
©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6F　電話03-5823-1150
Fax 03-5823-1156   E-mail：main@geosociety.jp  ホームページ http://www.geosociety.jp

・会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
・年頭の挨拶（一般社団法人日本地質学会　会長　渡部芳夫）
・2018札幌大会（開催通知）「イランカラプテ−地質学が拓く夢・未来」

地質学雑誌　第124巻　第1号（通巻1468号）付録　平成30年1月15日発行（毎月1回15日発行）

日本地質学会News
Vol.21  No.1  January  2018

00_表01-04.indd   1-2 18/01/24   10:42



会長・副会長立候補意思表明者にたいする
意向調査結果報告

2018年1月11日

　一般社団法人日本地質学会

選挙管理委員会委員長　佐藤 智之

開票立会人　角和 善隆

開票立会人　上原 啓幹

　選挙規則ならびに選挙細則に基づき，標記意向調査を実施いたしました． 

　法人の代表理事は法律により，理事会において選任することが定められています．学会の代表理事となる会長およびその

補佐役の副会長を選出するにあたり，会員の皆様の意向を伺うためにこの調査を行いました（※）．

　意向調査の結果は，下記のとおりとなりましたのでご報告いたします．

１）意向調査の実施結果

　　　有権者総数　　　　　3660名

　　　意向調査用紙発送数　3561通

　　　総投票数　　　　　　 921通

２）開票結果 （無効　0通）

　会長意思表明者（得票数）

　　１　松田 博貴（866）

　副会長意思表明者（得票数）

　　１　佐々木 和彦（822）

　　２　平田 大二（858）

※理事会規則第2章　役員の選任，第3条（会長，副会長，執行理事の選任）参照．

　第２章　役員の選任

　（会長，副会長，執行理事の選任）

　第３条  理事会は，役員改選後の第１回理事会において，会長および副会長候補者を選任する．なお，選任にあたっては，

会員の意向投票を尊重する．
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災害に関連した
会費の特別措置のお知らせ

　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，以下の措置を取らせていただきます．
　「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2018年度（平成30年
度）会費を免除することといたします．
　2017年度において，災害により被害にあわれた方のうち，こ
の措置の適用を希望される会員は，①会員氏名②被害地域③被
災状況（簡単に）を明記し，学会事務局までお申し出下さい．
お申し出の方法は，郵送，FAX，e-mailのいずれでも結構です．
締切は，2018年２月23日（金）までとさせていただきます．

※ 通常の会費払い込みについては，News12月号「2018年会費払
い込みについて」をご参照下さい．

2018年１月９日
日本地質学会　会計委員会
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　日本地質学会は，可能な限りの手段を尽くしていますが，
強力な影響力を持つために必要な法令，業界規模，資金，
会員数等のすべてが揃っているわけではないため，なかな
か政策反映までには至りません．これについては全国規模
の認知活動によって，地方支部活動やジオパーク支援，県
の石，年会の一般公開プログラムと地質情報展などを地道
に展開することで，政治の場へのインパクトもごくわずか
ずつ与えられるようになったと感じています．

　さはさりとて，活動規模としては限られていますので，
全国の学会員の皆さんご自身のお力にも期待しています．
基本的には集客呼び込み型だけでなく，自ら気づいていな
くとも地学の知識を必要とされている方を見つけて知恵を
お渡しするアウトリーチが，最も重要だと思います．皆さ
んの知識を役立たせていただいて，知恵にしていきたいと
思います．

　三つ目としては，日本地質学会創立125周年を我々地質学
会の飛躍を生み出す大きな機会とすることです．先の二点
の内容は，記念事業である地質学雑誌の特集や単行本の出
版等に詳細が顕れています．5月18日の式典，9月の地質学
会での国際シンポジウムでは，国際的にも学会が社会に対
して大きなプレゼンスを示す機会となっています．皆さん
の学会支部企画でも種々の事業が行われます．これらを通
じて，会員の皆さんが，グローバリズムと微細化や，成果
の社会共有を，学術・事業・教育をはじめとするそれぞれ
の場で担っていただければと思います．

