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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 Japan̶　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，（売り切れました）
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，（売り切れました）
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．
クリアファイル：学会創立125周年記念オリジナル．A4対応両面カラー．3枚１セット500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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12月 December 1月 January

年末年始休業：12/29-1/4

日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます

募集期間：2017年12月20日～2018年２月９日
推薦できる人：日本地質学会会長・副会長，理事，専門部会長
名誉会員候補となる人：75 歳以上の日本地質学会会員

地／献貢な著顕のへ学質地，，，ばえ例：件条るなと補候かほ のそ
質学会の運営と発展への貢献／教育現場や企業などでの活動
を通じた地質学の普及と振興への貢献など

＊上記「推薦できる人」以外の会員は，候補者を直接推薦するこ
とはできませんが，「推薦できる人」への情報提供をすることが
できます．

名誉会員推薦委員会　松田博貴

正・副会長候補者の意向調査実施中

意向調査の回答締切：

2018年１月８日（月）＊消印有効

詳しくは，お手元の郵便物（11月下旬発送）をご確認下さい．
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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

うみコン2018　海と産業確信
コンベンション：ブルーアースと

ビジネスの融合

最新の技術や情報を共有・融合し，海洋産業
の振興・活性化につなげるため，研究やビジ
ネスに携わる人が一同に会する機会を作りた
い．そうした思いから，産官学の連携組織

「海洋都市横浜うみ協議会」によって企画さ
れた新たなコンベンションです．海洋に関す
る企業・研究機関・大学などが集積する横浜
に，技術・研究成果・情報・製品が集結しま
す．さまざまな関係者との交流やビジネスの
きっかけ作りに，ご来場下さい．

日時：2018年1月16日（火）〜 17日（水）
　　　10:00 〜 17:00
場所：大さん橋ホール（横浜港大さん橋国際
客船ターミナル内）
入場無料
主催：海洋都市横浜うみ協議会・横浜市・海
洋研究開発機構（JAMSTEC）・海と産業革
新コンベンション実行委員会

［同時開催］ブルーアースサイエンス・テク
2018
1月16日（火）〜 17日（水）
JAMSTECが所有する研究船および深海調査
システムを利用した研究成果を公表し，研究
分野の枠を越えた情報交換を行う場を提供す
るとともに，研究機関・大学・行政機関・企
業と連携した海洋産業振興に資する連絡・交
流の機会創出を目的に開催します．

問い合わせ先：
うみコン実行委員会事務局
電話：045-663-9151
http://yokohama-umi.jp/

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

公募

山梨県富士山科学研究所非常勤
研究員（火山防災研究部）募集

採用予定人員：1名
募集職種：非常勤研究員（火山学研究に関す
る分野）

雇用期間：平成30年4月1日から平成34年3月
31日を予定．ただしこの間にあっても年度ご
との更新制なる．
報酬等：県の正規研究職に準じて積算された
額を支給する．
応募資格：次の各号に該当し，地方公務員法
第16条規定を準用た欠格事項ない者．
①火山地質学，岩石学等の火山に関する物質
科学，火山学のいずれかについての専門的知
識を有し，富士山を研究拠点として研究を遂
行できる者又は，火山防災マップ・ハザード
マップに関する研究または火山防災情報の発
信に関する仕組みの構築にとりくめる者．
②火山災害に対する減災対策，防災教育等が
遂行でき，火山防災に関する研究機関とネッ
トワークが組める者．
③博士の学位を有する者，またはこれに準ず
る業績を有する者．

採用予定：平成30年4月1日
書類提出締切：平成30年1月26日（金）必着

提出書類の詳細等詳しくは，WEBサイトを
ご参照ください．

書類提出先・問い合わせ先
〒403-0005　山梨県富士吉田市上吉田字剣丸
尾5597-1
山梨県富士山科学研究所　総務課
TEL：0555-72-6211
URL：http://www.mfri.pref.yamanashi.jp/

日本地質学会に寄せられ
た候補者の募集・推薦依
頼等をご案内いたしま
す．

各賞・
研究助成

第49回（平成30年度）
三菱財団自然科学研究助成

助成の趣旨：近年の自然科学の進歩はめざま
しく，各学問分野の研究の深化はもとより分
野間の相互作用によりつぎつぎに新たな研究
領域が誕生しつつあります．このような状況
のもとで自然科学のすべての分野にかかわる
独創的かつ先駆的研究を支援します．さらに
既成の概念にとらわれず，新しい発想で複数
の領域にまたがる研究に対しても大きな期待
をよせ，助成します．

助成総額：約3億円（1件2千万円以内）

応募期間：平成30年1月10日（水）～2月7日
（水）（必着）

【申込書提出先】
公益財団法人　三菱財団事務局
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番1号
三菱商事ビルディング21階
Tel．03-3214-5754
Fax．03-3215-7168

応募方法の詳細は，HPをご参照下さい．
http://www.mitsubishi-zaidan.jp

2019年度第20回地震火山こどもサマースクール
開催地候補募集

　地震火山こどもサマースクールは，日本地質学会，日本地震学会，日本火山学会と
地域自治体や団体が共催する，小・中・高校生を対象とする地球科学関連の体験学習
講座です．2017年度は熊本県益城町で開催し，地元の小・中・高校生が参加してくれ
ました．2018年度は東京都伊豆大島で開催予定です．今回は，2019年度の開催地の募
集を行います．

募集期間：2018年1月9日（火）～2月16日（金）

募集の詳細詳は，下記をご覧ください．．
（URL）http://www.zisin.jp/opp/gold_summerschool2019_koubo.html
過去の開催の様子は，下記をご覧ください．

（URL）http://www.kodomoss.jp/
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C A L E N DAR
2017.12～

　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
■12月　December

（共）第27回環境地質学シンポジウム
12月1日（金）〜 2日（土）
会場：日本大学文理学部
http://www.jspmug.org/

○地球化学研究協会「公開講座」お
よび「三宅賞」受賞者の受賞記念講
演
12月2日（土）14:40 〜
場所：霞が関ビル35階東海大学校友会館
http://www.geochem-ass-miyake.com/

○第17回東北大学多元物質科学研究
所研究発表会
12月4日（月）〜 5日（火）
会場：東北大学片平さくらホール
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/
event/meeting/2017/

○東北大学多元物質科学研究所イノ
ベーション・エクスチェンジ2017
12月5日（火）13:00 〜 18:30
会場：東北大学 片平さくらホール
参加申込締切：11月27日（月）
http://www2.tagen.tohoku.ac.jp/general/
event/Innovation_Exchange/2017/

○地質調査総合センター（GSJ）第
28回シンポジウム

「地圏資源環境の研究ストーリー：社会へつ
なげる研究を目指して」
12月7日（木）13:30 〜 17:30
場所：秋葉原ダイビル・コンベンションホール
ht tp s : / /un i t . a i s t . g o . j p /g e o r e s env/
information/20171011.html

★第17回四国支部総会・講演会・巡検
12月16日（土）〜 17日（日）
総会・講演会
16日（土）11:00 〜 17:00
場所：愛媛大学メディアセンター
巡検「道後のHigh-Mg安山岩」
17日（日） 8:30 〜 11:30
http://www.gsj-shikoku.com/research.
html#cont03

★日本地質学会市民講演会（四国支
部後援）

「地質学を活用して地域イノベーションを共
創しよう」
12月17日（日）13:30 〜 15:30
会場：愛媛大学南加記念ホール
http://www.gsj-shikoku.com/research.
html#cont03

○日本学術会議公開シンポジウム
2017年九州北部豪雨災害と今後の対策
12月20日（水）10:00 〜 17:30
場所：日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/07_event/171220sympo/ 
20171220sympo_leef.pdf

○地質学史懇話会
12月23日（土）13:30 〜 17:00
場所：北とぴあ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」

2018年
■1 月　January
○日本学士院　ダン・マッケンジー
客員教授来日記念講演

「創始者が語るプレートテクトニクス50年」
1月11日（木）14:30〜
場所：日本学士院会館（東京・上野）
聴講無料・定員150名（要申込，先着順）
英語講演（逐次通訳付）
http://www.japan-acad.go.jp/japanese/
news/2017/112201.html

○うみコン2018
海と産業確信コンベンション：ブルーアース
とビジネスの融合
1月16日（火）〜 17日（水）10:00〜17:00　
場所：大さん橋ホール（横浜港大さん橋国際
客船ターミナル内）
入場無料

［同時開催］ブルーアースサイエンス・テク
2018
http://yokohama-umi.jp/

■2 月　February
○（後）人と自然の博物館&県立大学
自然・環境科学研究所25周年記念フ
ォーラム

「日本の恐竜時代を探る！」
2月18日（日）13:00 〜 17:30
場所：人と自然の博物館 ホロンピアホール

（兵庫県三田市弥生が丘）
定員300名（先着順）・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/

■3 月　March
○ProjectA ミーティング in 五島列島
3月3日（土）〜 7日（水）

3日（土）　一般講演会（五島市福江）
4日（日）〜 5日（月）研究発表会（五島市
奈留島）
6日（火）〜 7日（水）巡検 奈留島・久賀島 
ボートによる断崖海岸巡検
後援 五島市
参加費：大人 25,000円　学生 10,000円 
詳細は，http://archean.jp

★西日本支部平成29年度総会・第
169回例会
3月3日（土）〜4日（日）
場所：広島大学東広島キャンパス
講演申込締切：2月15日（木）
http : / /www.geosoc i e ty . j p/ou t l i ne/
content0025.html

○第1回文化地質研究会 総会・研究
発表会
3月10日（土）〜 11日（日）
場所：大谷大学（京都市北区）
講演要旨締切：12月31日
https://sites.google.com/site/bunkageology/

○第52回水環境学会（札幌）年会
3月15日（木）〜17日（土）
場所：北海道大学工学部（札幌市北区北13条
西8丁目）
参加申込：2月20日（火）締切
https://www.jswe.or.jp/event/lectures/
index.html

★関東支部「気候変動シンポジウム 
～激変する地球と災害リスク～」
横浜国立大学都市科学部共催
3月17日（土）13:00〜18:00
場所：横浜国立大学教育文化ホール大集会室
事前申込不要，参加費無料
http://kanto.geosociety.jp/
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紹　介

Geology underfoot in 
Yellowstone Country

Marc S. Hendrix著

2011年5月 , Mountain Press, Montana, 
USA, ISBN 978-0-87842-576-1. US$24.00.

　日本でも，最近は地学（地質学）関連の専
門書や一般書が多数出版されており，喜ばし
い限りである．地質学は百聞一見の要素が多
いので，概念的な理解よりも実物を見て触る
実習的な経験が理解を助ける．そこで，我々
がよく言う「巡検」（野外研究集会，実地学
習）が重要となってくる．昨今では一般市民
の関心も，環境，資源，災害などとの関連で
非常に高まっている．特に，ジオパークやた
とえば，「チバニアン」などの提案を通して，
行政も単なる町おこし・村おこしの範囲を超
えて，市民運動として定着していることは，
大いに喜ばしい．

　今回紹介する1冊は，それを一歩進めた巡
検案内書兼地域の地質紹介書である．範囲
は，アメリカ合衆国中央部の，主としてワイ
オミング州の北西端を中心とする，イエロー
ストン地域である．（合衆国最初の国立公園
として，また間欠泉としても有名なので，訪
れた方も多いことだろう）．
　著者は，ウイスコンシン大学，スタンフォ
ード大学などで学位を取り，現在はモンタナ
州のミズーラ（ミズーラ大洪水として有名な
場所）の大学で教鞭をとっている Marc 
Hendrix氏である．本書は，初めに現在の地
球のおおまかな歴史とテクトニクスの紹介が
あり，その後，地域を古い岩石・地層の出て
いる場所順に（プレカンブリア代の岩石・地
層から第四紀の氷河堆積物まで，また特にホ
ットスポットの火山とそれに関する地質現
象；最新の現象は，1959年のHebgen Lake地
震とそれによる巨大地すべりの紹介であ
る．），テーマ毎に具体的な露頭や景色とその
意義について，美しい地図，挿絵，写真と内
容のある文章で紹介している．それらは約
200 km四方の地域に20か所にも及んでいる．
特徴は，露頭へのアクセスと紹介，露頭の観
察方法と意義・解釈を詳しく述べている点で
ある．
　日本でも，地質学雑誌では，毎年の学会ご
との巡検案内書を出版することになってきた
ようである．アメリカ地質学会（GSA）で
も，年会ごとにField Guideシリーズを発刊
しており，すでに45号にも達している．それ
らは，ほとんど論文としての体裁をとってい
て，学問的には読みごたえはある．後半に
は，各露頭の詳しい説明も，また文献も網羅
されている．ピアレビューを経ているとのこ
とで，それ自体で研究論文として十分である
が，露頭に到達しにくいものも散見される．
それ一冊を持って行けば，誰でも簡単に露頭
に達することができ，「ああ，この露頭，こ
こからの景色で，このような学問的議論がさ
れているのだな」，と一般市民や初学者にも
分かるようなものは（かつての「日曜の地
学」，県単位の案内書（多くは教育関連の
方々の編集と思われる）を除いては），あま
り出版されていないように思われる．最近で
は，地質学会の主導で各地方の地方地質誌の
新版（朝倉書店）が出版されていて，大冊で
はあるが非常によくまとめられているものも

