのである．日本列
島の成り立ちを多くの写真を使って統一的に
地史を追ったものであり，一人の著者によっ
て考えられた作業仮説として今後多くの地質

屋によって議論されるものと思われる．
　ここ10年ほどの間にジオパークに関する本
が山ほど出版されてきている．その中で産総
研の「地質百選」はその先駆けであろう．こ
の本は露頭の図鑑で見開き2ページに露頭の
写真とその説明があり，その配列は，北海道
から九州へと地域ごとになされている．その
中で地質概観として日本の地体構造をまとめ
て，地質年代（時間）を9つのカテゴリーに
分けているが，本書ではそれをさらにまとめ
て3つの時期に分けている．
　さて本書は本文3章と序章の4章からなる．
序章は年代の決め方やスケールの話と日本列
島の特徴について書かれている．第1章は始
世代から古第三紀までの長い時間が扱われて
いる．ここでは列島が大陸の縁辺部に引っ付
いていた陸弧の時代の地層を記載している．
第2章は古第三紀から鮮新世までの事件が扱
われている．最大の事件は日本海の拡大で列
島が大陸から離れていく事件を取り扱ってい
る．そして第3章は鮮新世から現在まで人類
紀を含めての事柄が扱われている．第四紀に
なっても列島は激しく変動を繰り返している
ことを述べている．
　本書の内容の並べ方は時代順になっている
ために露頭の場所があちこちと飛び回ること
になる．産総研のように地域ごとに並べた場
合には時代が飛ぶことになる．両者を組み合
わせた書き方が望ましいであろう．そのため
にはもう少し詳細な説明がほしかった向きも
おられるであろう．しかし，出版社の事情で
頁数に制限があったのではないかと思われ
る．あと100頁ほど欲しいところであろう．
　ある日この本を一気に読み終えて日本列島
を38億年から現在までにわたって一周するこ
とが出来た気になった．短時間で日本列島の
全体の地質を時間に従って読み通せるという
魅力的な本だと思った．
　本書はジオパークに従事するガイドや関心
のある人々，これから日本のジオパークを巡
ってみたい人にはその入門として適切な本で
ある．特に団塊の世代で昔地球科学をどこか
でかじっていて，退職後閑に任せてジオパー
クを巡ってみたいと思っている人たちには格
好のガイドブックになるであろう．また学部
の学生などこれから地球科学を始める人たち
には日本の地史学の大変いい入門書になると
思われる．一般の人たちには解説がやや難解
ではあるが写真集として美しい露頭を見て地
質遺産を堪能するのが良いであろう．多くの
方々にお勧めする次第である．

（藤岡換太郎）
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火しているように説明されている．どうやら，これはロンドン
大学（UCL）で1855年から77年まで地質学教授を務めたJohn 
Morris（1810-1886）が1858年に発表した断面図のコピーのよ
うだ．新島の断面図には針でつけたらしい穴もいくつか見られ，
筆記体の文字は明らかに新島の筆跡なので，新島が手ずから複
写したように思われる．

ヨーロッパでの経験
　岩倉使節団に同行して，欧米を視察したときの記録が残って
いる．新島が何に興味をもったか，よくわかる．たとえば，

「［1872年］7月3日（水）私たちはグリニッチ天文台を訪れた．
大型の望遠鏡を見学する．水力によって回転する輪により，地
球の自転に合わせて回るようになっている．望遠鏡と写真によ
り，磁気嵐を発見する過程を見学した．また風量区，風速，方
向を観測する機器をも見た（『新島襄自伝』p.151）」と書き，
さらにその機器をスケッチしている．新島のスケッチも今回い
くつか展示された．彼が天文学に強い関心を寄せていたことが
わかる．
　記録を読むと，新島が地質学の何に興味をもったのかがわか
る．マンチェスターの家は「大概軟石（フリーストーン）で出
来ており，」グラスゴー大学の建築材は「大部分がフリースト
ンで，柱にはスコットランド大理石（真の花崗岩），レッドス
トーン，緑大理石等を用いて」いると記した．スイスのベルン
では地質学博物館に行き，「アルプスから出たいくつかの標本
を見」，ライン川に沿って建つ城の大部分はけわしい岩の上に
建てられており，「こうした岩は，火山によって形成されたに
違いない」と記す．アメリカでの教育で得た地質学の知見をい
かんなく発揮している．

日本での化石・鉱物採集
　アメリカで学んだ地質学は，当然ながら帰国後も活かされた．

『新島襄自伝』の［1878年］4月2日（火）（p.192）には，「中後
閑村の上原春朔君の宅に至り，それより三里も山の奥に行く．
フォッスル［化石］の有る所に至り，スペスメン［標本］を取
れり．」という記載がある．中後閑村は新島襄ゆかりの地であ
る群馬県安中市の後閑川沿いに位置し，付近には中新世の浅海
堆積物が分布する．新島旧邸には中新世の貝化石が数点残され
ており，これらが安中で採集された標本である可能性が高い．
　今回の企画展には貝化石の他，植物化石も展示された．植物
化石の裏には「明治十九（1886）年八月二十五日播州明石郡名
谷村，西垂水村ヲ距ル五十町ヨ」などと記されており，これも
新島襄の日記（『新島襄全集5 日記・紀行編』，1984）の記述と
一致する．新島が何のために化石を採集したかは全く不明であ
る．なお，トリビア1で紹介した『本邦化石産地目録』（1884年
出版）の「第三紀之部」には「上野國確永（碓氷）郡後閑村」
に「貝石」が，「播磨國多可郡奥畑村」（現在の西脇市の南東部）
に「木葉石」が産出することが記されている．

　新島襄（1843-1890）は同志社を創設したキリスト者である
が，地質学に親しかったことはすでに知られている（島尾，
1986，1989；八耳，2001など）．同志社大学は2017年5月16日

（火）〜 7月9日（日）に，ハリス理化学館同志社ギャラリーに
て，第12回企画展「新島襄が感じた地球」を開催した．同志社
大学の文化系公認団体である地学研究会が2017年に創立50周年
を迎えたのを機に，同志社における地学の意義を考える企画展
であった．このとき初めて新島旧邸にある化石及び岩石鉱物標
本の肉眼鑑定が実施され，その成果の一部も公開された．