　地質学会は，会員活動を支援するためのサービスや機能
の充実に引きつづき努めてまいります．成果や技術の共有
を，出版・広報活動や会員ネットワーク化，情報技術の活
用などを用いて進めます．会員の皆様と新たな年を迎える
にあたり，次の創立記念の折に，125周年が大きな節目の年
であったと思い起こされるよう祈念するところです．
　なお，末筆で申し述べますが，昨年も多くの会員のご逝
去の報を受けました．既にご案内の通り，山本高司副会長
も昨年末に突然お亡くなりになりました．関東支部執行部
時代も含め，地質学と社会との関わりについて尽力されて
おられる最中のことで遺憾千万です．皆様のご冥福を謹ん
でお祈りするとともに，我々理事会・執行部としては故山
本副会長の遺志を引き継ぎ，これを全うする所存です．

2018年1月

一般社団法人日本地質学会
会長　渡部芳夫

（国立研究開発法人産業技術総合研究所）

　学会員の皆様に，日本地質学会の創立125周年の年を迎え
るにあたり，年頭のご挨拶を申し上げます．

　既に昨年より関連記念事業を進めて参りましたが，晴れ
て事業の本年度となりました．２年以上を準備に費やして
進めてまいりました周年事業の目的は，最終的には地質学
という学問の再認識とさらなる発展を，日本地質学会が一
端を担う以上に先導すべく決意を共有することでもありま
す．ここでは地質学をとりまく潮流について，私見を３点
ほどお話しし，今年一年が皆様にとって飛躍の年になる事
を祈念させていただきます．

　一つ目は月並みですが，この25年間の地球科学の進歩に
ついてです．改めて振り返ってみると，数多くのブレイク
スルーが思い起こされます．先般来，日本地質学会の学会
賞受賞先達の業績を拝見し直していましたが，いずれも地
質学の理解をよりグローバルにしつつ，同時に総合科学的
な技術を駆使してより細密化する進歩を中心的に担ってお
られることを再確認いたしました．

　このグローバリズムによって，地殻表層の変動現象の理
解がますます進み，プレートダイナミクス抜きでは語れな
い時代になって久しいところですが，個々の変動の理解や
予測については，新たな課題が提出され続けています．こ
のチャレンジには，技術革新や機器開発に基づく対象や精
度の微細化という逆方向の進歩が大きな助力となっていま
す．微量元素や同位体の分析，年代測定技術を得たTime-
Rock Unitの標準再構成や細分化などにより，いわゆる地
質学的論理構成の元で，多くの課題は解決されていくと期
待されます．

　過去10年を振り返って見ても，大陸から分離した島弧地
殻の構成の理解の元に，従来の地域地質の研究が，近隣諸
国の連続地質帯の調査研究を伴うようになって来ています．
日本地質学会では，海外５団体との互恵的相互協力関係に
あって，特に韓国地質学会とは密接なお付き合いを継続し
ています．このような関係をさらに周辺各国に広げると共
に，学会員の皆さんの研究に大きな恩恵を与えるべく，積
極的に利用していただきたいと思います．

　二つ目は日本の社会における地学リテラシーの向上と地
質学の認知の必要性です．繰り返される自然災害の多くは
地質災害であり，被災者の皆様や自治体，そして国の対応
においてリテラシーの向上が望まれ続けてきましたが，災
害慣れしている国民性があるのでしょうか，長期的な教育・
普及の手立てはなかなか採られないでいます．学問の進歩
に比して，この点は25年間ほとんど改善されていないと感
じています．

年頭の挨拶
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るという基準が設けられ，この判定には地質学会会員の一
部が関わっています．このように，地質学の需要はかって
ないほど高まって来ていますが，地質学会会員数は減少の
一途をたどっているほか，各大学の地質系学科等は社会の
需要に応えるほどの十分な数の人材を輩出出来ていません．
地質学会全体としても，この社会の地質学のニーズにどう
応えていくか，本格的な対策を講ずる必要があるように思
われます．

　一方で，日本全国におけるジオパーク設立に向けた運動
は，かってないほどの広がりを見せ，“ジオ”という用語が

“バイオ”とともに国民にとって馴染みのある言葉となり地
質学を後押ししています．北海道は日本のジオパーク運動
を牽引しており，「洞爺湖有珠山ジオパーク」，「アポイ岳ジ
オパーク」，「白滝ジオパーク」，「三笠ジオパーク」および