多いが，巡検案内書としては重すぎる．構造
地質学の有名あるいは重要露頭については，
編集者の努力で，「日本の地質構造100選」

（朝倉書店）が発刊されていて，海外での評
判もいいと聞いている（アメリカでは，101
選という類似の書物（同じMountain Press
からの“101 American geo-sites”）も出版さ
れている．この2冊には，露頭の緯度経度が
示されていて，到達可能なのも喜ばしい）．
　しかし，アメリカやイギリスでの多くの巡
検案内の多くは，日本のものと異なり非常に
サービス精神が旺盛であり（それは彼らの主
催する巡検に参加してみるとよい．実に温か
で心地よい教育的なホスピタリティー満載で
ある），案内書は要を得て簡潔，みごとな出
来栄えである．露頭へのアクセス方法ばかり
でなく，さまざまな注意事項も述べられてい
て，部外者，初学者にはありがたい．本書
は，上に述べたように，市民にもまた専門家
にも，もちろん学生にも，それ一冊で入門か
ら見学・研究の手始めとしての教育的役割を
果たしている．
　ここに紹介し，日本でも皆の努力によっ
て，野外地質の楽しみ，面白さを多くの人々
に味わってもらえるようになることを祈りた
い．なお，本書は，従来，各州や各地域ごと
のRoadside Geologyを 多 数 出 版 し て い る
Mountain Press（www.moutain-press.com）
からの出版であるが，最近では新しいカラフ
ルなバージョンが多数出版されてきた．合わ
せて紹介させていただく．

（小川勇二郎）

名誉会員　　藤井昭二（6月5日）　　　　正会員　　清水克己（3月25日）　　　林　唯一（8月12日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  磯部重光（4月6日）　 　　河原林育朗（8月31日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  吉村典久（6月6日）　 　　山田徳生（9月2日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  大矢規夫（6月8日）　　 　中村昭勇（10月12日）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　  松原　誠（7月10日）　　　山本高司（11月21日）

次の方々が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

訃　報

訂　正
　本年8月号「紹介」記事中の記載に誤りがあ
りましたので，訂正いたします．
Vol. 20, No. 8, 4ページ右段3行目
　『・・・その中で産総研の「地質百選」はそ
の先駆けであろう・・・』

　ここでいう「地質百選」は，「日本列島ジオ
サイト地質百選」（オーム社）をさしますが，
これは産業技術総合研究所（産総研）ではな
く，地質情報整備活用機構（GUPI）と全国地
質調査業協会連合会が選定した“日本の地質
百選”に関する解説書です．訂正してお詫び
いたします．

（著者）
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　IGCP 589 Development of Asian Tethyan 
Realm: Genesiss, Process and Outcomesの第
6回シンポジウムとそれに続く巡検が，2017
年9月29日〜 10月5日の日程で行われた．今
年が最終年度となる本プログラムは，後継の
プログラムとして西テチス区の地質現象も検
討対象に含めることを視野にいれ，「Western 
Tethys meets Eastern Tethys」というテー
マの下，ポーランドのクラクフ市で開催され
た．以下に，シンポジウムと巡検の概要を報
告する．

シンポジウム
　シンポジウムは9月29日，30日の2日間に分
けて行われ，29日は，Akademia Górniczo-
Hutnicza（AGH）University of Science and 
Technology（ 写 真 １） に て，30日 はPolish 
Geological Institute（National Research 
Institut, Carpathian Branch）にて開催され
た．シンポジウムの参加者は10カ国から36人
で，国別参加者の内訳は，ポーランド13人，
日本10人，中国4人，ロシア2人，タイ2人の
ほかスロヴァキア，イラン，パキスタン，オ
ーストラリア，イギリス，ハンガリーから各
1人であった．
　シンポジウムの初日は，ホスト役を務めた
Polish Geological InstituteのMichał Krobicki
博士によるオープニングアドレスに始まり，
途中ティーブレイクや昼食を挟んで9件の口
頭発表が行われた．口頭発表の中には，砕屑
性ジルコンのU-Pb年代と放散虫年代との整
合性を検証する研究（常磐哲也博士），後期
ペルム紀のEmeishan火成活動とペルム紀/三
畳紀境界の大量絶滅事変の関係を論じた研究

（Dr. M. Krobicki），さらには古生物地理学的
観点から古アジア海（Paleo-Asian Ocean）
の閉塞時期を見積もる研究（Dr. G. Shi）な
どがあり，質疑応答はもちろんのこと休憩時
間や昼食時間にも活発な議論が行われた．
　初日のすべての発表が終了すると，懇親会
の会場まで「Kraków urban geology」と題
してクラクフ市内の建材として使われている
石材の見学会が行われた．クラクフ市の南方
にはカルパティア山脈が位置しており，同山
脈を始めとした周辺地域からのデボン紀〜中
新世の様々な時代の岩石が石材として利用さ
れている（写真２）．途中，一般住宅の手す

りに使われている石材が石灰質であることを
示すため，案内者がそれに塩酸をかけはじめ
るという，参加者をざわつかせるようなハプ
ニングがあったが，クラクフ市は石材として
地質学が身近に存在しているということを実
感した．その後の懇親会ではポーランドの伝
統料理が提供され，参加者同士の交流も活発
に行われた．
　シンポジウム2日目の30日は，口頭発表が
12件，ポスター発表が6件行われた．前半は，
初日に引き続き各国の参加者による発表が行
われた．後半のセッションではポスト巡検の
内容に関連したポーランドの研究者による発
表が行われ，さらに今年で6年目となった本
プログラムの経過や，本プログラムの先駆け
となったIGCP-516からの11年間で解決され
た問題・未解決の問題などが議論された．口
頭発表に続くポスター発表では，日本人の学
生も発表し，アジア大陸縁辺におけるプレー
トの沈み込み方向（水戸創也氏）など活発な
議論が行われていた．夕方のビジネスミーテ
ィングでは，本プログラムに続くプロジェク
トとして東西テチス海収束域の比較をテーマ
にすることで話はまとまり，シンポジウムは
閉幕した．

ポスト巡検
　ポスト巡検は，スロヴァキアとの国境に近
い都市であるポーランド南部のザコパネを中
心に，10月1日〜 5日の日程で行われた．巡
検で見学するカルパティア山脈は，テチス海
西縁部でイタリア・バルカン半島からなるア
プリアン（Aplian）小大陸と北ヨーロッパプ
ラットフォームとの閉塞域に相当する．巡検
に参加したのは18人で，マイクロバス1台で
の移動となった（写真３）．
　巡検初日は，北ヨーロッパプラットフォー
ムとアプリアン小大陸の間に存在した海盆の
堆積物を観察した．この海盆はジュラ紀−白
亜紀境界前後に形成され，中新世に閉塞し
た．この堆積物は現在北ヨーロッパプラット
フォームの構造的上位にナップとして存在し
ており，Outer Flysh Carpathianと呼ばれて
いる．この日は，白亜紀ベリアシアン期−ア
ルビアン期の遠洋性石灰岩，黒色頁岩，砂岩
泥岩互層の露頭を見学し，海盆形成初期の堆
積環境を議論した．

学協会・研究会報告

IGCP 589 「アジアにおけるテチス区の発達」
第 6 回シンポジウム（ポーランド・クラクフ市）参加報告

　巡検2日目は，アプリアン小大陸に属する
Inner Carpathianの地質見学である．Inner 
Carpathianは，ヴァリスカン期に形成された
変成岩・花崗岩の上に中生代の堆積岩がナッ
プとして重なり，さらにそれらが中新世の堆
積岩に被覆されている．午前中は，ポーラン
ド−スロヴァキア国境のTatra山脈の一つの
ピークであるKasprowy Wierchに登り，変
成岩基盤と中生代の堆積岩からなるナップを
観察した．山頂の峰を作っているのは花崗岩
類と変成岩類である．山頂より西方には花崗
岩・変成岩類に衝上している三畳紀のドロマ
イトが観察できた（写真４）．下山後は，山
麓に分布する中新世の石灰岩の鉱山跡に向か
い，石灰岩の中にはヌンムリテスがよく観察
で き た． 夕 方 に は，Termy BUKOVINA 
resortという温泉施設を見学した．この温泉
は中生代の堆積岩のナップに沿ってしみ込ん
だ地下水が温泉となって湧き出たものであ
る．この温水を利用した設備や温水プールな
どを見学し，短いながらもスパライフを堪能
した．
　巡検3日目，4日目は，Inner Carpathianと
Outer Flysh Carpathianの 間 に 存 在 す る
Pieniny Klippen Belt（PKB）の観察である．
PKBは非常にせん断された地質体であるが，
ジュラ紀−白亜紀の遠洋性，半遠洋性堆積岩
が存在し，Outer Flysh Carpathianの堆積盆
とはCzorszyn Ridgeで境された別の海盆に
堆積した堆積岩からなる．巡検3日目は生憎
の悪天候で，ラフティングをしながら露頭の
見学をするというイベントは延期になってし
まったが，PKBの浅海部および深海部の岩
相 を 見 学 し た．PKBの 浅 海 部 に 当 た る

“Ammonitico Rosso Facies”の石灰岩は桃
色の石灰岩で，Czorsztyn城の基盤としても
使われ，そこではアンモナイト化石がよく観

冨永紘平（筑波大学生命環境科学研究科）

写真1　会場となったAGH University

写真2　彫刻として利用されているTatra山
脈のヴァリスカン期の花崗岩
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学協会・研究会報告

　IGCP（地質科学国際研究計画）608は，
2013年3月 にIGCP本 部 よ り 承 認 さ れ た，
2013-2017年に活動する5年間の国際共同研究
プロジェクトである．このプロジェクトでは
南アジアを含む東アジアと西太平洋地域を対
象に，白亜紀の古生態の実態とそれらの古環
境に対する応答を地質科学の広い視点から研
究・議論することを目的としている．
　この度，2017年10月23日（月）〜 27日（金）
の日程で，本プロジェクト最終回となる第5
回国際研究集会「白亜紀のアジア−西太平洋
地域の生態系システムと環境変動」が韓国済
州島の済州国際コンベンションセンターで開
催された．開催母体は第5回国際研究集会実

行委員会で，江原国立大学の鄭 大教 （Daekyo 
Cheong）教授が委員長を務められた．
　韓国本土の南西約130 kmに浮かぶ済州島
は同国最大の島（火山島）であり，「韓国の
ハワイ」とも呼ばれ，韓国では定番のリゾー
トアイランドでもある．また島の至る所に守
り神の「トルハルバン（石のおじいさん）」
が配置されるなど，島固有の文化と歴史に触
れられる．さらに，韓国初の世界自然遺産に
登録された「済州火山島と溶岩洞窟群」をは
じめ，火山島の厳しい自然環境が作り出した
景観と豊かな生態系は，済州島が国際的なリ
ゾート地として知られる所以となっている．
　本研究集会の前半は，10月23日〜 25日の日

察できた（写真５）．深海部の放散虫岩は，
黄灰色の珪質の岩石で層理がよく発達してい
る．巡検4日目は天候が回復し，ラフティン
グが決行された．船に乗りながら，PKBの
ジュラ紀末の石灰岩からなるTrzy Korony山
や， 層 序 が 完 全 に 逆 転 し た 構 造 を な す
Macelowa山などを見学した．下船後はご当
地名物のマス料理を味わった後、Homole 
Gorgeに入りPKBの複雑に褶曲した構造や，
微生物の集合体であるオンコイドを多量に含
む石灰岩を観察した．これらのオンコイド
は，当時の湧昇流による富栄養環境を反映し
ているということであった．

　巡検最終日はOunter Flysh Carpathianの
閉塞期にあたる暁新世の黒色頁岩・タービダ
イト層，および中新世の岩塩鉱山を見学し
た．有機物に富んでいる暁新世の黒色頁岩は
石油の根源岩となっており，世界でも最も古
い石油採掘の歴史を持つ．岩塩鉱山では本格
的な衣装に身を包み（写真６），岩塩の蛍光
や鉱山の開発の歴史，地下に作られた礼拝堂
などを見学した．
　ヨーロッパでの巡検が初めてである筆者と
しては，背景説明が非常に丁寧であったり，
ラフティングや温泉などのアトラクション的
な要素が多かったりなど，日本の巡検との相

違点を感じた．また，宿での朝食，出発時に
配られるランチボックス，レストランで食べ
る昼食，宿で食べる夕食という，1日4食のポ
ーランドスタイルの食事には心も胃袋も満た
された．日本ではあまり見ることができな
い， ア ン モ ナ イ ト 化 石 が 多 量 に 入 っ た
Ammonitico Rosso faciesの石灰岩をはじめ
閉塞した海洋の堆積岩を観察することができ
たことは貴重な体験であった．今後は，アジ
ア地域といった東テチス区のみならずヨーロ
ッパの西テチス区の構造発達史の解明や古生
物地理についても理解を深めていきたい．

程で「韓半島南西岸の格浦および海南堆積盆と
南岸の慶尚堆積盆における非海成相（白亜紀の
多様な恐竜足跡・卵化石相と湖成・河川堆積
相）」をテーマに，仁川から釜山に至るルート
で3日間の地質巡検が行われた．後半の26日〜
27日は済州島に移動し，シンポジウムと済州島
のジオサイトを巡る地質巡検が行われた．