新島はどこで地質学と出会ったか
　新島は幕末に国禁を犯して渡米し（1865年），アメリカの高
校，大学，神学校で学んだ．日本にいる間にアメリカの地理書

『聯邦志略（れんぽうしりゃく）』を読んで感動したという記録
があり，世界的な視野から地理に大きな関心を寄せていたが，
日本では地学的な情報には出会わなかったと思われる．
　新島がアメリカで受けた教育は，もちろん，キリスト教の関
係が多いが，一般教養的な理学もラテン語も教育課程に含まれ
ており，新島は積極的に学んだ．1867年，アーモスト大学

（Amherst College）に入学し，1870年理学士として卒業してい
る．札幌農学校に大きな影響を及ぼしたクラーク（William 
Smith Clark 1826 - 1886）はアーモスト大学で化学などを教え
ていたが，新島が入学した年の8月にマサチューセッツ農科大
学の学長に就任している．新島がクラークから直接教えを受け
た可能性は低いと思われるが，クラークが導入した化学の学生
実験は体験した．
　その後，1872（明治5）年にアメリカで岩倉使節団に出会い，
田中不二麿（1845 - 1909）に同行して，初めはアメリカを，そ
ののち，ヨーロッパの高等教育機関などを視察した．1874年，
10年ぶりに日本に帰国し，翌年，同志社英学校を京都に設立し
た．

アメリカで受けた教育
　新島はキリスト者の学校で教育を受けたから，エドワード・
ヒッチコック（Edward Hitchcock 1794-1864）の自然神学的地
質学の教科書（1851年初版）に基づく講義を受けた．ヨーロッ
パの視察から戻った後，1873年に同書（1860年版）を購入して
おり，それが新島の蔵書として保管されている．この他に，チ
ャールズ・ライエルの『地質学原理』（第11版, 1873, 1874年），
ジェームズ・デーナの鉱物学の教科書（1875年）なども蔵書に
存在する．
　今回の展示では，図１のように，かなり大きな地質断面の概
念的説明図があった．GRANITE（“G”の文字は“C”に近い
字体）と書かれた基盤岩の上に変成岩，シルル紀，デボン紀，
石炭紀，ペルム紀，三畳紀，ジュラ紀（ライアスなど），白亜
紀，第三紀の地層が載り，火山は地下の玄武岩が吹き出ている
ように，エトナ火山は地下の花崗岩の地殻に溶岩が貫入して噴

矢島道子（日本大学文理学部），林田　明（同志社大学理工学部）

〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜

トリビア学史　11　新島襄と地質学

新島　襄の『地質構造図』（年不詳, 26.3×165cm, 同志社社史資料センター蔵）
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　鉱物としては磁鉄鉱，黄銅鉱，方鉛鉱，赤鉄鉱，あるいは石
炭も今回の企画展で展示された．採集地，採集年月日，採集者
等不明である．石炭には興味を持っていたようであるし，『石
炭之賛』と題する漢詩を創ったりしている．また，［1875年］4
月3日には宇治を経て石山に行き，「石灰岩，この石はなかなか
割れない」と記した．実際にハンマーでたたいた様子が想起さ
れる．

新島は地質学を大切と考える
　新島は同志社英学校やハリス理化学校の教育課程に地質学を
入れようとした．また，地質学関連の書籍など，自分の蔵書を
学生が自由に使えるようにした．キリスト教の布教のために地
方を巡るときにも，化石や鉱物採集にいそしんだ．1860年代の
欧米では，地質学は重要な基礎学問であり，トリビア10の榎本
武揚と同じように，新島も榎本も積極的に学んだのではないだ
ろうか．幕末に欧米で学んだ武士たちは，地質学の基礎をもち
ろん体得していて，明治の時代を切り開いていくときに，資源

は当時の国策と強力に結び付くという基本的な考え方にしたの
ではないだろうか．

文献
同志社社史資料センター・同志社大学地学研究会編，『新島襄

が感じた地球』，2017年．
同志社編，『新島襄自伝』，岩波文庫　2013年．
新島襄，『新島襄全集5 日記・紀行編』，同朋社 1984年．
島尾永康，1986，新島襄と科学，科学史研究，25（158），p83-

88．
島尾永康，1989，自然神学の時代--同志社英学校所蔵の自然神

学書にみる（同志社・新島襄），キリスト教社会問題研究, 
（37），p67-84．

八耳俊文，2001，『格物窮理問答』の成立と本文，青山学院女
子短期大学総合文化研究所年報，127-144．

的マントルダイアピル上昇モデルが提案されている4, 5）．能動的
ダイアピル説は北松浦玄武岩を分化マグマと見なし，それらの
初生（親）マグマはMgO = 15 wt. %を含み，3-2 GPaでマント
ルから分離したと考えている．このモデルでは起源マントルの
ポテンシャル温度は1450℃以上でプルーム説と同等であるが想
定する上昇流の規模がプルームより小さい．高温のマントルは
沈み込んだ太平洋プレートの割れ目を通って，下部マントルか
ら上昇したと考えられている．初生マグマ（MgO = 15 wt. %）
を見積もる際，能動的ダイアピル説は唐津高島マントルゼノリ
ス中のFo（100×MgO/（MgO + FeO））= 90 カンラン石11）と
初生マグマが平衡であったと仮定している．しかし，この仮定
の適用可能範囲に問題がある．唐津高島からはP < 2 GPaで安
定なスピネルカンラン岩しか見つかっていないし，ノルム組成
が示すゼノリスを含むホスト溶岩マグマの分離圧力は2 GPaで
ある．つまり，含まれるゼノリスの存在可能範囲はP < 2GPa
である．従って，初生マグマがFo = 90カンラン石と平衡であ
ったという仮定の有効範囲もP < 2 GPaであるべきであろう．
しかし，見積もられた分離圧力は2 GPa ≦P ≦3GPaであり，
前提条件の適用範囲外である．生成圧力の推定の前提条件とそ
の結果の矛盾の解消が，能動的マントルダイアピル説の課題で
ある．また，能動的ダイアピル説を主張する論文には記載がな
いが，北松浦半島から長崎にかけての北西九州西縁部には，未
分化な高マグネシウム安山岩も分布する12）．それらの成因をい
かに説明するかも課題である．Pb-Sr-Nd同位体比やNb負異常
などの特徴については，能動的ダイアピル説では沈み込むフィ
リピン海プレート由来流体の関与によると考えられている．北
部−中部九州に沈み込むスラブは若い四国海盆であり，高角の
沈み込みのため北西九州に届いていない．また熱力学計算から，