「とかち鹿追ジオパーク」の５つが「日本ジオパーク」に認
定されているほか，最初の２つのジオパークは，「ユネスコ
世界ジオパーク」にも認定されています．また，昨年の日
本地質学会第124年学術大会では「ブラタモリ」制作チーム

（日本放送協会）が地質学会表彰を受賞しましたが，国民目
線で地質学がより身近になってくれば将来地質学の研究者・
技術者を目指す若者も増えてくると期待されます．

　北海道の地質のすばらしさは上記の通りですが，皆様に
は，主として本大会後半に準備されている巡検に是非参加
され，北海道の地質を堪能していただきたいと思います．
なお、通常の巡検とは別枠で通称ブラタモリ巡検「コトニ
川・サッポロ川や豊平川の原風景」を用意しています．こ
ちらも奮ってご参加ください．

　なお，昨年の愛媛大会と同様，９月上旬の北海道は観光
客が多い時期で，ホテル・旅館は大変混みあうことが予想
されます．札幌大会に参加される会員の皆さんは，是非，
早めの宿泊予約をお願いいたします．

　札幌大会の成功に向けて，大会実行委員会，北海道大学
理学研究院・地球環境科学研究院，北海道支部幹事一同努
力を重ねております．実りの多い大会になりますよう，皆
様のご参加を是非お待ちしております．我々は125周年地質
学会札幌大会が日本の地質学の復活に向けての第一歩とな
ることを祈っています．それでは，札幌でお会いしましょ
う．

日本地質学会第125年学術大会（札幌大会）実行委員会
委員長　竹下　徹

　日本地質学会は，北海道札幌市の北海道大学札幌キャン
パスにて，第125年学術大会（2018年札幌大会）を「イラン
カラプテ−地質学が拓く夢・未来」というテーマで9月5日

（水）〜 7日（金），巡検（見学旅行）を8日（土）〜 9日
（日）に開催します．「イランカラプテ」とはアイヌ語で「こ
んにちは」を意味し，最近，北海道のおもてなしのキーワ
ードとして推奨されています．また，「地質学が拓く夢・未
来」は開拓者精神あふれる，未来志向の北海道で開催する
地質学会であることを表現します．なお，前回，北海道大
学において開催された本学会の大会は第114年学術大会

（2007年）で，今から11年前になります．

　日本地質学会は本年125周年を迎えますが，2018年は北海
道創立150周年に当たります．明治維新が1868年で，北海道
は明治維新と同じ年に創立されたという訳です．北海道は
鉱産資源に富み，最近まで多くの鉱床で種々の金属資源が
稼行されたほか，特に夕張炭田に代表される質の良い石炭
を産することで有名です．そのため，北海道ではその広い
面積にも拘わらず，戦後，地質調査所のほか，北海道立地
下資源調査所（現北海道立地質研究所）によって，地質調
査が精力的に進められ多数の地質図幅が刊行されました．
また，北海道中央部-西部にも西南日本の帯状構造が基本的
には連続していると考えられていますが，グラニュライト
相に至るまでの連続大陸地殻断面を見せる日高変成岩や典
型的な高圧型変成岩である神居古潭変成岩，極めて保存の
良いことで知られる幌満カンラン岩体，さらに活動的な島
弧火山は本州の地質にも増して魅力的であり北海道の地質
は多くの地質学者の興味を引き付けて来ました．それらの
地質体の中でも白亜系蝦夷層群は，その規模，層序の連続
性，アンモナイトに代表される大型化石の産出により本州
からも多くの地質学者が駆け付けて生層序および堆積学的
研究を行ったほか，近年ではK-T境界や無酸素事変の研究
フィールドとして注目されています．しかし，現在は北海
道のフィールドで地質学的研究を行っている研究者数は非
常に少ないと思われ，日本の他のフィールドと同様，野外
地質離れが進行していることは残念なことです．