国際シンポジウム
　10月26日に済州国際コンベンションセンタ
ーで開催された国際シンポジウムは，大韓地
質学会70周年記念2017年秋季地質連合大会と
の同時開催であった．巡検における案内人も
含め，10 ヶ国から約50名が参加し，シンポジ
ウム中の発表数は口頭発表が24件，ポスター
発表が11件であった．日本からの参加者は11
名であった．口頭発表では2件の基調講演には
じまり，Sedimentary Geology & Tectonics
とPaleontologyセッションが2会場に分かれ
て行われた．執筆者はPaleontologyセッショ
ンにおいてタイ国産の恐竜足跡群化石に関す
る発表を行った．
　本シンポジウムにおける参加者や発表者数は
決して多くはなかったが，大韓地質学会参加者

写真3（左上） 巡検参加者の集合写真．写真4（右上）
Inner Carpathianの花崗岩類をナップで覆う三畳紀
のドロマイト．写真5（左下）城の基盤に入っている
アンモナイト化石．写真6（右下）岩塩鉱山にて．

IGCP 608 第 5 回国際研究集会「白亜紀のアジア−
西太平洋地域の生態系システムと環境変動」（韓国・済州島）

The Fifth International Symposium of IGCP 608 “Cretaceous Ecosystems and 
Their Responses to Paleoenvironmental Changes in Asia and the Western 
Pacific”

髙津翔平（岐阜県博物館）・築地祐太（広島大学）
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学協会・研究会報告

左から，（写真1）シンポジウのム開会セレモニーにおける集合写真．（写真2）ポスターセッション会場の様子．

が口頭・ポスター発表会場に多数来場され，予
想以上の盛り上がりを見せていた．特にポスタ
ーセッションは，大韓地質学会のポスター会場
の一番人通りの多い入り口側で行われたため，
本国際シンポジウム研究集会の意義と多様な研
究テーマを周知させることができ，同時に，韓
国の研究者の方々が行っている旬な研究の数々
にもじかに触れることができた．ちなみに，ポ
スターは基本的にハングル文字で作成されてい
たが，我々はポスターの図や表，発表者の説明
を頼りに議論を行うことができた．
　翌27日は済州島内のジオサイトを廻る巡検
が行われた．済州島は2010年10月にユネスコ
世界地質公園（ジオパーク）に認証されてお
り，多様な火山地形と地質資源を備えている．
バスによる1日がかりの本巡検では，代表的な
以下の5 ヵ所を訪れた：水月峰 （Suweolbong 
Peak），山房山溶岩ドーム （Sanbangsan Lava 
Dome），天地淵の滝 （Cheonjiyeon Waterfall），
中分・大浦海岸の柱状節理（Columnar Joints 
at Jungmun Daepo Coast），および西帰浦の貝
化石層 （Seogwipo Formation）である．中で
も，大浦海岸の玄武岩質柱状節理の説明パネ
ルによると，18世紀半ばまでは玄武岩や柱状
節理は海の中の沈殿物であるとされ，特に柱
状節理は原始海洋において沈殿により作られ
た結晶と考えられていた．その後，火口より
流れ出た溶岩と柱状節理の連結部の発見から
柱状節理の形成要因が判明した．地質の説明
はもちろん，地球科学発展の経緯まで分かり
易く解説されており，「観光」と「学び」の
バランスの取れたジオパークであった．

活動年延長による2018年タイでの研究集会
　2016年の集会で提案のあったIGCP608プロ
ジェクトの1年延長に関して，本集会の閉会
講演でタイのメンバーにより，IGCP608 第6

回国際研究集会が2018年の秋にタイ東北部の
都市Khon Kaenにおいて開催する計画が紹
介された．タイ東北部には白亜系の陸源性堆
積岩類からなるKhorat層群が広く分布して
おり，フランスをはじめとするヨーロッパや
日本の研究者により精力的な研究が行われて
いる．同大会の地質巡検では，3日間にわた
りKhorat層群とその化石産地，Phu Wiang
恐竜博物館等を巡る予定である．

（髙津翔平）

地質巡検
　地質巡検初日の10月23日は，仁川から南方
へ約180 kmに位置する扶安郡へ移動し，下
部白亜系格浦里（Gyeokpori）層などが露出
する格浦海岸沿いの3つの地点の露頭観察を
行なった．午前中に訪れたStop 1では，ジュ
ラ紀花崗岩類を不整合に覆う格浦里層の露頭
を観察した（写真3）．Stop 1までの移動時間
が長かったこともあり，Stop 1の見学後すぐ
に昼食となった．午後最初に訪れたStop 2で
は三角州舌状砂岩体と軟質変形構造を観察し
た．Stop 3では格浦里層が扶安火山岩（流紋
岩）によって覆われ，その境界にペペライト
が形成されている熱変形構造が見られる露頭
を観察した．初日の巡検後は扶安郡から90 
kmほど南方の木浦市のホテルへ移動した.
　2日目の午前中は木浦市からさらに南方へ移
動し，海南郡に分布する下部白亜系牛頂里

（Uhang-ri）層の恐竜足跡化石産地と海南恐竜
博物館の見学を行った．世界的に有名な足跡
化石産地として知られている場所であり, 足跡
化石は発見された時の状態で保存・展示がさ
れていた（写真4）．また, 周囲は複数の足跡化
石を保存・展示する施設と博物館を中心とし
た複合公園として機能しており，公園内には
多数の実物大の恐竜モニュメントが展示され

ていたのも圧巻であった．午後は海南郡から
東へ約170 km移動し，固城郡に分布する下部
白亜系鎮東（Jindong）層の足跡化石産地を訪
れた．海岸沿いに露頭が露出しており，ほと
んど水平な層理面上に保存された複数の恐竜
の行跡を観察することができた. 巡検後はさら
に東へ向かい，釜山のホテルまで移動した．
　3日目は釜山市南部の松島半島ジオサイト
&トレイル（geotrail）を訪れた．ここは釜
山国家地質公園のジオサイトの一つで，白亜
系火山砕屑岩多大浦（Dadaepo）層とそれを
覆う火山岩類が海岸沿いに露出している．巡
検参加者はまず松島海岸ケーブルカーで松島
半島の南端まで移動した．そして海岸沿いに
露出している多大浦層と火山岩（玄武岩質安
山岩）を下位から上位に向かって約1 kmほ
どの行程で露頭観察を行なった（写真5）．切
り立った海岸沿いに整備された遊歩道を使っ
ての移動だったが，道中では流紋岩岩脈や，
正断層，恐竜の卵化石露出している露頭など
が近づいて観察できるように整備されてお
り，様々な地質現象の観察を美しい海の風景
とともに堪能することができた．
　仁川から釜山まで，四角い韓国の西と南の
2辺を巡って海岸沿いに半周するという非常
に長い行程での3日間の巡検ではあったが，
鄭 大教委員長をはじめとする実行委員会の
みなさまが非常に丁寧かつ親身なおもてなし
をしてくださったおかげで，非常に充実した
3日間を過ごすことができた．関係者の皆様
には厚く謝意を評する.

（築地祐太）

　本研究集会では，プロジェクトリーダーの
安藤寿男教授や本集会実行委員長の鄭 大教
教授をはじめ，多くの方々にお世話になっ
た．この場を借りて厚くお礼申し上げる．

左から，（写真3）ストップ1で鄭 大教教授の説明を受ける参加者．鄭教授の左が案内者の権氏．（写真4）海南郡で最初に発見された竜脚類恐竜
足跡化石．（写真5）松島半島地質街道の道中で恐竜卵化石が見える露頭を観察している様子.
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ヲ聘セントセシモノアリ氏肯ンセスシテ曰ク開成學校ニシ
テ余ヲ棄ツルニ非ルヨリハ余生徒ノ成業ヲ見ズシテ去ルニ
忍ビズト其忠志以テ見ル可キナリ氏ノ同校ニ職ヲ奉スル未
タ久シカラズト雖モ生徒ノ業大ニ進脩セシハ實ニ氏ノ功多
キニ居ルト云可シ故ニ其卒スルヤ文部省及同校大ニ之ヲ痛
惜シ其在務中ノ勤勞ヲ追賞シテ日本金貨三百五十圓ヲ其家
ニ贈レリ蓋シリットル氏ノ如キ學術精竅且性行脩整ナルハ
方今本邦在留ノ歐米人中恐クハ多オアラザル可シ然ルニ今
斯人ニシテ此ノ凶酷ニ罹ル嗚呼誰カ哀惜悲痛セセサランヤ　
開成學校ノ吏員某

リットルの生涯をかいつまんで記す．リットルは来日の前にア
メリカやロシアで働いていた．加賀藩の招請で来日したが，
1870（ 明 治3） 年12月 乞 わ れ て ハ ラ タ マ（Koenraad W. 
Gratama）の後任として大阪府理学校教師となり，理化学と英
仏語を教えた．1873（明治6）年月東京開成校鉱山学講師にな
ったが，天然痘にかかり，ドイツの名医ホフマン氏に治療を依
頼したけれども没した．

天覧授業
　東京帝国大学五十年史（1932）によれば，明治天皇はしばし
ば，開成学校や東京大学に行幸している．第1回は1872（明治
5）年3月29日，第2回は1873（明治6）年10月9日である．第2回
には第1大学区東京開成学校［正式名］開業式に臨席し，その
後，7つの授業（法学生徒の法律の起源の講述，理学生徒3名の
化学実験，諸芸学生徒3名の大気の性質についての論述，リッ
トルの講義・実験，機械製作所でポンプの製作・使用，体操場
で気球の飛揚，体操）を参観した．リットルの授業内容は鉱山
学生とともに，アマルガムを作ったり，硫黄・硝石・木炭を混
合して爆発させたりするものであった．通訳は安東清人

（1854-1886）が行った．安東清人は1870（明治3）年熊本藩の
貢進生として入学し，1875（明治8）年7月にフライベルク鉱山
学校に官費留学したが，病にかかり1877（明治10）年には帰国
した．

文献
東京帝国大学，1932，東京帝国大学五十年史．

はじめに
　明治初期，開成学校に優秀な鉱山学者ヘルマン・リットル

（Hermann Ritter 1827-1874）がいた．ところがリットルは天
然痘で1874（明治7）年に死亡し，後任の地質学の教授が必要
になった．良く知られている通り，1875（明治8）年エドムン
ト・ナウマン（1854-1927）がやってきて，東京大学地質学教
室の初代教授に就任した．地質学史上ナウマンが，日本に地質
学をもたらしたことになっている．歴史に「もし」はないけれ
ど，リットルが生きていたら，ナウマンは日本に来なかったか
もしれない．

東京日日新聞から
　リットルの顕彰碑が谷中霊園にあることもあって，リットル
の情報はコンピュータで検索すれば多く出て来る．しかしなが
ら，オリジナルの情報はなかなか出てこない．東京日日新聞
1875（明治8）年1月28日（第919号）にリットルの記事をみつ
けたので，再録する．
　東京日日新聞は1872（明治5）年に創刊され，毎日新聞の前
身である．基本的に4面で，1面には政府関係の記事などが載っ
ていて，現在の官庁の広報の感じがする．その後，雑報，外報，
電報，寄書，広告と続く．1877（明治10）年ころの編輯人であ
った福地源一郎は後に社主になり，そして戯曲作家になる．
　東京日日新聞記事は以下のようである．

明治七年十二月中澣東京開成學校教授獨逸人ドクトルヘル
マンリットル君不幸ニシテ天然痘ニ感ス氏ノ始メ其患ニ罹
ルヤ同校速ニ宮内省御雇醫官獨逸人ドクトルホフマン氏ヲ
延請シ之ニ治療ヲ托シ百万其術ヲ施シ且養生看護至ラザル
處ナシト雖モ其効ナク同月廿五日遂ニ死去セリ同月廿六日
其壽函ヲ横濱ニ送リ之ヲ埋葬ス此日同國人ハ勿論官員生徒
及同氏ノ眷遇ヲ受ケシ者愁然トシテ棺車ニ從ヒ陸續横濱ノ
墓地ニ到レリ嗚呼今氏逝矣豈啻開成學校生徒ノ不幸ノミナ
ラン抑又我國教育ヲ賛成スルノ一人ヲ失ヘリト云フ可シ實
ニ悲痛哀哭ノ至リニ堪ヘス因テ今爰同氏ノ履歴ヲ畧記ス○
ヘルマンリットル氏ハ彼一千八百廿七年ヲ以テ獨逸國「ハ
ンノーウエル」ノ「ヒルデスハイム」ニ生レ「ゲツチンケ
ン」ニ於テ學ヲ攻メ其業未タ成ラザルト雖モ既ニ北米合衆
國「セエントロイス」ヨリ化學製造場ノ長ニ招聘セラレ此
ニ滞在スル 厂五年ニシテ職ヲ辭シ獨逸ニ歸リプロフェツソ
ール「ウエレル」氏ニ從ヒ勵精努力其學術を研脩シ遂ニ