　はじめにNews誌12月号の記事で約束していながら，筆者の
都合でマントルプルーム論争紹介の続編が遅れてしまったこと
をお詫びしたい．タイトルを「マントルプルーム論争」と改め
て，プルーム論争の紹介を再開させていただく．今回は日本周
辺のアルカリ玄武岩の成因に論争について紹介する．
　隠岐島後の研究で知られる冨田達（1900-1966）は液相濃集
元素に富むアルカリ玄武岩が日本海沿岸に分布することに注目
し「環日本海アルカリ岩区」を設定し1），その後，範囲を東ア
ジア全体に広げ「東亜新生代アルカリ岩区」を設定した2）．
1980年代後半，東アジアのアルカリ岩が海洋島玄武岩（OIB）
と似た地球化学的特徴を持つことが明らかになり，プルーム説
に基づく議論が行われるようになった3）．北西九州から中国地
方の玄武岩の成因として，プルーム近似の能動的マントルダイア
ピル上昇説4, 5），流体の付加を重視するウェットプルーム説6, 7），
マントル浅所の運動を重視するプレート説8-10）などが提案され
百家争鳴である．このため，プルーム論争においても，注目を
集める地域の一つとなっている．一方，沈み込む太平洋プレー
トを表す深発地震面が観察される北海道利尻島については，ス
ラブ脱水反応を重視し超背弧火山活動ととらえるモデルが提案
されている．いずれの地域でも，冨田が問題としたアルカリ

（低Si）玄武岩と非アルカリ（高Si）玄武岩の成因関係が問題と
なっている．また，環日本海に加えて，海溝近傍太平洋プレー
ト内で，沈み込みに伴うプレートのたわみに起因するアルカリ
玄武岩の活動“プチスポット”が報告されている．本稿ではこ
れらについて紹介する．

能動的マントルダイアピル上昇説
　北西九州北松浦玄武岩類の成因として，プルーム近似の能動

眞島英壽（明治大学黒耀石研究センター）

マントルプルーム論争（1）　日本周辺に分布する玄武岩類の成因論争
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cpx paradoxが認められる．（2）CaO-MgOやAl2O3-MgOの相関
がcpxを含むレルゾライトを残存相とするマントル溶融実験の
結果と似ている．（3）MgO > 6 wt. %玄武岩のMg-Fe-Ni組成
がFo≦86のマントルカンラン石と平衡可能であることを示す．

（4）全岩MgO温度計が1300℃程度の温度を示す．（5）マント
ルから直接噴出した唐津高島溶岩もMgO ≦10 wt. %であり，
その温度はマントルゼノリスの輝石温度計から1250℃と見積も
られている．（6）2GPa以下で安定なスピネルレルゾライトし
かマントルゼノリスとして発見されていないことなどである．
プレート説では低Si玄武岩は起源マントルの低融点成分に富む
部分からより高圧で分離し，高Si玄武岩は低融点成分に乏しい
部分からより低圧で分離したと考えている．また，小さなNb
負異常などの地球化学的特徴は，高酸素分圧条件や付加体成分
の関与など，浅所マントルプロセスが原因であるとしている．
主成分元素の特徴と微量元素の特徴のデカップリングについて
は，微量元素組成はより高圧のマントルの部分溶融が開始した
圧力の影響を強く受け，主成分元素はより低圧のマグマがマン
トルから分離した圧力を反映するためと考えている．プレート
説への批判として，起源マントルがパイロライトマントルと比
較して，鉄に富んでいることが指摘された．しかし，マントル
ゼノリスを含み，マントルから直接噴出したことに疑いようの
ない唐津高島溶岩もFeO＊/MgO = 1.3 と鉄に富んでおり，平衡
可能なマントルはFo = 86カンラン石を含むと考えられ，鉄に
富むマントルを想定することに矛盾はない．このような低温低
圧条件でマグマが発生し噴出した原因として，（1）唐津佐世保
堆積盆の形成によって示される，古第三紀〜日本海拡大期の左
横ずれ伸張テクトニクスによるNW-SE断層の形成を伴ったリ
ソスフェアの薄化と脆弱化や，（2）日本海拡大後のインバージ
ョンによって発達した圧縮場による先在NW-SE断層の再活動
によるマグマの噴出といった説が指摘されている．現段階でプ
レート説は，西南日本の一部としてインバージョンの影響にあ
った唐津−佐世保炭田に分布する北松浦玄武岩などの成因を説
明しただけで，広義の沖縄トラフの延長に位置する南島原など
については説明していない．また，堆積盆を形成させた伸張テ
クトニクスやNW-SE断層を再活動させた圧縮テクトニクスな
ど，造構活動の原動力についても，まだ十分に説明されていな
い．事例研究の積み上げからモデルが導かれる必要がある．な
お，紙面の都合で詳細を説明できないが，済州（チェジュ）島
の火山活動について，ユーラシアプレートに対するフィリピン
海プレートの後退（海溝後退）を原因とするプレート説17）も提
案されている．

プチスポット説
　海洋プレートは沈み込みの際に盛り上がり，アウターライズ
を形成する．このプレートのたわみに起因すると考えられる玄
武岩の活動が日本海溝付近から報告され“プチスポット”と呼
ばれている18）．プチスポット玄武岩の化学組成はハワイのアー
チ玄武岩などとも似ておりアセノスフェア起源と考えられてい
る．このようなリソスフェアの断裂によるアセノスフェアのリ
ークはプレート説の一種であり，ハワイなどの海洋島玄武岩の
成因として以前から提案されていたが，リソスフェアを断裂さ
せるメカニズムが不明確な点をプルーム論者から指摘されてい
た．プチスポット説では，沈み込みによるプレートのたわみと
いう，リソスフェア破断の具体的メカニズムが提案された所に
意義がある．海洋プレートは一枚の剛体のように扱われるが，
実際には海嶺付近でのトランスフォーム断層の活動によってで
きた断裂帯が無数にあり，それらが開けばアセノスフェア由来
マグマが地表へ漏れ出すことができる．また，“プチスポット”
という用語には規模を表す要素はあるが，温度状態を想像させ
る要素が含まれていない．非プルーム論者には「ハワイがhot 
spotではなくvolcanic spotと呼ばれていれば，高温マントル起