　最近は，未曾有の被害を引き起こした2011年3月11日に発
生した東北地方太平洋沖地震を始めとし，大型の地震災害，
火山災害および気象災害による土砂災害が頻発しており，
自然災害防止のため地質技術者の需要が大変高まっていま
す．さらに，最近になって大型プロジェクトとして海底資
源開発が開始されたほか，原子力発電の代替エネルギーと
して地熱発電が再び見直され，その開発が進んでいます．
原子力発電所の再稼働については後期更新世以後の活動が
否定できない活断層が原発敷地内にないことが条件とされ

「イランカラプテ−地質学が拓く夢・未来」
日本地質学会第125年学術大会

北海道大学札幌キャンパス（北海道・札幌市）にて，
2018年9月5日（水）〜 7日（金）に開催

2018札幌大会
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３）	共同世話人の氏名（和・英），所属（和・英），メール
アドレス

４）	趣旨・概要（400 〜 600字）
５）	招待講演の有無
	 有の場合
	 5-1）招待講演者の氏名（和・英），所属（和・英），会

員/非会員の別
	 5-2）招待講演の発表希望時間（15分または30分）
	 5-3）招待講演者の選定理由（100 〜 200字）
	 5-4）選定理由の裏付けとなる，セッションテーマに関

連した代表的な論文・著書等
６）	他学協会との共催希望の有無，有の場合は名称
７）	時間（原則半日（３時間）以内ですが，詳細はお問い

合わせください）
８）	地質学雑誌またはIsland	Arcへの特集号計画の有無（で

きる限り特集号を計画してください）
９）	その他（英語使用等）

５．採択方法
　応募多数の場合や他セッションと内容が重複する場合，
行事委員会は学術的なインパクトや緊急度を考慮して採択
を決定します．採択されたトピックセッションはニュース
誌4月号（4月末発行予定）で公表し，講演募集を行う予定
です．演題登録（講演申込，講演要旨投稿）締切は6月中旬
を予定しています．

６．非会員招待講演者の参加登録費
　非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します（ただ
し要旨集は付きません）．

７．世話人が行う作業（6月中〜下旬）
　代表世話人には，講演要旨校閲，講演順番決定などの作
業を6月下旬までに行っていただきます（詳細は採択後にお
知らせします）．その期間，代表世話人は電子メールで添付
ファイルを送受信できるようにして下さい．野外調査や乗
船等で通信が制限される場合は，共同世話人（代理）にあ
らかじめ作業を依頼し，その旨を行事委員会に必ず報告し
てください．

　ご不明の点があれば行事委員会（main@geosociety.jp）
までお気軽にお問い合わせください．

　第125年学術大会（札幌大会）は，北海道支部のご協力の
もと，北海道大学札幌キャンパスを会場として2018年9月5
日（水）〜 7日（金）に開催されます．本年創立150周年を
迎える北海道は，石炭を始め鉱産資源に富み，明治維新以
降の我が国の発展に大きな役割を果たしてきました．また
最近は，十勝沖で予測される巨大地震の発生確率が引き上
げられました．以上より，地質学会学術大会は，資源関係
に加え，地震災害や防災に関心を持つ一般市民など多くの
方々から注目されるものとなるでしょう．札幌大会では，
多くのセッション開催を可能にするよう，必要十分数の会
場（部屋）を確保する予定です．ポスター会場については，
近年のポスター発表重視の方向を満たすスペースを確保し
ます．トピックセッションを下記要領で募集します．本大
会も前回同様，シンポジウムの一般募集はありません．シ
ンポジウムは札幌大会実行委員会および学会執行部が企画
します．

１．セッション概要
　セッションは例年通り「レギュラーセッション」，「トピ
ックセッション」，「アウトリーチセッション」に区分しま
す．レギュラーセッションは前回の愛媛大会と同じ25タイ
トルを予定しています（レギュラーセッションは３月下旬
に行事委員会が決定します）．

２．トピックセッション募集
　トピックセッションは，広く地質学の領域に属し，これ
から新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱
うものとします．形式はレギュラーセッションと同じです