「フヰロソフヰー」ノ學士トナル后チ幾ナラス魯國「モス
カー」ノ近傍ニ化學製造場起立ノ企テアリ然リト雖モ未タ
其ノ人ヲ得ス因テ氏ヲ遠ク獨逸ニ聘シ託スルニ此事ヲ以テ
ス氏モ亦之ヲ憺當シ夙夜黽勉遂ニ能ク其ノ功ヲ奏シ以テ魯
國ノ望ミヲ全フシ又獨逸ニ歸レリ尋テ魯西亜ニ再遊セント
スルニ際シ本邦加州ノ藩主ニ招聘セラレ彼一千八百七十年
始メテ我國ニ來レリ然ルニ其着港ニ方リ廢藩立縣ノ擧アル
ニ遇フ於是轉シテ大阪理學校教師ニ聘セラレ理化學教師ト
ナレリ是明治三年十二月ナリ此時該校ニ英佛兩國ノ學アリ
然ルニ氏能ク兩國ノ語ニ通スルヲ以テ英佛生徒ノ授業ヲ兼
テ日ニ此ノ二國ノ語ヲ以テ理化學ノ大意ヲ講述セリ現ニ今
世ニ刊布セル理化日記ハ乃チ氏ノ日講ヲ譯シテ編成セルモ
ノナリ同六年三月東京ニ來リ開成學校鑛山學教師トナリ専
ラ理化學ヲ教授セリ抑モリットル氏ノ人トナリ巖格周密且
博學多識其生徒ヲ教導スル極テ黽勉ニシテ其懇切ナル恰モ
父母ノ其子ニ於ルガ如ク毫モ愛憎アルナシ是以該校官員及
外國教師等皆能ク之ヲ敬遇セザルハナシ嘗テ増給ヲ以テ氏

矢島道子（日本大学文理学部）

〜2018年日本地質学会創立125周年を記念して〜

トリビア学史　15　客死した鉱山学者ヘルマン・リットル

図．明治天皇開成学校臨幸（東京帝国大学，1932より）．場所は，
現在の学士会館（千代田区神田錦町）．
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☆西日本支部

案内

☆関東支部

お知らせ

西日本支部平成29年度総会・
第169回例会の案内

日時：平成30年3月3日（土）〜 4日（日）
場所：広島大学 東広島キャンパス 理学部E棟002講義室
キャンパスまでの交通案内<https://www.hiroshima-u.ac.jp/
access/higashihiroshima>
3日（土）9:00 〜
　総会，例会，支部長講演，懇親会
4日（日）9:00 〜
　日本地質学会創立125周年記念行事：シンポジウム「中央構
造線と中央構造線系活断層」（共催：広島大学インキュベーシ
ョン事業「プレート収束域の物質科学研究拠点（略称：
HiPeR）」）
地質学会創設時から提唱されていた“中央構造線”に関するシ
ンポジウムを企画しました．

　プログラムの詳細は講演確定後にお知らせします．（幹事会
は3月2日17:00 〜）

 ・ 例会参加費：一般　1,000円/人，学生　500円/人
 ・ 懇親会参加費（予定）：一般　5,000円/人，学生　2,000円/人

講演申込
 ・ 発表は口頭およびポスター形式を予定しております．
 ・ 口頭発表は15分，ポスターサイズは横幅90cm以下，縦180cm

以下．
 ・ 優秀な発表を行った学生のための「優秀発表賞」を設けてい

ます．
 ・ 講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式と

し，PDFファイル（フォント埋め込み）とWord形式ファイ
ルの両方を支部事務局までe-mailにてお送り下さい．

 ・ 申込の際には下記の情報をあわせてお知らせ下さい。
　１）連絡先（発表者氏名・所属・e-mail・電話）
　２）発表様式（口頭・ポスター・どちらでも可，のいずれか）
　３）学生か否か　４）懇親会の参加・不参加
講演申込締切：2月15日（木）17時

CPD単位証明書の発行
　西日本支部では，地質技術者への継続教育の一環として，大
会参加者・発表者へCPD単位を発行します．大会参加と口頭／
ポスター発表の「受講証明書」は，当日15時以降に会場受付に
てお渡しします．
 ・ ポスター発表：1×ポスター制作時間（h）（上限15）
 ・ 口頭発表：5×発表時間（h）　例）15分の場合：5×1/4h=1.25

単位
 ・ 講演会への参加：1×滞在時間（※総会は除く）

委任状
　総会にご出席いただけない方は下記様式の委任状を支部事務
局へお送り下さい．

気候変動シンポジウム
～激変する地球と災害リスク～

日本地質学会関東支部・横浜国立大学都市科学部共催

　日本地質学会関東支部では，近年の温暖化や集中豪雨等がも
たらす災害リスクへの対応および備え，また過去の地球変動か
ら学ぶ最新の知見等についても広く議論するため，気候変動に
関するシンポジウムを開催いたします．
　プログラムは1月号に掲載しますが，最近の気候変動に関する話
題と地球史な視点からの話題を織り交ぜた内容を考えております．

日 時：平成30年3月17日（土）13:00〜18:00，終了後大学内で懇
親会を開催予定．

場所：横浜国立大学教育文化ホール大集会室
アクセス案内　http://www.ynu.ac.jp/access/
キ ャ ン パ ス マ ッ プ　http://www.ynu.ac.jp/access/map_
campus.html

＊事前申し込み不要，参加費無料（要旨集は1000円程度を予定）

問い合わせ先：
山本伸次（担当幹事）
横浜国立大学大学院環境情報研究院
都市科学部環境リスク共生学科/理工学部地球生態EP准教授
電話：045-339-4498　メール：yamamoto-shinji-sp@ynu.ac.jp

===============　　委任状　　===============

日本地質学会西日本支部平成29年度総会・第169回例会におけ
る議決権を，

　　　　　　　　　　　　　　　　　　様に委任いたします．

平成 　 年　　月　　日

御氏名：　　　　　　　　　　　　　　　

========================================

問い合わせ，および講演要旨原稿送付先
西日本支部事務局：
〒690-8504　島根県松江市西川津町1060　
島根大学大学院総合理工学研究科地球資源環境学領域　
亀井淳志
tel：0852-32-6454　e-mail：kamei-a@riko.shimane-u.ac.jp

支部コーナー

関東支部功労賞募集中
公募期間：2017年12月10日～2018年１月10日

詳しくは，ニュース誌11月号または，支部HPを参照して下さい．
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写真１：会場となったホテル前で撮影した集合写真．

はじめに
　9月5日〜 9月7日に「地磁気・古地磁気・岩石磁気分科会夏
の学校」が開催された．この夏の学校は，地球電磁気・地球惑
星圏学会（SGEPSS）内の1分科会である「地磁気・古地磁気・
岩石磁気研究会」が行っている会合で，70年代から毎年，大学
各機関等が幹事となって開催されてきた．ダイナモなどの地球
物理の分野から古環境への応用まで地磁気・岩石磁気に関与す
る幅広い分野の講演，議論が行われる．また希望者に対して開
催地域に関連した巡検も開催される．今年は九州大学の大野正
夫教授，高橋太准教授が世話人を引き受けてくださり，福岡県
福岡市（博多区）のホテルが会場であった．参加者は私たち茨
城大学の他に九州大学，熊本大学，高知大学，東京工業大学，
同志社大学，岡山理科大学，産業技術総合研究所，海上保安庁，
さらにRochester大学から30名ほどが集まった（写真1）．
　私は，去年高知大学で開催された夏の学校から二度目の参加
だった．自身の発表としては学生生活初めての外部での口頭発
表である．学内のゼミでの口頭発表は経験したことがあるがあ
まり得意ではないので，私の研究生活の中で外部での口頭発表
をする事はないだろうと思っていた．しかし，今回の会場では
ポスターを貼るスペースが限られているということで口頭発表
での参加となった．さらに，Rochester大学の先生を招いてい
ることもあり，英語でのスライド作成となった．初めての経験
ばかりでとても緊張する研究発表となった．

講演，懇親会
　今年のプログラムでは9月5日から9月6日にかけて講演が行わ
れ，2日間で計20講演の発表があった．一つの講演に質疑応答
も含め30分間という通常の学会発表よりも長い時間が設けられ
た．また参加者は詳しい基礎知識を共有している方々ばかりと
いうこともあり，他の学会よりも熱く内容の濃い議論が行われ
た．遺跡から当時の地磁気を復元する考古地磁気学や火山ガラ
ス一粒一粒の磁化を測る試みなど，多岐にわたる研究発表があ
った．私は中新世の海成堆積岩を用いた古地磁気層序と構造運
動に関する研究を行っているが，古地磁気学という分野の幅広
さを改めて知り，様々な試料を用いたこれらの研究は非常に興
味深かった．中でも驚かされた研究は，磁化率を法科学のツー
ルとして応用することである．よく自分たちの研究が社会にど
のように役に立つのかと聞かれることがあるが，この分野で直
接的に役に立つ研究を聞いたのは初めてだった．このように
様々な内容の発表を聞くことができ，地磁気に関する自分の知
見が広がったように感じた．
　私自身は古地磁気学の手法を用いたテクトニクスの解明につ
いて発表した．前日まで練習をしたため，今までで一番良い発
表ができたように感じた．しかし，せっかくの質問に的確に答
えることができず，非常に悔しい思いをした．そして自分の研
究をもっと幅広く理解しなくてはいけないという課題が見つか
った．
　全ての講演が終了した二日目の夜には博多湾が見えるビアガ
ーデンで懇親会が行われた．今回の幹事である世話人の大野先
生の挨拶の後，来年の幹事が発表され，来年は我が茨城大学が

行うことに決まった．私は卒業してしまうので参加できないが，
どんな夏の学校になるのか今から楽しみである．おいしいご飯
を食べつつ，それぞれの研究の面白さや悩み，大学生活の話な
ど多くのことを話した．私はこれまでにあまり他大学の学生や
先生方とゆっくり話す機会が少なかったため，今回の懇親会で
は楽しくお互いのことを知ることができた．さらにこの分野を
研究する学生は少ないのでコアな話をできる貴重な機会となっ
た．

能古島（のこのしま）巡検
　9月7日は博多湾に浮かぶ能古島の巡検に参加した．当日は残
念ながら雨天での開催となった．朝，ホテルを市営バスに乗っ
て出発し20分程度で福岡市営能古渡船場に到着，その後フェリ
ーに乗り，10分足らずで能古島に到着した．私は都市圏から非
常に近い距離に地質学的に面白いフィールドがあることに驚い
た．九州大学の方々にお聞きしたのだが，学部生の巡検で必ず
といって良いほどこの島に来るそうだ．能古島は南北3.5 km，
東西2 kmほどの島で，古生界〜中生界の三郡変成岩を最古の
基盤とし，その北部に白亜紀の北崎花崗閃緑岩（トーナル岩）
が貫入している．南部は三郡変成岩を不整合で覆う古第三系の
残島層，そしてこれらの上位に広く鮮新世のアルカリ玄武岩が
被さるように分布している．これらの岩石は福岡市内や北部九
州にも散在するが，能古島ではこれらを一同に観察することが
可能である．今回の巡検では5箇所の露頭を巡った．
　最初のストップは能古島博物館近くに露出している古第三系
の残島層（のこのしまそう）である（写真2）．残島層の上位層
準は砂岩−シルト岩互層の陸成層で植物化石が産出する．残念
ながら植物化石を見つけることはできなかったが，かわりに古
地磁気サンプルを採取した穴らしきものが見つかった．この古
地磁気学者による「生痕」は「どんな目的で，誰によって，そ
してどのような成果になったのか」という古地磁気学者独特の
議論が巻き起こった．島の南東部の海岸線沿いに移動すると礫
岩−砂岩互層からなる残島層の下位層準が露出していた．残島
層は南に緩やかに傾斜していることから，北から南に向かって
礫岩−砂岩−シルト岩と上方細粒化しているのが良くわかる．
さらに北側に向かって海岸沿いを進むと残島層とは岩相がガラ
リと変わり，三郡変成岩とそれが微褶曲している様子が観察で
きた．ここで雨が強くなってきたため，能古島博物館に避難し，
館内の見学とお昼休憩になった．館内には島の歴史から鉱物，
能古島焼古窯跡まで展示されていた．この古窯は全長22 m，

第49回 SGEPSS地磁気・古地磁気・
岩石磁気分科会 夏の学校参加報告

霜多　由夏（茨城大学理工学研究科）

院生コーナー
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最大幅5.3 mもある非常に大きな登り窯であり，江戸時代中期
に使用されていた貴重な史跡である．その後，再び島の東側の
城ノ浦まで戻り，残島層と三郡変成岩の境界である不整合面を
陸側の露頭で観察した．下位の抉れた結晶片岩の上に礫岩層が
覆いかぶさっている様子が観察できた．礫岩層は細粒砂岩，粘
板岩，チャート，火山岩といった多様な礫種を含み，礫が丸み
を帯びているのが特徴である．最後は海岸沿いをさらに北側に
進んだ海底部に露出しているカンラン石玄武岩を観察した．こ
の玄武岩は火山岩頸で横向きの柱状節理が発達し，噴火当時は
火道であったと考えられている（写真3）．
　巡検を終え，フェリーに乗り福岡市営能古渡船場に再度戻り，
3日間に渡る夏の学校はここで終了となった．初めて訪れる地
域の地質を知ることができ，大変有意義な時間を過ごすことが
できた．

感想
　この夏の学校は前述したとおり私にとって二回目の参加であ
ったが，多くの有益な経験をすることができた．初めは議論に
ついていけないのではないのかという不安が大きかったが，い