四国海盆スラブの脱水反応によって，前弧域に水に富む領域が
現在形成されていると考えられている．北松浦玄武岩が活動し
た7Ma頃，四国海盆は現在より温かく，脱水反応はさらに前弧
領域（マントル浅所）で起こったと考えられる．背弧側に位置
する北西九州マントルにスラブ由来流体をいかにして輸送する
かも課題である．

ウェットプルーム説
　西南日本中国地方の玄武岩の成因について，マントル深部起
源の流体を含むマントル上昇流に由来するとするウェットプル
ーム説が提案されている6, 7）．ウェットプルーム説はMgOに富
む中国地方玄武岩を未分化マグマと見なし，起源マントルのポ
テンシャル温度を1300℃と見積もった．また，マグマの含水量
は0.8-1.5 wt. %と見積もられている．中国地方ではNb負異常が
山陰や脊梁西部の高Si玄武岩に認められ，山陽の低Si玄武岩に
は認められないため，山陰がウェットプルームの上昇中心であ
り，山陽は周辺部であると考えられている．流体の起源は沈み
込んだ太平洋プレートの脱水反応と考えられている13）．しかし，
ウェットプルーム説で見積もられた玄武岩の含水量は，山陰で
1 wt. %, 山陽で0.5-1.5 wt. %であり大きな差はない．Nbは流体
への溶解度が小さいため，沈み込み帯火山岩に認められるNb
負異常は，マグマ発生にスラブ由来流体が関与したことを示す
と考えられている．しかし，流体が活動した時期について十分
な束縛は得られておらず，マグマ発生に直接関わったかはっき
りしない．発達過程の初期段階に前弧域で流体の通過を経験し
た島弧リソスフェアの関与や，地殻最下部の付加体と上昇した
マントルの相互作用によってもNb負異常は説明が可能である．
Nb負異常は小さいながらもスラブが存在しない北大西洋地域
やガラパゴス島の玄武岩などでも認められ，その原因は大陸リ
ソスフェアの関与によると考えられている14, 15）.

超背弧火山活動説
　北海道利尻島の火山活動を島弧火山活動とみなし，沈み込ん
だ太平洋プレート起源の流体の役割を重視する超背弧火山活動
説が提案されている16）．この超背弧火山活動仮説では，流体は
利尻直下深さ300kmに位置するスラブからではなく，深さ
140kmのより海溝側で発生すると考えられている．また，千島
海溝から日本海溝への屈曲による走向平行張力よって生じたス
ラブ断裂に沿ったマントルの注入が，大規模な脱水反応の原因
と考えられている．流体が発生する深度は異なるが，起源を沈
み込んだスラブと考える点はウェットプルーム説と似ている．
このモデルでは，海溝側で発生した流体をどのようにして背弧
側へ移動・上昇させるかが問題である．また，マグマ発生の温
度圧力条件は1280-1340℃，2.3 GPaと見積もられ，部分溶融度
はザクロ石の関与を示す微量元素の特徴から2.2%と見積もられ
た．一方，見積もられた初生マグマはMgO = 11-11.5 wt.%を含
んでいるが，溶融実験によって得られた同程度のMgOを含む
マントル溶融液の部分溶融度は20%程度あり，微量元素組成か
ら見積もられたものと一致しない．このようなMgOなどの主
成分元素の特徴とザクロ石の関与を示す微量元素の特徴のデカ
ップリングはハワイなど他の地域のアルカリ玄武岩にも認めら
れる特徴であり，プルーム論争の重要課題の一つである．

プレート説
　地球表層のテクトニクスに由来するアセノスフェア由来マグ
マのリークを重視するプレート説が北西九州玄武岩類の成因と
して提案されている8-10）．北西九州玄武岩類の岩石学的特徴か
ら，その起源マントルのポテンシャル温度は1300℃程度であり，
玄武岩マグマの分離圧力は1.5-0.5 GPaと見積もられている．そ
の根拠は，（1）主成分元素の分化トレンドは単斜輝石の関与を
示すが，斑晶として単斜輝石がほとんど含まれない，いわゆる
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クスとして，いわゆる観音開き説がある．観音開き説では，プ
レート相互作用と無関係に日本海は拡大しているようであり，
能動的マントル上昇流を想像させる．このため，日本海拡大の
テクトニクスはプルーム論争でも注目されている．次回はプル
ーム論争の話題の一つとして日本海拡大論について紹介させて
いただく．

引用文献（紙面の都合のため省略形で記す）
1） Tomita, T., 1935, J. Shanghai Sciene Inst. Sect. II 2, 37-146. 
2） Tomita, T., 1967, Geol. Miner. Resour. Far East 1, 139-202. 
3） Nakamura, E. et al., 1985, Nature 316, 55-58. 
4） Sakuyama, T. et al., 2009, J. Petrol. 50, 725-779. 
5） Sakuyama, T. et al., 2014, J. Petrol. 55, 1083-1128.
6） Iwamori, H., 1991, JGR. 96, 6157-6170.
7） Iwamori, H., 1992, JGR. 97, 10983-10995.
8） Mashima, H., 2009, JVGR. 186, 195-209.
9） Mashima, H., 2005, Isl. Arc 14, 165-177.

10） Higo, T. & Mashima, H., 2004, GRL. 31, L03604.
11） Arai, S. et al., 2001 Sci. rept. Kanazawa Univ. 46, 9-38.
12） Mashima, H., 2009, Lithos 112, 351-366.
13） Richard, G. C. & Iwamori, H., 2010, PEPI. 183, 280-287., 
14） Sanders, A. D. et al., 1997, in Large Igneous Provinces 45-

93 (AGU).
15） Storey, M. et al., 1997, in Large Igneous Provinces  95-122 

(AGU).
16） Kuritani, T. & Nakagawa, M., 2016, G-cube 17, 4032-4050. 
17） Brenna, M. et al., 2015 Bull. Volcanol. 77, 7 doi:10.1007/

s00445-014-0896-5.
18） Hirano, N. et al., 2006, Science DOI: 10.1126/science. 

1128235.
19） Nakada, M. et al., 1997, EPSL. 146, 415-429.