（口頭発表およびポスター発表：口頭発表は15分間で，進行
も15分刻み）．多くの参加者が見込まれる，魅力あるセッシ
ョンを積極的にご提案ください．締切後，行事委員会が応
募内容を慎重に検討し，最大8件程度のトピックセッション
を採択する予定です．

３．トピックセッション招待講演
　トピックセッションの招待講演には前回（愛媛大会）と
同じルールを適用します．
１）招待講演は１セッションにつき最大2名とし，会員，非

会員を問いません．世話人が「自分を招待する」こと
は認めません．

２）発表時間（質疑応答を含む）は世話人が15分または30
分のいずれかを選択できます．なお，１人の発表者

（招待講演者を含む）が１つのセッションで口頭発表で
きるのは１件です．

３）招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報（セッ
ションテーマに関連した代表的な論文，著書等）が必
要です．

４）会員招待講演者が招待講演の他に非招待の発表を１件
申し込む場合，発表負担金はかかりません．さらにも
う１件（招待講演の他にセッションで2件）発表する場
合は負担金がかかります．

４．応募方法
　トピックセッションを応募する会員は，次の項目内容を
日本地質学会行事委員会宛（main@geosociety.jp）にe-mail
でお申し込み下さい．
１）	代表世話人（＝連絡責任者，会員に限る）の氏名（和・

英），所属（和・英），メールアドレス，緊急時の電話
番号

２）	セッションタイトル（和・英）

トピックセッション募集　締切 2018年3月12日（月）

日本地質学会行事委員会

2018札幌大会

札幌大会に向けてのスケジュール（予定）

　会期に合わせ，例年より2 〜 3週間早めの日程になり
ます．各項目に関して，余裕をもってご準備をお願い
します．

3月12日（月）トピックセッション募集締切
4月末（ニュース誌4月号）大会予告記事（演題登録・

講演要旨受付開始）
6月13日（水）演題登録・講演要旨受付締切／ランチョ

ン・夜間小集会申込締切
7月末（ニュース誌7月号）大会プログラム記事
8月初旬〜 10日頃　大会参加登録／巡検／懇親会参加

申込締切
9月5日（水）〜 7日（金）第125年学術大会（札幌大会）
9月8日（土）〜 9日（日）ポスト巡検
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本会以外の学会およ
び研究会・委員会か
らのご案内を掲載し
ます．

ご案内

第55回アイソトープ・
放射線研究発表会

会期：2018年7月4日（水）〜 6日（金）
会場：東京大学弥生講堂（文京区弥生1-1-1）
後援：日本地質学会ほか

一般発表申込資格
 ・ それぞれの研究分野において専門的な成果

を得た，放射性同位体，安定同位体や放射
線の利用研究，およびこれら利用の基礎と
なる研究であること．

 ・ 発表内容の一部または全部が未発表である
こと．

 ・ 筆頭発表者および共同発表者のうち，少な
くとも一人が本研究発表会の主催，協賛お
よび後援学協会いずれかの会員であるこ
と．

発 表 申 込 受 付 期 間：2017年12月26日（ 火 ）
10:00 〜 2018年2月28日（水）17:00

要 旨 原 稿 投 稿 期 間：2018年3月1日（ 木 ）
10:00 〜 4月12日（木）17:00

問い合せ先
第55回アイソトープ・放射線研究発表会　事
務局
公益社団法人日本アイソトープ協会
学術振興部学術課
TEL：03-5395-8081　FAX：03-5395-8053
https://www.jrias.or.jp/

第35回歴史地震研究会
（大分大会）

日程：2018年9月22日（土）〜25日（火）
　22日15時〜（予定）：公開講演会，
　23・24日：研究会・総会・懇親会，
　25日：巡検
場所：ホルトホール大分（大分県大分市金池
南一丁目5番1号）

発表者（共同研究の場合は全員の名前と発表
者名）・題名・発表形式（口頭・ポスター・
どちらでもよい，のいずれか）を明記の上，
行事委員会あてに電子メール・手紙・FAX 
のいずれかでお申し込みください．
講演申込締切：5月31日（木）