ろいろな方々が優しく接してくださり，この分野に関する知見
をより深めることができた．来年，私は卒業してしまうので参
加できないのが非常にさびしいが，出身県でもある茨城県で夏
の学校を楽しんでもらえるかと思うと非常に嬉しく思う．もし，
少しでも地磁気・古地磁気・岩石磁気に関して興味があれば，
是非参加してみてください！
　最後になりましたが，世話人として夏の学校の開催・運営に
尽力してくださった九州大学の大野正夫教授，高橋太准教授，
学生の皆さんには非常に有意義な経験の場を与えていただきま
した．この場をお借りして心から感謝申し上げます．

院生コーナー

常時投稿をお待ちしています．院生コーナーの編集は現在以下
の４名で行っています．原稿は5000字以内，図・写真３点以内
を目安に，e- mailでいただければ幸いです．
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）

写真２：残島層の砂岩−泥岩互層を観察している様子． 写真３：海底部に露出するカンラン石玄武岩．

　　　　　　　第 8 回惑星地球フォトコンテスト入選「渓谷の歴史」

写真：寺田百合（東京都），撮影場所：アイスランド （Iceland Fjadrargljufur Canyon）
撮影者より：Fjadrargljufur Canyon は，深さ 100 m，全長 2 km を誇る巨大な渓谷です．蛇行した切り立つ壁は，氷河時代に形成
されたパラゴナイトで構成されており，約 200 万年前のものであると考えられています．氷河から川となって流れ出た水は，その
渓谷を侵食し，同時に多くの堆積物を運んだとされています．やがて湖が一杯になり，その堆積層すら削られ始めました．両側に
見られる河成段丘から，その歴史をうかがい知ることができます．

審査委員長講評：この谷はアイスランドの海岸沿いを走る国道 1 号線のすぐ近くにあるので，観光地としても人気のある場所です．
この作品も HDR で処理しているため，影の中の谷間や雲の細部がしっかりと描写され，まるで絵画を見ているようです．渓谷と
いうより峡谷と呼ぶのが相応しい谷です．（白尾元理）

地質的背景：溶岩が水底で噴出すると，表面が急冷してガラス化します．この時ガラスにヒビが入り，沸騰する周囲の水に粉砕さ
れるため，水冷破砕溶岩（ハイアロクラスタイト）となります．パラゴナイト（palagonite）は水冷破砕溶岩の火山ガラスが，高
温の水の影響で変質したものです．陸上なのに水底の溶岩が広く分布するのは噴火が氷河の下で発生したためです．パラゴナイト
化した噴出物は氷河と火山の国アイスランド特有の景観を数多く形作っています．（神奈川県温泉地学研究所　萬年一剛）

表紙紹介
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　一般社団法人日本地質学会運営規則により，次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします．2018 年４月〜 2019 年３月の会費額は
下記の通りです．

１．自動引落を登録されている方の 引き落とし日は 12 月 25 日（月）です．
　2018 年度分会費の引き落とし日は 12 月 25 日です．請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい．こ
れより以前に不足額がある場合には加算され，余剰金がある場合はその分を減額して引き落としとなります．通帳には金額とともに「チシツ
カイヒ」あるいは「フリカエ」，「SMBC」などと表示されますので，必ずご確認下さい．

２．自動引き落としをご利用下さい．
　　12 月 25 日の引き落としには間に合いませんが，請求書に同封の書式にてぜひ自動引き落としのお申込をお願いいたします（2018
年 6 月にも引き落とし手続きを行う予定です）．自動引き落としによる払込をより多くの会員に積極的に採用して頂きたく，ご理解と
ご協力をお願いいたします．自動引き落としを希望する方は，「自動払込利用申込書」（11 月号巻末にも掲載）をお送り下さい．

３．上記以外の方（お振り込み）
　12 月中旬頃までに請求書兼郵便振替用紙をお送りいたします．折り返しご送金くださいますようお願いいたします．

一般社団法人日本地質学会　会計委員会

一般社団法人日本地質学会運営規則
第２章　第７条（会　費）
　学会は会費の年額（４月１日〜翌年３月末日）を次のように定め，
会員は当該年度の初日までにこれを支払うこととする．入会の際には
当該年度の年額を支払うこととする．
　（1�）正会員：12,000 円
�　　�ただし，大学学部ならびに大学院に在籍するものは，毎年度ご

とに所定の申請書を提出した場合，それぞれ学部学生割引と院
生割引を適用し，年会費を 5,000 円ならびに 8,000 円とする．こ
れらに準じる身分の学生についても同様の扱いとする．

　（2�）賛助会員：１口 25,000 円，２口以上
�　　�ただし，諸般の事情により理事会が認める場合は，１口とする

ことができる．
２　�会費の変更は，理事会の議決により，総会の承認を得なければな

らない．
３　�会員は，上記に定める会費を当該会計年度の前に一括納入しなけ

ればならない．ただし，やむを得ぬ理由により理事会が認める場
合は，分納もしくは減免することができる．

４　会費を滞納した会員については次の処置をとる．
　（1）滞納期間が６ヶ月以上となった場合には，地質学雑誌等の会誌

の送付を停止する．
　（2）滞納会費が納入された場合には，送付を停止した地質学雑誌等

の会誌の送付を再開する．ただし，会誌の在庫の関係で送付が
できないことがある．

　（3）地質学雑誌への投稿，講演会での講演を制限することがある．
　（4）会費支払いの督促を受けつつ，正当な理由なく，かつ，退会届

を提出せぬままに会費を滞納した会員は，滞納４年度目をもっ
て，理事会の議決により会員の資格を喪失させ除籍とする．

2018 年度の会費払込について

� 会員資格� 2018 年 4 月〜 2019 年 3 月分会費

※学部に在籍している学生の方，定収のない大学院生（研究生）の方で，それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会
費を適用します．なお，2017 年度までの学部学生割引・院生割引会費についての申請は終了しておりますので，2018 年度会費
にのみ適用となります．

　正会員� 12,000 円
　　〃　（院生割引）※　要申請� 8,000 円
　　〃　（学部学生割引）※　要申請� 5,000 円
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学部学生・院生（研究生）の方へ「割引会費申請」について

2018年度（2018．4～2019．3）学部学生割引・院生割引会費の受付中

　一般社団法人日本地質学会運営規則により，学部学生・院生（研究生）については，本人の申請
によりそれぞれ割引会費が適用されます．つきましては，次年度（2018年度）の会費についての申
請受付を開始いたしますので，該当される会員は下記の書式にて申請書を提出してください（郵送
に限る）．会費請求書発行の都合もありますので，請求書発行前の受付〆切りは11月20日（月）
といたします．とくに口座自動引落で会費を納入されている方は，この期日までに申請書をご提
出下さい．なお，これまで（～2017年度）の学部学生割引・院生割引会費についての申請受付は
終了していますので，2018年度分の申請のみ適用となります．

★注意★
　 毎年更新となりますので，次年度会費について該当する方は，必ず申請してください．
　 2018年度から社会人になるかたは，割引会費の申請はできません．

送付先：〒101-0032　東京都千代田区岩本町2－8－15　井桁ビル6階
一般社団法人日本地質学会

2018年度一般社団法人日本地質学会
学部学生割引・院生割引会費申請書

一般社団法人日本地質学会　御中
　　　　私は，運営規則第2章第7条第1項（1）に基づき，2018年度会費の

学部学生割引　　・　　院生割引　　（いずれかに○）

を申請いたします． 

申請日　　　年　　月　　日　

会員番号：

会員氏名：

現在の所属・学年：　

大学 学部  　　　　       学科 年在学中

大学大学院 研究科
専攻

前期 ・ 後期
年在学中

2018年４月からの所属：（現在の所属と同じ場合には「同上」でも可）

大学・大学院名 学部学科・研究科専攻名

上記，本学の学生につき，学部生・定収のない院生（研究生）であることを証明いたします．

指導教員（等）
　　所属：
　　氏名： 印  　

最終受付〆切

2018年3月30日（金）
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日本地質学会会員の皆様へ 特別割引販売のお知らせ 

 

日本地質学会編集 日本地方地質誌 ＜全８巻完結＞ 

『日本地方地質誌』刊行委員会 刊行委員長：加藤碵一 副刊行委員長：高橋正樹 

第 8 回配本 2．東北地方 712 頁，口絵 6 頁 （10 月上旬刊行） 
編集委員長：吉田武義 

 

定価 29,160 円（税込）を会員特別割引価格 25,500 円（税・送料込） 

 

日本地質学会会員の皆様に日本地方地質誌を特別割引価格で販売をいたします．お申し込みは，下記用紙に

て直接朝倉書店までお願いいたします．       日本地質学会「日本地方地質誌」刊行委員会 
 

事務手続き代行：株式会社 朝倉書店 
[問い合せ先] 〒162-8707 東京都新宿区新小川町 6-29 

 株式会社 朝倉書店 編集部：千葉 Tel.03-3260-1963 

[お申し込み] 本ページをコピーのうえ，ファクシミリまたは郵送にて上記までお送り下さい． 

[お支払方法] 振替用紙を送付いたします．入金確認後，書籍をお送りいたします． 

注意：会員特別割引は，一般書店・大学生協ではご利用できません． 

-------------------------------------------------------------------------------- 

会 員 特 価 申 込 み 書 

 

Fax No.03-3268-1376  朝倉書店編集部 千葉 行 
 

日本地方地質誌 １．北海道地方   会員特価 24,700円（本体 26,000円＋税）         冊 

 

日本地方地質誌 ２. 東北地方    会員特価 25,500円（本体 27,000円＋税）         冊 

 

日本地方地質誌 ３．関東地方    会員特価 24,700円（本体 26,000円＋税）         冊 

 

日本地方地質誌 ４．中部地方    会員特価 23,200円（本体 25,000円＋税）         冊 

 

日本地方地質誌 ５．近畿地方    会員特価 21,100円（本体 22,000円＋税）         冊 

 

日本地方地質誌 ６．中国地方    会員特価 23,200円（本体 25,000円＋税）         冊 

 

日本地方地質誌 ７．四国地方    会員特価 25,600円（本体 27,000円＋税）         冊 

 

日本地方地質誌 ８．九州・沖縄地方 会員特価 24,700円（本体 26,000円＋税）         冊 

 

 

お名前： 

 

ご送付先：〒    -       

 

ご所属： 

 

tel.                                   fax. 

 

備考：公費等の場合は，請求先・必要書類をお知らせ下さい． 
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学　会　記　事

　一般社団法人日本地質学会の議事録を掲載
しています．

日本地質学会2017年度 
第2回理事会議事録

日時：2017年9月15日 （金）14:00 〜 17:00
会場：ひめぎんホール（県民文化会館）第4
会議室（松山市道後町2-5-1）
出席役員
理事 （32名）：天野一男　安藤寿男　市川八

州夫　大藤　茂　岡田　誠　狩野彰宏　
亀尾浩司　川端清司　小宮　剛　斎藤　
眞　佐々木和彦　坂口有人　沢田　健　
杉田律子　田村芳彦　田村嘉之　竹下 
徹　内藤一樹　奈良正和　中澤 努　仲
谷英夫　西　弘嗣　楡井　久　平田大二　
星 博幸　保柳康一　松田達生　松田博
貴　向山 栄　山田泰広　山本高司　渡
部芳夫

監事 （1名）：藤本光一郎　　事務局：橋辺菊
恵

欠席役員
理事 （13名）：有馬 眞　井龍康文　緒方信一　

笠間友博　川辺文久　清川昌一　澤口　
隆　菖蒲幸男　辻森　樹　廣木義久　福
冨幹男　三田村宗樹　矢島道子

監事（1名）：山本正司　
＊ 成立要件：理事総数45名の過半数23名　本

日の出席者32名で本理事会は成立．
＊ 議決：出席者の過半数17名
＊ 開催にあたって書記2名（狩野彰宏・田村

嘉之）の指名

報告事項
１．執行理事会報告 （斎藤常務理事）
 ・ 斎藤常務理事より2017年度第1?3回執行理

事会について報告があった．
 ・ 西理事から地質デジタル検索システム制作

への補助金（子どもゆめ基金助成金）仮払
いについて報告があった．

 ・ 会員動向：会員数は前年同月比-37名．前
回の理事会以来の名誉会員2名，正会員6名
の逝去者に対し黙禱した．

２．理事及び委員会等報告
１）125周年記念事業実行委員会 （佐々木理
事）
 ・ 記念事業の実施状況と実施予定について報

告された．また，寄付金の応募状況につい
て報告があり，個人会員が低調であるので
目標額達成のための呼びかけが求められ
た．

 ・ 125周年記念式典は2018年5月18日（金）に
北とぴあで開催，祝賀会は同所東部サロン
で開催の予定であることが報告された．

２）行事委員会（岡田理事）
 ・ 愛媛大会は553件の発表申込があった．申

込数は昨年（582件）よりやや少なく （11

年前の高知大会と同程度），会期中のホテ
ル不足も原因のひとつであることが指摘
された．また，台風18号による荒天時は，
特別警報・暴風警報の発令により，行事の
中止判断に関する説明（愛媛大学の指針に
従った）．

 ・ 巡検については当初案の11件から8件への
絞り込みや日程短縮など行ったが，結果と
して3件が催行最少人数に至らず中止なっ
た．アウトリーチ巡検が中止となったこと
についての質問があり，当初アウトリーチ
巡検として企画したものでなかったため，
日程は特に考慮せずに平日開催であった
ことが要因との説明があった．