源と思われなかったかもしれない」という人もいる．プチスポ
ットは「適切な学術用語の提案とはどのようなものか？」とい
う点からもプルーム論争で興味が持たれている．

おわりに
　プルーム論争の具体例として，日本周辺のアルカリ玄武岩に
ついての成因モデルを紹介した．能動的マントルダイアピル説，
ウェットプルーム説，超背弧火山活動説，プレート説，プチス
ポット説など，さまざまなモデルが提案されている．このよう
に様々なモデルが提案される理由は二つにまとめられる．一つ
は初生マグマ組成の見積もりの問題である．北西九州玄武岩は
その他の地域と比較して鉄に富んでいるが，その原因を結晶分
化と考えるか，鉄に富む起源マントルと考えるかで導かれるモ
デルが異なる．火成岩岩石学ではFo = 90程度のカンラン石を
含むマントルを典型的なマントルと仮定することが多い．前稿
で紹介したとおり，マントルトモグラフィに表れた低速度異常
はマントルの化学組成や岩相の不均一によっても説明が可能で
あり，実際のマントルは多様な組成を持っている可能性がある．
もう一つは，Nb負異常のような沈み込み帯玄武岩と共通する
特徴の説明である．沈み込むスラブ由来の流体の直接関与と考
えるか，付加作用によって成長した地殻や最上部マントルなど
の沈み込み帯リソスフェアの関与と考えるかの違いである．レ
オロジーモデル計算の結果19）を見ると，リソスフェアの関与の
有無を考慮する必要があるのではないだろうか．これは東北日
本背弧側の玄武岩にも共通する問題であり，日本周辺のアルカ
リ玄武岩の成因を考察することによって，OIB型玄武岩の成因
論と沈み込み帯玄武岩の成因論がリンクしてくる．今後の研究
の進展が期待される．
　今回紹介した日本周辺の玄武岩は，背弧海盆である日本海の
拡大後に活動したものであるが，プルームが背弧拡大に関わっ
たのではないかという議論も存在する．日本海拡大のテクトニ

　本年 7 月に発生し九州北部豪雨等災害により被害を受けら
れた皆様に，心よりお見舞い申し上げます．
　日本地質学会では，災害救助法適用地域で被災された会員
の方々のご窮状をふまえ，申請により会費を免除いたします．

「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用
地域に該当する会員のうち，希望する方」は 2017 年度（平
成 29 年度）もしくは 2018 年度（平成 30 年度）会費を免除
いたします．　適用を希望される会員は，1. 会員氏名，2. 被
災地，3. 被災状況（簡潔に）を添えて学会事務局にお申し出
下さい（郵送，FAX，e-mail、電話のいずれでも可）．締切は，
2017 年 10 月 31 日（火）までといたします．

※ 通常の会費払い込みについては，「2017 年会費払い込みに
ついて」（ニュース誌 1 月号または学会 HP）をご参照下さ
い．

※ 災害に関連した参加費の特別措置：九州北部豪雨で被災さ
れた会員の方々（災害救助法適用地域に居住している方）
のご窮状をふまえ，申請により大会参加登録費を免除いた
します．該当される方は，必ず事前参加申込手続き前に学
会事務局に申請して下さい（1. 会員氏名，2. 被災地，3. 被
災状況（簡潔に）を添えて学会事務局まで．郵送，メール
いずれも可）．

（注 1）免除の対象は大会参加登録費に限ります．巡検，懇
親会等その他の費用は対象となりません．

（注 2）事前参加申込の場合に対してのみ適用しますので，
当日会場での申請は受付ることができません．

2017 年 8 月 1 日

一般社団法人　日本地質学会
〒 101-0032 東京都千代田区岩本町 2-8-15 井桁ビル
Tel.03-5823-1150，Fax.03-5823-1150
e-mail　main@geosociety.jp

災害に関連した会費の特別措置のお知らせ
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☆中部支部

報告

2017年中部支部年会
（総会・シンポジウム・研究発表会）報告
　中部支部では各県持ち回りで支部年会を開催し，県幹事を中
心としてその県の地質に関係したシンポジウムや巡検を企画
し，開催運営を行っている．今年は新潟県が開催県で，6月17
日（土）に新潟県糸魚川市フォッサマグナミュージアムにおい
て，2017年中部支部年会・シンポジウム・研究発表会（個人講
演）を開催した．新潟大学理学部地質科学教室，糸魚川市，糸
魚川市教育委員会，糸魚川ジオパーク協議会，佐渡市教育委員
会に共催をいただき，新潟大学理学部，新潟大学災害・復興科
学研究所，新潟大学自然科学系附置 地球環境・地球物質研究
センター，新潟大学自然科学系附置 形の科学研究センターに
後援をいただいた．特に，糸魚川市，糸魚川市教育委員会には
開催全般について多大な支援をいただき，佐渡市教育委員会に
は講師を派遣していただいた．ここに記して深謝いたします．
また，シンポジウムと研究発表会は，技術士の継続教育（CPD）
事業とした．年会の参加者数は総会・シンポジウム・研究発表
会を合わせて55名（会員39名，会員外16名）であった．

総会（6月17日10:30–11:30）
　新潟県幹事の豊島会員の議長のもと，参加者18名（内，学生
5名），委任状61名で開催された．2016年支部活動報告として，
ふじのくに環境史ミュージアムおよび静岡大学地殻マントル変
動フォーラムとの共催で行われた中部支部年会の総会，シンポ
ジウム，研究発表会（6月11日，ふじのくに地球環境史ミュー
ジアム）と地質巡検（6月12日，安倍川源流部一帯）の報告が
なされた．また，2016年度決算と同年度会計監査報告が承認さ
れた．さらに，2018年年会を山梨県で開催することが承認され
た．続いて，名古屋大学で開催予定の2020 年日本地質学会学
術大会について，中部支部として学会の開催・運営や巡検案内
書編集委員会などを支援していくことが確認された．さらに，
巡検だけでなく技術交流なども含めて，応用地質学会中部支部
とCPD事業を共催することが承認された．また，2017年4月8日
付の一般社団法人日本地質学会理事会による「巡検時等におけ
る車両運行指針」に関連して，中部支部大会での巡検時に使用
する車両について議論し，中部支部としてはなるべく巡検を続
けていく方針を確認した．なお，2017年中部支部年会の地質巡
検は，「巡検時等における車両運行指針」を受けて，中止とし
た．続いて，日本地質学会125周年事業に向けて，中部支部は
全面的に協力し，協力方法を考えていくことを承認した．さら
に，「県の石」の出版物についての情報交換を行い，情報伝達
や情報共有に問題があったことが明らかとなった．今後の出版