講演申し込み先：第35 回歴史地震研究会行
事委員会
　松崎伸一（委員長），日名子健二, 松浦律
子，小松原琢，宍倉正展, 室谷智子

電子メールの場合：rekishi2018@ml.histeq.
tokyo
手紙・FAX の場合：〒760-8573 香川県高松
市丸の内2-5
　四国電力㈱土木建築部内 第35 回歴史地震
研究会行事委員会 松崎伸一
FAX 番号 087-825-3177

詳細は随時，研究会ホームページを通じてお
知らせ致します．
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/
menu7.html

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

公募

東京大学地震研究所（アクティブ
テクトニクス分野）准教授の公募

1. 公募人員：准教授1名
2. 所属：採用後に決定する．
3. 研究分野：アクティブテクトニクス分野
地震研究所では，変動地形学・地質学的手法と
反射法地震探査などの地球物理学的手法を融合
し，沈み込み運動に伴う活断層・震源断層シス
テムや数百万年にわたる地殻変動の解明に関わ
るアクティブテクトニクス分野の研究を行なっ
ている．本公募では，これらの手法に基づく調
査観測研究を推進するとともに，国内外の地
震・測地観測，モデリング分野などの研究者と

も協働し，内陸地震の発生様式を解明し，長期
的発生予測の高度化を目指す人材を求める．ま
た，本公募で採用された者は，上記の研究活動
及び大学院教育を通じて，次世代の人材育成に
貢献することも期待される．
4. 採用予定時期：採用決定後のできるだけ早
い時期
5. 応募資格：博士の学位を有する者（外国で
の同等の学位を含む）
6. 任期について：本研究所の教員の任期に関
する内規により，満55歳を超える教員につい
ては，次年度の初めに教員の所属する組織

（分野）の職に５年以内の任期を定める．再
任は本研究所教授会の承認を得た場合に１回
限り可とする（ただし，東京大学教員の就業
に関する規程に定めるところの定年による退
職の日を超えることはできない）．詳細につ
いては，問い合わせ先に照会のこと．
7. 提出書類：【提出書類は返却しません】

（1）履歴書（市販用紙可）（2）業績リスト
（査読の有無を区別すること．投稿中の論文
も含む．）（3）主要論文の別刷り3編程度（コ
ピー可）（4）研究業績の概要（2000 字程度）

（5）今後の研究計画（2000 字程度）（6）応
募者について参考意見をうかがえる方（2名）
の氏名と連絡先とE-mail アドレス
8. 応募締切：平成30年3月26日（月）午後5
時必着
9. 問い合せ先：東京大学地震研究所地震火山
情報センター佐竹健治
TEL：03-5841-0219　 E-mail: satake@eri.
u-tokyo.ac.jp
10. 応募書類提出先：
〒113-0032　東京都文京区弥生1-1-1
東京大学地震研究所庶務チーム（人事）宛
http://www.eri.u-tokyo.ac.jp/recruitinfo/

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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紹　介

地図作成に見る世界最先端の
技術史

―世界のトップを走り続けた中国―

今村遼平

2017年10月17日初版発行，今村遼平，B5
版，260頁，ISBN978-4-87302-658-9定
2,000円（税別）

　地質技術者の著者がなぜ①地図と測量分野
の技術と②中国の太古の昔から清代までの技
術史に興味を持っているのだろうか．①は筆
者が航空測量会社に在籍し，応用地質分野を
代表する技術者出身で，空中写真判読や地形
図の読図から得られる地形・地質情報を活用
する空間情報コンサルタントの第一人者だか
らである．②は本書の参考文献からも窺い知

ることができるが，個人的に中国の歴史等が
大好きでこの時代の技術が世界最先端を走り
続けていたからであろう．
　中国の測量と地図作りの歴史は4000年以上
に及び，神話にさえそのことが記されてい
る．神話の伏義（ふつぎ）と女媧（じょか）
の二人は，すでに定規やコンパスを持ってい
るように描かれているし，戸籍に残る大禹