 ・ 2018年は9月5日（水）〜 7日（金）に北海
道大学での開催が確定．観光シーズンであ
るのでホテル，交通等は厳しいことが予想
される．2019年は山口大学で開催予定．ホ
テル確保のため大きな行事とのバッティ
ングや開催曜日等の日程も考慮する．

３）地質学雑誌編集委員会 （中澤理事）
　125周年記念特集号の進行状況，通常論文
の投稿・受理状況について報告があった．特
集号企画により地質学雑誌の論文数は一時的
に増加しているが，活況を維持するために活
発な投稿が呼びかけられた．
４）アイランドアーク編集委員会（田村理事）
　2016年 のImpact factor が0.837に 低 下 し
た．今後，低下の原因分析を行った上で，IF
向上のための提案を行うこととする．
５）県の石支援委員会 （代斎藤常務）
　進行状況について説明．「県の石」公式解
説本のデザイン等について意見が述べられた
が，説明によって了解された．

審議事項
１．地質学雑誌の投稿編集出版規則改正につ
いて
　中澤理事より多数著者文献の著者名の省略
表記についてIsland Arcのスタイルに準じた
提案があり，了承された．
２．ジオルジュの出版について
　坂口理事よりジオルジュの普及・広報効果
と出版経費の現状報告と改善方法の提案があ
った．ジオルジュを商業ベースにするのは困
難であり，フリーペーパー化するのが普及効
果を高めるために有効と考えられる．現状で
１号あたり80万円程度の経費が必要で，広告
費等を差し引いて年間に約100万円の学会負
担となっている．そこで，学会負担を４割程
度縮小するため，今後は企業に関連した特別
ページ・広告ページを増強する．11月にジュ
ンク堂渋谷店で試験的に配布し，効果が認め
られた場合には全国展開するという方針が提
案され，了承された．
３．geo-Flashへの記事の掲載方針について
　内藤理事からgeo-Flashの記事掲載基準の
明文化の提案があり，一部を修正した上で了
承された．
４．125年札幌大会での記念行事について
　竹下理事より「北海道における地質学の発

展と，資源・防災に関連した地質学の役割」
に関するシンポジウム，西理事から交流協定
締結の海外の５地質学会と連携した国際シン
ポジウムを開催することが提案された．今
後，LOC側とともに上記候補案および国際
シンポジウムの実現について検討することと
なった．
５．その他
　放射性廃棄物の地層処分マップについての
資源エネルギー庁との意見交換に際し，地質
学会から地層処分技術WGの委員として参加
している渡部会長がイニシアティブをとって
対応することが提案され，了承された．
　以上，この議事録が正確であることを証す
るため，議長及び出席監事・理事は次に記
名・捺印する．

2017年10月25日
一般社団法人日本地質学会
理事会議長　　　向山　栄
理事会副議長　佐々木和彦
代表理事：会長　渡部芳夫

（以下理事氏名省略）

2017年度第3回執行理事会議事録

期日：2017年9月2日（土）13:00〜16:30
場所：地質学会事務局
出席 者：齋藤常務理事　緒方　岡田　小宮　

坂口　田村　辻森　中澤　杉田　内藤　
西（事務局）橋辺

欠席者（委任状提出あり）：渡部会長　山本
副会 長　松田副会長　安藤　平田　廣木（渡

部）山田　
＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

11名，委任状6名，合計18名の出席． 
＊ 前回議事録の承認

Ⅰ．審議事項
１．地質学雑誌の投稿編集出版規則改正につ
いて再提案（中澤）
　中澤理事より多数著者文献の省略表記法に
ついてIsland Arcも準拠するAPAスタイル
の規則案が再提案された．了承し，理事会で
審議することとした．
２．geo-Flashの記事の取り扱いについて再
提案（内藤）
　内藤理事からgeo-Flashの掲載基準案が再
提案され了承した．ただし掲載可否の例につ
いて修正のうえ執行理事会でメール審議のう
え，最終案とし，理事会で審議することとし
た．
３．その他
 ・ 理事会資料の確認
 ・ 第１回，第２回，第３回執行理事会の議事

内容からを検討した．札幌大会における
125周年の記念行事内容についても審議す
ることとした．
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Ⅱ．報告事項
1．全体的報告
1） 一家に1枚ポスターは，二次審査のヒアリ

ングには呼ばれなかった．現在文科省内で
の検討中ということであるが，結果の通知
はまだない．

2） 関東支部主催，清澄フィールドキャンプ
（8/21-25）において参加者の1名が蜂に刺
され，大事には至らなかったが，用心のた
め途中リタイアしたとの報告があった．

3） 松山にて9/16支部長会議を開催する（12:45-
13:45，学会本部にて）

２．運営財政部会：総務委員会  （緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞
1） NPO法人地球年代学ネットワーク（板谷

徹丸理事長）より，地球史研究所開所式
（岡山県赤磐市，10/14-15）の後援依頼→
承諾した　

2） 日本ゼオライト学会より「第33回ゼオライ
ト研究発表会（11/30-12/1）」の協賛依頼
→回覧中

3） 地理学連携機構臨時総会の案内（9/30，三
重大学）

4） 2017年度山田科学振興財団の研究援助に，
本会推薦の平野直人会員（250万円）が採
択された．

5） 山田科学振興財団の2018年度長期間派遣援
助（海外留学助成）の募集：8/1-10/31，
→HP，geo-flash，News誌に掲載

6） 2018年度笹川科学研究助成の「学術研究部
門」（大学院生，35歳以下の若手研究者）・

「実践研究部門」（NPO,博物館の所属者）
の募集，9/15-10/16，申請はnetで→HP，
geo-flash，News誌に掲載予定

7） 東大大気海洋研究所国際研究推進チームよ
り，平成30年度学術研究船（白鳳丸，新青
丸）共同利用公募（9/21締切）と平成31年
〜33年の学術研究船共同利用公募ならびに
企画調整シンポジウムの開催（12/4-6）案
内→geo-flash，News誌に掲載

8） （一社）学術著作権協会新理事長脊山洋右
氏挨拶

＜会員＞
1） 今月の入会者（5名）
正会員（3名）：外山　真，栗田洋一，加藤猛
士
院割（2名）：瀬戸大暉，長谷川大輔
2） 今月の退会者
3） 逝去者（正会員2名）：清水克己（3月25日），

松原　誠 （7月10日）
4） 2017年8月末日会員数
賛助：28，名誉：57，正会員：3657（正会
員： 3462，正（院割）会員：182，正（学部
割）会員：13）合計 3742（昨年比 -37）
＜会計＞
３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮・内
藤）
 ・ geo-Flashの記事の取り扱いについて再提

案する→議案へ
 ・ 9/8の文科省記者会でのプレスリリースは

内藤理事が担当することとなった．

４．学術研究部会（岡田・山田)
１）行事委員会（岡田）

（1）愛媛大会の予定巡検8件のうち，以下の3
件は参加者が実施最低参加者数に達しないた
め中止とした．C班：室戸ジオパーク，G班：
岩国-柳井領家帯，H班：アウトリーチ巡検

（2）事前参加登録者数は550人弱
（3）9/8に文科省記者会でプレスリリース
（広報委員会担当：内藤理事）を行うことと
なった．
２）国際交流委員会（井龍）韓国地質学会に
会長が出席する方向で再検討．最悪の場合会
長メッセージを託す．
３）JIS，標準担当（中澤：代斎藤）議論概
ね修了．規格協会に送付予定．
４）その他
５．編集出版部会（中澤・田村・小宮）
１）地質学雑誌編集委員会　(山路編集委員
長，中澤担当)　

（1）編集状況報告（8月20日現在）
 ・ 2017年 投 稿 論 文　71編［ 総 説21（ 和 文

21）・論説27（和文27）・報告10（和文9，
英文1）・ノート1（和文1）・講座1（和文
1）・口絵3（和文2，英文1），巡検案内8］
査読中：41，受理済み：22（うち特集号
10）

 ・ 123巻8月号：愛媛大会巡検案内書（3編）
+通常原稿3編（計88ページ）9/3発送

 ・ 123巻9月号：125記念特集「日本の変成岩
研究の進展と展望」＋通常原稿

 ・ 新規特集号の投稿「富山トラフと周辺部の
堆積作用と後背テクトニクス」（世話人：
高野　修・中嶋　健・竹内　章）が開始さ
れた（125周年記念ではない）．

（2）125周年記念特集号状況　
（3）規則改正について
 ・ 多数著者論文の略し方について（再提案）　

→　議案へ　
２）アイランドアーク編集委員会　(田村)　

（1）編集状況
 ・ Vol.26 Issue2（2017年3月）：一般原稿6編
 ・ Vol.26 Issue3（2017年5月）：井龍特集号5

編 (完結), 一般原稿3編
 ・ Vol.26 Issue 4 (2017年7月): 特集号5編, 一

般原稿4編
 ・ Vol.26 Issue 5 (2017年9月): 特集号5編, 一

般原稿7編 予定
（2）オンライン投稿の状況
（3）その他
３）企画出版委員会（小宮）
 ・ ゆめ基金による教材開発．小宮理事が毎週

内容を検討している．若干遅れているが良
い内容になっている．概算払い（600万円）
の入金があったので9/2に経費運用つい
て，会計担当西理事，緒方理事，小宮理事
と業者とで協議した．

 ・ ジオルジュ編集部が関わる出版物につい
て出版社と協議し下記の点を確認した．出
版物の表紙に「協力：日本地質学会」と明
示，学会宣伝ページをつくる，学会協力者
の氏名明示，学会協力への謝金，協力者も

著者割サービス．
６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木・辻
森）
 ・ 巡検実施について，旅行業との関係につい

て多少の議論があり，今後に検討の余地を
残した．

７．ジオパーク支援委員会（平田）
 ・ 第18回地震火山こどもサマースクールin益

城町
 8月9日・10日　熊本県益城町，参加者数
（確認中）

 ・ ジオパーク関連
 9月27日　第31回日本ジオパーク委員会開

催
ユネスコ世界ジオパーク再認定地域（山陰海
岸・阿蘇）の国内審査
日本ジオパーク新規認定地域（十勝岳・国引
き）の審査
日本ジオパーク再認定地域（10地域）の現地
審査予定（10月〜11月）

（下仁田・茨城県北・佐渡・四国西予・三陸・
おおいた姫島・おおいた豊後大野・三笠・桜
島錦江湾，とかち鹿追）
＊ ユネスコ世界ジオパーク再認定地域（糸魚

川・島原半島）の国際再審査結果は年末年
始に連絡がある予定

8．地学オリンピック支援委員会（平田）　
 ・ 地学オリンピック関連：2017年国際地学オ

リンピックフランス大会報告：8月22日〜
29日　フランス・コートダジュールにて開
催，日本から4名が参加し，金メダル2，銀
メダル2を受賞，参加国・地域数は29か国・
地域，参加人数は108名

９．地質災害委員会　(松田達生)
10．地質技術者教育委員会（山本）　
11．125周年記念事業実行委員会（緒方，渡
部）
 ・ 委員会を開催．「はじめての地質学」9月12

日発行．寄付額が目標の6割にしか達して
いない．寄附の促進を図る．実行委員事務
局を立ち上げる．そのほか準備が進んでい
る．ジオルジュ国際号は地質学会の紹介ペ
ージを加えて，発行準備を進める．

12．県の石支援委員会（辻森）
　書籍のレイアウトまで完成，コンテンツが
揃っていない県があり催促中．急ピッチで編
集中．

2017年9月29日
一般社団法人日本地質学会執行理事会 

会　長（代表理事）渡部芳夫
署名人 執行理事   斎藤 眞
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2017年度第4回執行理事会議事録

期日：2017年10月14日（土）13:00〜17:00
場所：地質学会事務局
出席 者：渡部会長　齋藤常務理事　安藤　緒

方　岡田　坂口　杉田　田村　内藤　平
田（事務局）橋辺　

欠席 者（委任状提出あり）：山本副会長　松
田副会長　小宮　辻森　西（斎藤）中澤　
廣木（渡部）　山田（委任なし）　　　

＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
10名，委任状7名，合計18名の出席． 

＊ 前回議事録の承認（9月理事会に配布で承
認済み）

Ⅰ　審議事項
１．愛媛大会の中止した17日の発表の扱いに
ついて
 ・ 9/17の台風による行事中止の講演要旨の扱

いとして，要旨に対する著者のプライオリ
ティ保護の見地からJ-Stageには掲載する．
ただし，掲載時には，台風による発表中止
を明記しておく．なお，本人からの取り下
げ希望があった場合には通常のキャンセル
として対応し，J-Stageには掲載しない．

 ・ 台風の影響で参加できなかった事前参加未
登録者に対しては，講演要旨集とともに請
求書等を送付して登録費（今回限りとして
事前申込扱い）を請求する．

 ・ 今後悪天等により大会行事を中止した（開
催できなかった）場合のルールについて
は，行事委員会で十分に検討する．

 ・ 年会の受付の設置場所については，大会会
場内での参加者の導線を考慮して配置する
よう気を付ける．当日登録確認のために，
会場内では参加者の名札の提示を徹底す
る．

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
1） 29年度の科研費の実績報告について，17日

の行事が中止となったことでアルバイト料
の減少もあり残余金が約263,000万円発生
した．これについては返却を求められる見
込み．28年度科研費（90万円）については
確定通知があった．