物作成などの企画について，中部支部として協力体制を作るこ
とが承認された．

シンポジウム「地質学とジオパーク ―現状と今後の課題―」
（13:00–15:05）
　糸魚川市フォッサマグナミュージアム3名，糸魚川ジオパー
クガイド1名，佐渡市教育委員会社会教育課ジオパーク推進室1名
の方々を講師として，一般市民の参加も受け入れたシンポジウ
ムを開催した．司会は糸魚川市フォッサマグナミュージアムの
竹之内耕会員である．最初に，糸魚川市フォッサマグナミュー
ジアムの大沢喜昭館長から開会のご挨拶をいただいた．シンポ
ジウムでは，まず，ジオパークにおける地質学と市民を結びつ
ける仕組みや，糸魚川ジオパークによる地域振興に向けた取り
組みの事例について報告がなされた．続いて，大学とジオパー
クが協力した研究活動の例，糸魚川ジオパークが展開する教育
活動（学校教育・社会教育・防災教育）の例，市民ガイドによ
るジオパークを活用した研究・教育活動が報告された．その後，
ジオパーク活動を行う中で連携してきた大学や研究者，地質学
に関する佐渡ジオパークの取り組み事例などが報告された．総
合討論では，ジオパークと研究者，市民との関係について活発
な議論がなされたが，内容については紙面の都合上割愛する．

研究発表会（口頭・ポスターによる個人講演； 15:20–17:15）
　50名以上の参加者の中，口頭発表５件，ポスター発表15件

（内，大学院生13件）の発表が行われた．今年は，中部地域の
地質に限らず，多様な地域（九州，四国，東北，小笠原前弧，
インド洋，オマーン，南極など）の地質を題材とした発表とと
もに，マントル掘削計画や酸素同位体分析システムに関する発
表もなされた．多くの発表について活発な議論がなされ，予定
時間をオーバーした．中部支部会員が，中部地方のみならず，
世界的に活躍している様子がうかがわれた．

懇親会（18:00–）
　今年は，糸魚川市青海中学校セミナーハウスにおいて懇親会
を開催した．新妻信明会員の乾杯の音頭を合図に，約30名の参
加者が歓談を楽しんだ．参加者は，静岡大学・名古屋大学・新
潟大学の大学院生，静岡大学・信州大学・富山大学・名古屋大
学・新潟大学の教員，地方自治体職員，各種法人職員や退職さ
れた大学教員など，幅広い年齢層・職種にわたり，楽しい懇親
会となった．

（中部支部新潟県幹事，新潟大学理学部地質科学教室　豊島剛志）

中部支部に関するお問い合わせは，下記中部支部事務局　須藤　
斎まで．
〒464-8601　名古屋市千種区不老町　名古屋大学理学部地球惑
星科学教室気付
TEL 052-789-2535, E-mail suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp

支部コーナー

写真１　研究発表会（口頭発表）の様子（撮影：
糸魚川市フォッサマグナミュージアム　茨木洋
介）
写真２　研究発表会（ポスター発表）の様子（撮
影：糸魚川市フォッサマグナミュージアム　茨木
洋介）
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　2017年6月14日〜 16日，国際シンポジウム「IGCP630：ペル
ム紀−三畳紀気候環境極端事件と生物の応答」が東北大学にお
いて開催された．シンポジウム後，16日〜 18日に葛生・歌津
地域の2コース，19日〜 20日に安家地域の計3つの巡検が行わ
れた．本稿では，シンポジウムと安家巡検の様子を報告する．

シンポジウム
　3日間にわたって行われたシンポジウムには，中国，イギリ
ス，アメリカ，インド，イスラエル，カナダなどから総勢約50
名の研究者が参加した（写真1）．ペルム紀−三畳紀境界 （P−
T境界） について，50件以上の口頭発表と10件以上のポスター
発表により，最新の研究成果が報告された．さらに，P−T境
界の事象に対する理解を深めるために，三畳紀−ジュラ紀境界
や白亜紀の海洋無酸素事変（OAE）など，他の顕生代のイベ
ントや先カンブリア時代を対象とした発表も行われた．また，
それらに対するアプローチは古生物学，無機地球化学，有機地
球化学など様々であった．P−T境界について最新の情報に触
れるとともに，他の時代の類似した現象についても知ることが
できた．口頭発表の一部は，東北大学で地球科学を専攻する学
生に対して公開された．2日目の午後には，東北大学理学部自
然史標本館の見学時間が設けられ，標本館内でシンポジウム後
に行われる巡検の対象地域に関する説明がポスター発表形式に
より行われた．最終日にはSkypeによるプレゼンテーションも
行われ，国内の学会において英語で行われるセッションとは違
った雰囲気を味わうことができた．
　口頭発表や質疑応答を聴きながら，ここに集まった研究者を
含めた世界中の研究者が，P−T境界の事象に対する概念や認
識を現在作り上げているところなのだ，ということを感じた．
また様々な話題に触れたことにより，自分が研究している日本
で見られる遠洋性深海堆積物についての研究の位置付けを改め
て認識した．P−T境界の研究に対して，自分はどのような貢
献ができるのかを，さらに意識するようになった．

安家地域巡検
　巡検は19，20日に岩手県岩泉町安家地域において行われ，ジ
ュラ紀付加体からなる北部北上帯の，P−T境界層を含む遠洋
性深海堆積物の露頭を観察するコースであった．引率者は，高
橋聡先生（東京大学），山北聡先生（宮崎大学），武藤俊さん 

（東京大学）の3名であった．参加者は中国，イギリス，イスラ
エルなどの研究者・学生19名で，日本からの参加は筆者のみで
あった．ほとんどの参加者は葛生または歌津巡検に引き続いて
の参加であった．18日夕方に，新幹線で盛岡へ移動し，夕食は
本格的な盛岡冷麺をいただいた．麺の原料や冷麺に載っている
スイカを食べるタイミングについてなどの話をして，楽しい時
間を過ごした．
　巡検1日目，バスで盛岡から北上し，岩泉町に向かった．梅