（だいう）も“左手に准縄（すみなわ）を持
ち，右手には規矩（きく）をもって”治水に
精を出たと伝えられている．中国では太古の
昔から測量や地図作りが行われていたことが
わかる．
　筆者が「地図作成に見る世界最先端の技術
史」として紹介したい内容を要約している文
章を引用すると次のとおりである．
　古来中国の測量は天文観測とともに進歩し
てきた．それは本来，為政者が人民生活，特
に，適切な農業指導や天への伺い立ての必要
性から生まれたものだ．時の権力者である皇
帝の命令のもとに，天文観測や天文測量を実
施してきたのが実態であろう．このため，す
でに神話の時代と歴史時代のはざまにある夏
の時代（？－前1600年ころ）から測量は始ま
っており，殷代末（前1050年ころ）には測量
の体系とそれを伝える教科書らしきものがあ
らわれ，周代（前1050－前221）にはそれが
ある程度定型をなし，漢代の始め（前200年
ころには《周髀算経（しゅうひさんけい）》
として広く世に使われていた．その後，多く
の数学者・天文学者の手による注釈を経て

《九章算術（きゅうしょうさんじゅつ）》とい
う数学の教科書が後漢時代に成立して，長い
間使われてきた．つづく三国時代には天才的
な数学者・劉徽（りゅうき）が，そのころ使
われていた《九章算術》の分かりやすい注釈
書を作り，その補足のために，10章目に測量
専門の手法のみをまとめて記述した《重差理
論》を新たに付け加えた．この部分は唐代に
なって独立した測量の教科書《海島算経》と
して成立し，広く利用されてきている．これ
らを基礎に中国の測量学は進歩してきた．そ
の中では，太古の昔から，すでに欧州とは独
立に“ピタゴラスの定理”と全く同じ原理が

“勾股定理（こうこていり）”あるいは“商高
定理”と称して，直角三角形を利用した測量

の基本手法として導入・多用されてきた．中
国の科学一般が古来すべて実用を基本にして
発展してきたように，測量・地図作成も代々
改善・創造の度を加えていって，世界に類の
見ない高度なものへと発展してきた．
　本書では，中国がこの分野でトップを走り
つづけてきた太古から清代までのあゆみを，
172枚の図を多用して分かりやすく解説して
いる．これらの図の中には著者が作成した21
枚の図も含まれていて，理解しやすく工夫さ
れている．
　本書の構成は，はじめに，第１章　先史時
代の中国，第２章　先秦時代の地図，第３章　
秦・漢時代の地図，第４章　魏・晋・南北朝
時代の地図，第５章　隋・唐・五代時代の地
図，第６章　宋時代の地図，第７章　遼・金・
元時代の地図，第８章　明代の地図，第９章　
清代の地図，第10章　中国の最先端技術はな
ぜ衰えたのか，おわりに，よりなっている．
各時代に地図や測量は相当に広い分野で利用
され，古来中国でも次のような広い分野で使
われてきたことが伺い知ることができる．
1） 行政管理（土地管理や税・賦役など）
2） 田畑の丈量や灌漑（水利施設の建設など）
3） 土木建築（道路・運河・水道・河川施設

など）
4） 建築（城郭・宮殿・寺観などの建設や都

市計画など）
5） 戦争（国境・砦類・駐軍・戦略/戦術の立

案など）
　以上のように，本書はこれらに使われてき
た「地図」やそれを作る「測量」技術の実態
を知ることができる一般の人向けにやさしく
書かれている．中国の測量と地図作成の歴史
に関する書籍は少ないので，普及本のひとつ
として，測量技術史や中国に関心のある方に
ご一読をお勧めしたい．
　本書は，著者の自費出版のため，直接申し
込むことにより，送料別の2,000円で購入す
ることができる．申し込みは，下記の通り．
郁朋社
〒101-0061　東京都千代田区美崎町2-20-4
電話：03-3234-8923