2） 10/12，地惑連合の学協会長会議開催，お
よび連合理事会にも会長が出席．いくつか
概要のみ以下のとおり．

 ・ 連合の会員が1万人を超えた．
 ・ 2018年度から三宅賞（地球科学協会が元）

新設される予定．
 ・ 初めてのこととして，日本陸水学会が連合

から脱退した．
 ・ 来年の日程確定（5/20-24：日〜木）．今後

数年は幕張国際会議場で開催予定，2021年
は横浜パシフィコで6月開催となる．

 ・ 当学会の学協会長会議幹事会の幹事の任期
は2018年5月まで，その後は各学協会もち

回りとなる．
 ・ 学協会宛のアンケート「アジアにおける学

協会との協力関係に関するアンケート」に
ついては，当学会の現在の学術交流相手に
ついて回答した． 

3） 各賞選考委員会は，互選により平成29年度
の委員長として星理事を選出した．11月30
日までの間，応募を受け付ける．

4） 9月10日付にて2018年度代議員および役員
選挙の告示を行い，10月13日（金）より11
月6日（月）まで立候補の受付を行う．
News 9月号とホームページに，実施要領
とスケジュールが掲載されている．

5） 電子教材の開発（子どもゆめ基金補助事
業）について，仮払金の使用および最終的
な会計の執行の仕方などについて，緒方理
事と業者とで話し合い（9/6学会事務局）
をした．

6） 11/8の中間報告会に小宮理事が出席予定．
そこでのプレゼン資料は事前に学会側で
チェックを行う．

7） 一家に1枚のポスターは，「自然災害」およ
び「県の石」とも不採択との通知があっ
た．今後，県の石は学会Website等にダウ
ンロードサイトを設ける方向で対応を検
討する．

２．運営財政部会：総務委員会  （緒方・西）　　
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞　
1） 社会地質学会「第27回環境地質学シンポジ

ウム」（12/1-2）の共催を承諾した．
2） 第15回国際放散虫研究集会（10/22-27，共

催）の開会式に会長への参加要請があり，
出席することとなった．

3） 第55回アイソトープ・放射線研究発表会へ
の参画依頼，協賛か後援かをこちらが選択
する．運営委員会への運営委員の参加状況
を考慮して，今回は後援とする．

4） 蒲郡市生命の海科学館より，フォトコン展
示会の共催依頼を承諾した．

5） 第59回藤原賞（藤原科学財団）の募集，対
象は自然科学で所属組織・機関の長の推薦
が必要．応募締め切りは12/20，学会の締
め切りは11/20とする．→geo-flash，News
に掲載

6） 山田科学財団「2018度研究援助候補者の推
薦」案内（10/1-2/23）学会推薦は３件ま
で→　News誌，geo-flashに掲載

7） 東大大気海洋研究所より平成30年度，同研
究所の共同利用および国際沿岸海洋研究
センターの公募（申し込み締め切り11/30）
→HP, geo-flashに掲載

8） 千葉県環境生活部より地質学専攻者の公
募（8/30-9/19） →　News誌，geo-flashに
掲載

9） 地学団体研究会より “原発再稼働に抗議す
る”，“軍学共同に反対し民生分野の研究条
件充実を求める”の2件の声明文が寄せら
れた．メールにて回覧済み

10） 地理学連携機構臨時総会の報告（9/30，
三重大学）メールにて回覧済み

＜会員＞　

1） 今月の入会者（2名）：正会員(2名)：鹿江
宏明，喜岡　新

2） 今月の退会者：正会員(1名)：鈴木竹夫
3） 逝去者：正会員(2名)：河原林育朗（8月31

日）・山田徳生 （9月2日）
4） 2017年9月末日会員数
　賛助：28，名誉：57，正会員：3655（正会
員： 3460，正（院割）会員：182，正（学部
割）会員：13）合計 3740（昨年比 -55）
5） 今年度の会員名簿の発行（2018年3月発行

予定）に関し，必要以上の個人情報を掲載
しないという観点から，退会予定者を名簿
に掲載しないこととし，名簿も配布しない
こととする．発行は年度内とする．

＜会計＞
　特になし
３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮・内
藤）
 ・ ジュンク堂池袋店にて地質関連のブック

フェアを11/1-30の期間開催予定．その会
場でジオルジュを無料配布する．同店の
Websiteのイベント案内ページで掲載済
み．

 ・ 地学オリンピック委員会より予選者向け
パンフレットに学会の広告を無料で掲載
してくれるとのこと，ジオルジュ，ちーと
も， 小 さ なESな ど 掲 載 の 予 定（ 締 切
10/20）．

4．学術研究部会（岡田・山田）
1）行事委員会（岡田）

（1）愛媛大会は，中日の17日に台風18号によ
る警報がでたため，2日目の全行事を中止し
た．翌日は予定通りの開催であったが，前日
中止した発表のうち，学部学生，院生の口頭
およびポスター発表に限り，会場の調整をし
て実施した．

（2）巡検は6班が実施され，特に事故もなく
安全に終了した．

（3）小さなE.S.の発表も中止となったため，
今回に限りデジタルポスター発表会を実施す
ることとした．理事全員による審査コメント
と選考委員による評価がおこなわれ，近日中
に結果が出る見込み．

（4）札幌大会準備状況
 ・ 巡検10コース（土日開催）で，2コースは

アウトリーチ
 ・ 講習会１件，これについては資料の発行が

予想されるが，できれば地質学雑誌の「ノ
ート」として掲載を検討してはどうかとの
提案があった．

（5）今後巡検の実施法について，行事委員会
で法務委員会に相談しながら早急に検討す
る．

（6）札幌大会の普及行事に対し，2018年度の
科研費(研究成果公開促進費B)を申請（11月
上旬）する．産総研（情報展担当者），LOC

（北大），行事委員会，事務局と相談して申請
書を作成する．
2）国際交流委員会（井龍）
 ・ 韓国地質学会の75周年記念のご招待に対

し，会長のメッセージを携えて，井龍国際
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交流担当理事および辻森執行理事が出席す
ることになった．なお，費用負担は，往復
の交通費は当学会の支出とし，宿泊等は招
待側の韓国地質学会が支出するという慣例
によった．

3）JIS，標準担当（中澤：代斎藤）
 ・ 原案作成委員会が終了し，報告書を次の審

査プロセス（日本規格協会JSA）に載せた．
５．編集出版部会（中澤・田村・小宮）
1） 地質学雑誌編集委員会　(山路編集委員長，

中澤担当)　
（1）編集状況報告（10月13日現在）．
 ・ 2017年 投 稿 論 文　89編［ 総 説27（ 和 文

27）・論説36（和文36）・報告11（和文10，
英文1）・ノート2（和文2）・講座1（和文
1）・口絵4（和文3，英文1），巡検案内8］
査読中：52，受理済み：18（うち特集号3）

 ・ 123巻9月号：125記念特集「日本の変成岩
研究の進展と展望（その１）」＋通常原稿2
編（計117ページ，10/5発送）

 ・ 123巻10月号：125記念特集「日本の古津
波」＆「日本の変成岩研究の進展と展望

（その2）」（計120ページ，校正中）
 ・ 新規特集号の投稿「三次元地質モデル」
（世話人：木村克己ほか）が開始された
（125周年記念ではない）．

（2）125周年記念特集号状況
2） アイランドアーク編集委員会　(田村)　

（1）編集状況
 ・ Vol.26 Issue2（2017年3月）：一般原稿6編
 ・ Vol.26 Issue3（2017年5月）：井龍特集号5

編 (完結), 一般原稿3編
 ・ Vol.26 Issue 4 (2017年7月): 特集号5編, 一

般原稿4編
 ・ Vol.26 Issue 5 (2017年9月): 特集号5編, 一

般原稿7編 
 ・ Vol.26 Issue 6 (2017年11月): 特集号2編, 一

般原稿5編 予定
（2）特集号および新規特集号 
（3）オンライン投稿の状況 
3） 企画出版委員会（小宮）　
 ・ 地方地質誌最後の「東北地方」が出版さ

れ，全巻揃った．他の巻より200部ほど発
行部数を増やしたとのこと．

６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木・辻
森）
特になし
７．ジオパーク支援委員会（平田）
1） 第18回地震火山こどもサマースクールin益

城町
 ・ 8月9日・10日　熊本県益城町，参加者数
（小中高28名）

2） 9月27日　第31回日本ジオパーク委員会開
催，審査結果は以下のとおり．

 ・ ユネスコ世界ジオパーク再認定地域（山陰
海岸・阿蘇）の国内審査：条件付き再認定

 ・ 日本ジオパーク新規認定地域の審査：十勝
岳（認定見送り）・国引き（認定保留）

3） 日本ジオパーク再認定地域（10地域）の現
地審査予定（10月〜11月）

 （下仁田・茨城県北・佐渡・四国西予・三

陸・おおいた姫島・おおいた豊後大野・三
笠・桜島錦江湾，とかち鹿追）

4） ユネスコ世界ジオパーク再認定地域（糸魚
川・島原半島）の国際再審査結果は12月末
以降に連絡がある予定．

5） JGNの運営委員会に当支援委員会委員長を
参加させてもらう件について，JGNに申し
入れを行うこととした．

８．地学オリンピック支援委員会（平田）　
　特になし
９．地質災害委員会　(松田達生)　
　特になし
10．地質技術者教育委員会（山本）　
　特になし
11．125周年記念事業実行委員会（緒方，渡
部）
 ・ 記念出版物「はじめての地質学」（ベレ出

版）について，会計担当西理事と天野編集
委員会とが確認の上，ベレ出版と契約書を
交わした．また，拠金者に対し1部ずつ贈
呈した．同誌は初版4000部，現在1500部増
刷中とのこと．

 ・ 会員証を年内に選挙投票用紙に同封して
各会員に発送予定（退会予定者は除く）．

 ・ 会員個人からの寄付実績が予定より低調
なため，各種の機会に案内を繰り返し行
う．

12．県の石支援委員会（辻森）
　特になし

2017年11月11日
一般社団法人日本地質学会執行理事会 

会長（代表理事）渡部芳夫
署名人 執行理事   斎藤 眞

2017年度第5回執行理事会議事録

期日：2017年11月11日（土）13:00〜17:30
場所：地質学会事務局
出席 者：渡部会長　山本副会長　松田副会長　

齋藤常務理事　安藤　緒方　岡田（14時
半出）　小宮　坂口　杉田　内藤　辻森　
中澤　西　平田　（事務局）橋辺　

欠席 者（委任状提出あり）：田村　廣木　山
田

＊ 定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
15名，委任状3名，合計18名の出席．

＊ 前回議事録の承認

Ⅰ　審議事項
１．2018年度名誉会員推薦委員会委員の選出
 ・ 官公庁：加藤碵一（産総研），小中高教員：

会田信行（秀明大学校教師部），会社：足
立勝治（アジア航測），大学：木村　学

（東京海洋大学）＊以上の方に承諾いただ
いた

 ・ 理事会で1名選出
 ・ 職責委員（各支部長）7名：竹下　徹，柴　

正敏，有馬　眞，大藤　茂，三田村宗樹，

石塚英男，仲谷英夫
２．選挙開票立会人の選出2名（開票日1/11
木，3/8木）
　角和善隆（明治大），上原啓幹（東大院生）
３．『地質学雑誌オープンファイル掲載細則』
の改正案について
　特に多様なファイルを電子付録に掲載でき
るように対応することを検討した．改訂案を
次回理事会までに作成し理事会に諮る．
４．2017年度事業経過報告及び2018年度事業
計画骨子（案）について
 ・ 事業経過報告は，各部会等に早急に出して

もらう．
 ・ 2018年度の事業計画を逐条詳細に検討し，

項目の構造を含め大きく改訂することと
した．

５．12月理事会審議事項　
 ・ 総会の日程について
 ・ 名誉会員推薦委員会委員の選出について，

理事会推薦委員1名の選出
 ・ 創立125周年記念事業について
 ・ 『地質学雑誌オープンファイル掲載細則』

の改正について
 ・ 2017年度事業経過報告　
 ・ 2018年度事業計画骨子（案）
６．ジオルジュの今後の発行について
 ・ ジオルジュ 2018年前期号については，新

規編集体制（編集長北村有迅，マネージメ
ント坂口有人）で出版作業を進める．後期
号については新規スポンサー企業確保を
進めながら，販売戦略を十分に立てた上で
の成果を考慮し，次期の理事会で検討す
る．とりあえず，2018年度の予算は2号分
とする．

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
1） JpGUの ジ ャ ー ナ ル「Progress in Earth 

and Planetary Science（愛称，「PEPS」）」
が，Elsevierが管理する「Scopus」への登
録が採択された．

2） 第15回国際放散虫研究集会（地質学会共
催，新潟市，2017/10/23-27）に会長が出
席し挨拶．

3） ジオルジュを地学オリンピック予選参加
者（2000名）に提供するため，後期号の印
刷部数を1000部増刷した．今号には地学オ
リンピックの広告は掲載済み．

4） 小さなE.S.デジタルポスター発表会の結果
（地学教育委員会　三次委員長）

 参加22件中，理事の審査により　優秀賞4
件，奨励賞7件を授与することとした．今
回は台風による突然の中止という事情も
勘案し，奨励賞の授与を厚くすることを考
慮した．

5） 札幌大会の“市民講演会「―動く大地のし
くみを知り，地震・津波災害に備える―」
および地質情報展2018ほっかいどう”につ
いて，科研費を申請した．日程：9月7日