雨入りの直前で，快晴に恵まれ，心地よい気候だった．途中で
休憩を取った袖山高原では，風車や放牧されている牛が見える，
美しい景色を楽しむことができた．1日目の見学地は，安家川
上流，奥岩泉線という林道沿いの露頭であった．最初に，酸化
的な環境を示唆する赤紫色のペルム紀深海チャートを観察し，
次に中期ジュラ紀の泥質岩を観察した．この泥質岩は，変成を
被っているため同定可能な放散虫の抽出が困難であったが、こ
れに含まれる炭酸マンガンノジュール中の放散虫は保存状態が
良く，それらに基づいて年代が決定された．さらに，林道を進
み，今回の巡検のメインともいえるP−T境界層の露頭を観察
した （写真2）．この安家森の南東約1 kmにあるP−T境界層は，
当時東北大学の大学院生だった高橋先生らの研究チームにより
発見され，Takahashi et al.（2009）で報告された露頭である．
ペルム紀のチャートから珪質粘土岩，三畳紀の黒色粘土岩が連
続的に露出し，P−T境界における海洋環境変動が記録されて
いる貴重な露頭である．6つあるP−T境界層の露頭の内，露頭
条件が良く，詳細に研究されているAkkamori-2セクションに
ついて，高橋先生の説明を聞きながら詳しく観察した．高橋先
生からは，ペルム紀末の絶滅境界，Hindeodus parvusの産出
した層準（三畳系の基底にあたる）の位置や，有機炭素同位体
比，酸化還元敏感元素の濃集度合いの変化などについての説明
があった．高橋先生特製の霧吹きのような秘密兵器で、層理面
に垂直に磨いた露頭に水をかけると，絶滅境界にあたる層準で
色が変化している様子がはっきりと確認できたことが印象的で
あった．参加者はこの露頭を観察しながら，2億5000万年前の
深海の様子に思いをめぐらせているようであった．
　コノドントを専門にしている参加者も多く，山北先生，武藤
さんと一緒に各露頭でコノドントを探した．山北先生がコノド
ントの種名を言うと，この地域の地質に馴染みがないはずの海
外の研究者が一斉にうーんと頷き，話題が広がっていく様子を
見ながら，示準化石の重要性を実感した．夜は葛巻の宿舎に泊
まり，前日と同様に夕食を楽しんだ．
　2日目は，龍泉洞の近くを通り，安家川沿いの大鳥地域に到
着した．ここでは，環境の変化を示唆する色の変化する石炭紀
からペルム紀のチャート，P−T境界の露頭，三畳紀の灰色チ
ャートまでの深海堆積物の露頭を観察した（写真3）．1日目と
同様に，コノドント探しも行われた．P−T境界層は，露頭は
連続しているものの風化の影響を強く受けたり，構造的な擾乱
によって連続層序でなかったりすることから，1日目に観察し
た奥岩泉線沿いの露頭の保存状態の良さを再認識した．見学を
終えた後は，岩泉町役場の安家支所で昼食を取らせていただい
た．その後，バスで盛岡駅に戻り，巡検は終了した．
　巡検中，参加者は英語での会話に加わることに躊躇していた

IGCP630シンポジウム＆巡検参加報告

東京大学大学院工学系研究科
システム創成学専攻博士課程2年

矢野萌生

院生コーナー

写真1　シンポジウム参加者の集合写真
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　メインで巡検を進めてくださった高橋先生は，参加者に気を
遣いながら，空気を盛り上げ，アクシデント（とまでいかない
が，不測の事態）に次々と対応していた．他の2名の引率者と
ともに，この巡検をスムーズに運営された．また，岩泉町の
方々には，露頭の周りの雑草を刈って観察しやすくしていただ
いたり，バスを手配していただいたりと，様々な便宜を図って
いただいた．この場をお借りして，3名の引率者と岩泉町の方々
のご尽力に心から感謝いたします．

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）

筆者に対しても，気さくに話しかけてくれた．まずは時代，岩
石，そして研究のアプローチと順に話すことによって，お互い
に理解することができた．反面，自身の英語力不足を痛切に感
じた．中国から参加していた学生や若手研究者とは，研究の内
容だけでなく，中国における地質学者の社会的地位（の変化）
や女子学生，女性研究者の数など，研究に関する環境について
話すことができた．このような時間が持てるのは，巡検ならで
はのことだと思った．
　1日目に観察したAkkamori-2セクションは，三陸ジオパーク
のジオサイトの一つに指定されている．学術的に重要であるこ
とに加え，露頭が林道沿いに出ており，車で露頭の近くまで行
けることなどから，ジオサイトとしての価値も高いと思った．
さらに，大量絶滅という多くの人の関心を集めるテーマと直結
していることから，アウトリーチにも貢献し，地域にも大きな
影響を与えていると思われる．この安家森の露頭が，今後不適
切なサンプリングにより破壊されることなく，自然な形で保存
されてほしい．

院生コーナー

写真2（左）　1日目，Akkamori-2
セクションを観察する様子
写真3（右）　2日目，大鳥地域で
の集合写真（柳澤さん撮影）

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

東京大
学　地

球惑星
環境学

科

コース
修了記

念

学会オリジナルフィールドノート　好評発売中！

名入れサービス承ります

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

卒業記念やイベントでのグッズに！
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　日本地質学会名誉会員，相原安津夫先生は，平成29（2017）
年4月30日夕刻，内因性疾患のため，福岡市高宮のご自宅にお
いて逝去されました．享年86歳でした．石炭をこよなく愛され，
わが国における石炭地質学，有機岩石学の分野で学会を常にリ
ードされて来られた先生のご功績を偲び，深甚なる感謝を捧げ
つつご冥福を心から祈り，ここに追悼文を捧げます．
　先生は昭和5（1930）年5月28日，東京都でお生まれになりま
した．昭和29年に東京教育大学理学部地質学鉱物学科を卒業後，
三井鉱山（株）（動力炉・核燃料開発事業団出向，サンコーコ
ンサルタント（株）兼務）を経て，昭和49（1974）年に九州大
学理学部地質学科石炭地質学講座の助教授として着任され，昭
和62（1987）年に同講座の教授に昇任されました．平成2