（金）〜9日（日），会場：道民活動センタ
ーかでる2.7
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6） 11/9選挙管理委員会の開催，立候補者はす
べて定数内であったので，会長・副会長の
意向調査は実施するが，代議員の投票は行
わない．立候補者合計147名：全国区81名，
地方区66名選挙広報等の送付11月4週目中
の予定．

7） 子どもゆめ基金の進捗状況のヒアリングが
11/8に実施された．いくつか注文のついた
ことについては早急に検討，対応の上完成
させる．12月の理事会では，ヒアリングで
発表した程度の内容を見せることができ
る．（小宮理事）

２．運営財政部会：総務委員会（緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞
1） 消防防災科学技術研究推進制度平成30年度

研 究 開 発 課 題 の 募 集， 募 集 期 間10/19-
12/20→　News誌，HP，geo-flashに掲載

2） 神奈川県立生命の星地球博物館特別展「地
球をはぎ取る〜地層が伝える大地の記録」

（7/15-11/5）の終了報告あり．
＜会員＞
1） 今月の入会者　なし
2） 今月の退会者　なし
3） 逝去者：正会員（1名）中村昭勇（10/12）
4） 2017年9月末日会員数
　賛助：28，名誉：57，正会員：3660（正会
員： 3462，正（院割）会員：184，正（学部
割）会員：14）合計 3745（昨年比 -53）　
＜会計＞
1） 愛媛大会の収支については，40万円強の黒

字予定．愛媛大学の施設使用料の無料化，
LOCによる協賛金の募集（39万円）と台
風による1日分のバイト代（約25万円）の
支出なしが大きく影響．松山観光コンベン
ションおよび愛媛県からの補助金はなしと
なる．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮・内
藤）
 ・ ジュンク堂池袋本店にて日本地質学会関連

のブックフェアを11/1-30の期間開催中．
会場でジオルジュを無料配布し，好評につ
き追加要請あり．

 ・ ジオルジュ 2017年後期号が出版され，企
画協賛記事の掲載はスポンサー企業の好評

を得ている．
４．学術研究部会（岡田・山田)
1） 行事委員会（岡田）
 ・ 北海道大会関係：LOCの方で学会運営会

社について，イベント業者に見積もりを依
頼中．業者の決定は本部がおこなうことは
連絡済み．

2） 国際交流委員会（井龍）
 ・ 大韓地質学会70周年記念，2017年秋期地質

連合大会（10月25-26日：韓国済州国際コ
ンベンションセンター）に，井龍理事（国
際交流委員長）および辻森理事（会長代
理）が招待され，それぞれ国際セッション
で講演した．日本地球化学会からも会長以
下3名が招待されており，共に格別な接待
を受けた．

 ・ IGC2024釜山大会で日本に協力要請されて
いる巡検（10コース）について，話題とな
った．

 ・ 当学会との学術交流協定が5年を経過した
ので協定書を更新した．

 ・ 10月26日にはIGCP608第5回国際シンポジ
ウムも開催され日本からは11名が参加し，
大韓地質学会70周年記念祝賀会にも参加
した．

3） JIS，標準担当（中澤）
　特になし
５．編集出版部会（中澤・田村・小宮）
1） 地質学雑誌編集委員会　(山路編集委員長，

中澤担当)　
（1）編集状況報告（10月13日現在）
 ・ 2017年 投 稿 論 文　95編［ 総 説28（ 和 文

28）・論説39（和文39）・報告11（和文10，
英文1）・ノート2（和文2）・講座2（和文
2）・口絵5（和文4，英文1），巡検案内8］　
査読中：49，受理済み：19（うち特集号5）

 ・ 123巻10月号：125記念特集「日本の古津
波」＆「日本の変成岩研究の進展と展望

（その2）」（計120ページ，11/1発送済み）
 ・ 123巻11月号（通常号）：論説3，報告4（計

70ページ，校正中）
（2）125周年記念特集号状況　
　投稿状況，今後の印刷状況について報告さ
れた．

（3）『地質学雑誌オープンファイル掲載細則』
改正案を検討
2） アイランドアーク編集委員会　(田村)　

（1）編集状況報告　
　順調であることが書面で報告された．
3） 企画出版委員会（小宮)　
　特になし
６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木・辻
森）
　特になし
７．ジオパーク支援委員会（平田）
　特になし
８．地学オリンピック支援委員会（平田）
　特になし
９．地質災害委員会　(松田達生)　
　特になし
10．地質技術者教育委員会（山本）　
　特になし
11．125周年記念事業実行委員会（緒方，渡
部）
 ・ 矢島委員長による報告（13時20分〜）
 ・ 125周年記念式典での表彰について
 ・ 札幌大会での125周年記念国際シンポジウ

ムについて
 ・ 連携協定を結んでいる海外5学会（イギリ

ス，韓国，タイ，モンゴル，台湾）の代表
を招聘し，シンポジウムを開催．内容・詳
細は国際交流委員会，行事委員会，125周
年委員会担当者で協議．2018年のフォトコ
ンテストに125周年記念特別賞を設ける

 ・ 緒方委員による125記念事業の財政関係の
報告

 ・ 個人寄付が伸びていないこと，経費の支出
計画等についての報告があった．

 ・ 会員証が完成したので，選挙広報とともに
会員に送付する．

12．県の石支援委員会（辻森）
　現時点では，予定通りの刊行は難しそうな
状況にある．

2017年12月2日
一般社団法人日本地質学会執行理事会 

会　長（代表理事）渡部芳夫
署名人 執行理事   斎藤 眞
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　本会名誉会員の藤井昭二先生が本年6月5日に永眠された（享
年89歳）．
　藤井先生は1954年に東京大学理学部地質学科を卒業し，同年，
富山大学教育学部に赴任された．その後1967年，全国の新制大学
に設置された教養部に異動し，五六豪雪，地すべり，海岸侵食，
活断層，津波痕跡などの調査研究を手掛けられ，成果は様々な学
会で発表されている．1971 〜 1988年にかけて富山地学会会長を
務められたほか，富山県の各種審議委員も歴任された．1993年に
定年退官され，富山大学名誉教授として藤井環境地質研究所を主
宰し，富山湾に学ぶ会会長，日本地質学会環境地質研究委員会委
員長も務められた．2006年11月には日本第四紀学会50周年記念事
業の際に50年会員として功労賞の栄誉も受けている．
　藤井先生は，北陸新生界の層位・古生物・地史の研究を中心
に，東南アジアの海水準変動の研究にも従事し，200篇余の論文
や著書を残された．とくに大きな仕事として，海底林，大山の
恐竜足跡群，八尾の化学合成生物群集の発見がある．1930年に
発見された魚津の埋没林や1981 〜 1982年に調査・発見された入
善沖海底林にかかわる考究で先生は，地殻変動に重点を置いた
従来の成因論を覆し，海水準変動の意義を決定づけた．1988年
頃まで継続した海水準変動を地質学的に確認する野外調査では，
松島湾や北上川流域など東北地方はじめ，インドネシアや中国
まで足を伸ばしている．その際，親交を深めた国立マレーシア
大学のH.D.Tjia教授を北陸での活断層調査に招いたことは，断層
のすべり面を詳細に観察記載する構造地質学的な活断層調査の
スタイルを日本に紹介する契機ともなった．
　1987 〜 1990年，文部省科学研究費補助金総合研究「日本海沿
岸後期新生代層の層序と古環境の変遷」（代表：小林巌雄新潟大
学教授）では，生物・火山灰・年代の各層序法を加味した岩相
層序を確立し，日本海沿岸地域の新第三系対比表と対比図をま
とめるという基本的で重要な仕事がなされた．そのデータをも
とに各地域および全域の新第三紀古地理図を約100 〜 200万年間
隔で描き，海洋環境と古生物群の変遷から古環境を論じた．こ
の研究で明らかになった古日本海における重要な海洋事件は，
中期中新世における大海進・熱帯環境と熱帯群集の北上，島孤
の隆起開始・温帯群集の成立・日本海の拡大深化・日本海的深
海環境の成立，後期中新世における島孤・縁海の成立・太平洋
地理区の出現，鮮新世における地殻変動・北方系群集の南下な
どである．藤井先生は，とくに富山県富山市八尾町の軟体動物
化石は中期中新世初期の熱帯海中事件という古環境変化と生物
群の変遷との関係解明に貢献された．
　この研究が比較的広域を対象にしていたこともあって，先生
は，北陸の海岸に面した3万年以降の“隆起扇状地”の数は東に
多く西に少ないことにも注目し，松本盆地の各扇状地との比較

検討から飛騨山脈隆起の時期を検討された．隆起扇状地の発達
過程は後背地である飛騨山脈の隆起を物語り，現在も進行中で
あるという結論は，折しも1990年10月に富山大学で開催され先
生が大会委員長を務められた日本地質学会第97年学術大会で発
表された．
　1992年から数年間，先生はロシアアカデミー・イルクーツク
湖沼研究所の地質学者と共同でシベリアのバイカル湖調査に取
組まれた．科研費の国際学術研究「バイカル湖における環境-物
質循環-生態系の相互作用に関する研究」（代表：奥田節夫岡山理
科大学教授）の一環で，藤井先生と私が地学分野を担当した．
湖岸の活断層沿いの温泉でトラバーチンが生成されていること
から，最深部は1642 mに達する深い湖底においても断層沿いで
特異な化学物質の供給や湧水系生物群集が存在する可能性を指
摘した．
　この頃から先生は，“災害の進化”の考えは「どこにどのよう
な災害が起きるかという災害の予測と，そのため何をしないと
いけないかの防災力向上に極めて有効である」として仮説の例
証を始められた．それまでも先生は，地質図幅の作成や斜面防
災などの応用面や社会貢献には情熱を傾注されていたが，とく
に海岸侵食対策，黒部川ダム排砂影響評価，富山県環境審議会
温泉部会などの委員として歯に衣を着せぬ発言が特徴であった．
そうした活動を通じ，地球環境問題について地質学からの取組
みの必要性を感じて，1994年に地質環境国際シンポジウム「リ
オからの道—地質環境・地球環境をめぐる持続的開発」を開催
し，同シンポ組織委員会の長として「東京宣言」を採択した．
　これらの業績と活動から2003年に日本地質学会名誉会員に叙
せられたが，その歩みは止まることなく，安政飛越地震による
平野部での液状化発生状況，常願寺川扇状地での洪水堆積物の
層厚分布調査と流出土砂量の算定など地域課題に積極的に取組
んで来られた．
　ところで，藤井先生は文人学者でもあった．学術研究のため
に国内外の各地を巡ると，行く先々で吟遊詩人のように俳句を
詠んでいる．バイカル湖調査時の詠嘆には次の2句がある．
　　　　まぼろしか朝焼けの湖あけきらず
　　　　タイガの黄金に染まり秋惜しむ
　この文理両道的な人間性は先生の生い立ちにかかわると思わ
れる．先生は1927年中国（旧満州関東州）の大連市に生まれ，
1947年2月に興安丸で舞鶴に引揚げるまでの20年を旧満州で過ご
し，中学4年で学徒勤労動員により大連の機械工場と製氷工場で
働いた．
　　　　石をもて故里追わるる敗戦忌
　　　　立たされて羅漢並ぶ雪の中
　先生の回想によると，教師の道を選んだ理由は，中学3年の頃
から歴史を意識し始め，戦中，戦後を通して何をバックボーン
にして生きるかを問い続けてきたことにあるようだ．その過程
で，人口の多いことが日本の資源であり，教育がこれからの日
本の進むうえで最も大切なことではないかと考えるようになっ
たという．富山大学在職中から自然科学の枠を超えて社会性の
あるテーマに取組んでおられ，口癖は「美しい日本のために，
素晴らしい明日のために」という歌詞のようなフレーズであり，
いわばホリスティックな地文学のリーダーであった．2005年に
は，来たるべき地方分権時代を展望し，富山湾を囲む地域の活
性化へ向けて提言をなさった．すなわち，県境への拘わりを外
し，能登半島も含めた広域生活圏・観光圏を考えた議論として，
能登空港や能越自動車道路を利用した首都圏，さらにはアジア
と和倉，氷見，立山をめぐる立体観光の可能性や富山湾の舟運
を盛んにし海から世界有数の美である山並の景観を楽しむ観光
コースの設置である．これは現在の立山黒部ジオパーク構想に
も通じ，同ジオパーク協会の学術顧問に就任されていた．
　近年の先生は，人の老いや死は社会の問題でもあるとして，
文芸誌『あとらす』にエッセイ「老いを見つめて」（一〜三）や

「思い出すこと」などを精力的に投稿しておられた．何の変哲も
ない事象を連綿と綴った文面には，何事にも新鮮な驚きを示さ
れる独特の感受性が随所にちりばめられている．先生のお話が
ときに難解であったのは，俳句並みに昇華された表現だったか
らかとも思う．
　私ごとになるが，1979年に富山大学へ赴任して以来，先生に
は大変お世話になった．あらゆる面で常に導いて頂いたことに
心から感謝しつつ，先生のご冥福をお祈りいたします．

（竹内　章）

追　悼

名誉会員　藤井昭二先生を偲ぶ
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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 Japan̶　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，（売り切れました）
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，（売り切れました）
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．
クリアファイル：学会創立125周年記念オリジナル．A4対応両面カラー．3枚１セット500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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