（1990）年，学科改組により新たに誕生した有機地球科学講座
の教授を担われたあと，平成6（1994）年3月に定年により退職
されました．この間，学内では石炭研究資料センターの委員と
して長年にわたりセンターの運営に寄与されるとともに，自然
災害科学西部地区部会事務局を引き受けられたほか，その専門
的立場から，地質調査技師試験委員，石炭資源開発基礎調査委
員，鉱害調査委員，和解仲介委員，石炭採掘技術検討委員会委
員を努められ，わが国の主要産炭地であった北部九州の地域的
諸問題の解決にあたっても大きく貢献されました．国際的には，
国際石炭岩石学委員会（ICCP）の委員として，変動帯におけ
る炭田形成や有機変成に関わるわが国の地質特性を紹介すると
ともに，内外の情報や研究動向の紹介・宣伝に積極的に携わり，
新たなアソシエイトメンバーの導入に努められました．また，
日本エネルギー学会西部支部部会長，平成4年から平成7年にか
けて日本応用地質学会九州支部長を歴任され，退職後は，（株）
ダイヤコンサルタント顧問，国際協力事業団のインドネシア派
遣専門家，福岡教育大学非常勤講師を勤められました．
　九州大学在職中の20 年間で，理学部および教養部の教育に
尽力されたほか，国内外10以上の大学で非常勤講師として石炭
地質学の講義をされました．数多くの学部学生および大学院生
の教育に情熱をもってあたられ，卒業生は地質学関係の教育界，
建設省などの官庁，石炭及び石油関連会社，応用地質関係の民
間会社で幅広く活躍しています．

　遡って，1960年代初めにカナダ・豪州における石炭資源調査
に従事され，特に豪州大向斜炭田（ボーエン炭田）の資源調査
は，その後の炭田開発や日本への石炭安定供給の基礎を築いた
といえます．その業績が評価され，燃料協会（現日本エネルギ
ー学会）および鉱山地質学会（現資源地質学会）の技術賞を受
賞されております．
　先生は，1970年代，石炭地質学・有機岩石学への石炭顕微鏡
的手法導入の重要性を指摘されるとともに，ランク指標として
の輝炭（ビトリナイト）反射率にいち早く着目され，詳細な野
外地質情報に基づくランク解析を開始されました．その対象は，
北海道と西南日本に分布する諸炭田に加え，九州の秩父帯中生
界や四万十帯の非夾炭砕屑岩層にも及び，埋没被熱史と地質構
造形成の関係，地帯熱構造と古地温環境の解析など，変動帯に
おける地球科学的諸課題の解明に邁進されました．数ある業績
の中でも特に，低熱流量域の北海道日高前縁沈降帯新生界にみ
られるランク勾配（深度に対するランク上昇率）の著しく低い
低温高圧の有機変成パターンと，高熱流量域にあたる西南日本
弧内帯諸炭田新生界のランク勾配の高い高温低圧の有機変成パ
ターンという対照的なパターンを見いだされ，それらが異なる
プレートが沈み込む島弧の地殻熱構造の反映であるという見解
は，海外においても注目され，日本列島への関心を惹起したこ
とは御承知の通りであります．こうした先生の研究成果の一部
は，岩波書店の「地球科学14地球の資源／地表の開発」や「日
本の堆積岩」の中で触れられており，これらのテキストは石炭
岩石学を学ぶ者にとってのバイブルとなっています．
　先生とは昭和50（1975）年秋，博多湾に浮かぶ能古島での野
外実習でご指導を受けて以来，三池有明鉱，同じく三川鉱への
入坑，佐世保炭田，筑豊炭田をはじめ様々なフィールドへの巡
検に同行させていただきました．その折々，炭鉱の現場を熟知
された先生から興味尽きない様々なお話しを伺えたことは私の
貴重な宝となっています．人との触れ合いを大切にされる先生
は，誰に対しても穏和な表情で話しかけられ，周囲を惹き付け
て止まない先生の包容力と優しさは，研究室の枠を越え，多く
の学生から信頼されていました．また，先生は何事にも工夫す
ることがお好きで，それは測定装置（検流計）や手作りの電源
装置にも及び，時には先生の頭の中にしかない機器マニュアル
を解読する必要に迫られたこともありました．平成6（1994）
年11月，応用石炭組織学会主催のもと，九州大学国際ホールで
開催された「石炭組織学国際シンポジウム・福岡1994」におい
て，会場横のエントランスホールに石炭顕微鏡を備えられ，海
外の研究者と日本炭の組織について熱く議論されていたお姿
が，いつも白衣を着て石炭ブリケットを研磨されていた往時の
先生のお姿とともに瞼に浮かんでいます．
　先生が一般の読者向けに上梓された「石炭ものがたり」（青
木書店）のあとがきの中に，「みなさんは，将来，石炭に触れ
る機会がないとしても，石炭がみなさんの周囲に姿を変えて存
在していることを見抜けるほどの広い視野と広い心を持った，
正しい判断のできる有能な青年になれると信じて疑いません．」
と述べられています．地球の掛け替えのない財産である石炭に
対する先生の思いを心に刻みながら，先生が拓かれた道をさら
に発展させることを心に誓い追悼の言葉とします．
　相原先生どうか安らかに，そしていつまでも私たちを見守っ
ていてください．ありがとうございました．

相原安津夫先生の門下生を代表して
千々和一豊（山口大学教育学部）

追　悼

名誉会員　相原安津夫先生を偲ぶ
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C A L E N DAR
2017. 8 ～

　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
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

（共）海底火山研究国際シンポジウム
9月20日（水）14:00 ～ 18:00
場所：国立科学博物館本館2階講堂
申込締切：9月13日（水）
http://www.kahaku.go.jp/news/2017/
seamount/

○女子大学院生・ポスドクと産総研
女性研究者との懇談会 in 名古屋
9月25日（月）13:15 ～ 17:00
会場：産業技術総合研究所 中部センター
OSL棟 連携会議場
参加費無料・事前申込制（定員60名）
申込締切：9月15日（金）
https ://uni t . a i s t .go . jp/d ivers i ty/ ja/
event/170925_div_event.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）

（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
○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
http://anthrop-meeting.sakura.ne.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）
http://www.dmr.go.th

○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/

○地質学史懇話会
12月23日（土）13:30 ～ 17:00
場所：北とぴあ8階803号室（東京都北区王
子）
 ・ 平田大二「日本の自然史系博物館を考え

る」
 ・ 藤岡換太郎「相模湾の散策：日本の三大深

海湾の謎を探る」
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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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