（足立勝治）

第8回惑星地球フォトコンテスト　佳作

「beautiful FUJIYAMA」

写真：本多礼子（東京都）

撮影場所：富士山上空（羽田-福岡便の飛行機内）

撮影者より：出張で福岡に行く途中で偶然出会った景色です．真っ白な雲と青い空の中で，富士山の美しさが際立って

見えました．スマートフォンで飛行機からの撮影です．
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　表題の会が11月13日～17日にバンコクで，
タイ地質鉱産局主導の組織委員会によって行
わ れ た． 大 会 は 表 題 の2組 織 の ほ か，
IGCP628 (Gondwana Map Project )と 
IGCP632 (Jurassic Crises)も共催者だった．
シンポジウムの前と後には付属の地質見学ツ
アー，中日には市内見学ツアーがあったが，
ここでは会議の報告のみとする．
　会議場はバンコク市の中心部，スカイトレ
インのラチャテウィ駅前のアジアホテルであ
った．ホテルにはいくつかの大きな会議室と
レストランがあり，会議はすべてホテル内で
行われた．会議登録参加者は21カ国122人で，
内訳はタイ（48人），中国（16），日本（12），
オーストラリア（10），ブラジル（6），イン
ド（6），ベルギー（5），ロシア（4），ドイツ

（2），エジプト（2），バングラデッシュ，米
国，エジプト，ドイツ，オランダ，マレーシ
ア，ニュージーランド，ノルウェー，台湾，
トルコ，ベトナム（各1）であった．会議の
登録発表者は118人で，口頭発表は81題あり，
そのうち基調講演は11題であった．ポスター
発表は46題で，１日目と２日目の２日間にわ
たって展示・説明会が行われた．
　会議のトピックスは，IAGRシンポジウム
で例年行われるゴンドワナの集合・分裂に関
連した地質・地球物理・地形からのアプロー
チに加えて，ゴンドワナ国際シンポジウムの
中心課題であるゴンドワナ関連の中・古生代

層 序 と 古 生 物，IGCP628Gondwana Map 
Project関連と IGCP632 Jurassic Crisis関連
の発表があり，また，これらのトピックスに
関連付けたタイの地質報告も多かった．以
下，日程を追って報告する．

　大会1日目の13日9時から，開会式がホテル
3階の大ホールで数百人が参加して行われた．
大 会 組 織 委 員 長 の タ イ 鉱 産 局 長 の 
T. Nuchanong，IAGR 事務局長のM. Santosh, 
タイ鉱産・環境大臣のS. Kamjanらの挨拶の後，
T. Nuchanongによる [Pazzling out Gondwana 
in Thailand] とM. Santoshによる [Continental 
dynamics: the four billion years age of Earth]
の2題の大会基調講演が行われた．
　 昼 食 ブ レ ー ク の 後13～15時 の 間，

「Paleographical Evidence for Gondwana 
Assembly and Fragmentation」セッション
があり，A. Collinsによる基調講演[Full plate 
topological reconstruction of Gondwana 
amalgamation]のほか4題の講演があった．テ
ィーブレークを挟んで２階の小ホールでポス
ターのコアタイムが15時まであった．18時か
らは大会晩餐会とIAGR年会があり，タイ伝
統のダンス，大会組織委員長らの歓迎挨拶，
IAGPプrジェクトリーダーらのメッセージが
あった．食事をしつつタイ音楽に合わせたタ
イダンスが始り，多くの参加者も加わり，ま
た各国のお国自慢歌唱もあり，大いに盛り上

学協会・研究会報告
がった．

　2日目の14日は2分科会が平行して行われ
た． ３ 階 中 ホ ー ル で は，「Structure and 
Tectonic Record of Breakup of Eastern 
Gondwana and Its Evolution into Asia」 セ
ッ シ ョ ン でJ. De Graveに よ る 基 調 講 演
[Gondwana to Asia: multiple basement 
exhumation phases recorded in the Eastern 
Ghats Belt and the SE Indian passive 
margin, Tamil Nadu]ほか５講演，ランチを
挟 ん でP. Charusiriに よ る 基 調 講 演
[Ae r omagn e t i c ,  g r a v i t y ,  a n d  n ew 
petrochemical data interpretation on 
tectonic provices of Thailand]ほか４題の講
演があった．一方２階の中ホールではA. 
Sardsudによる基調講演[Triassic conodont 
biostratigraphy of the Chaiburi Formation 
in Peninsular Thailand: the Early to Late 
Triassic carbonates succession evidence in 
Shan-Thai Terrane]ほか５講演が，午後には

「Energy Resources」 と「Metallogeny and 
Supercontinents」セッションも加えて６講
演が行われた．この日は19時からIAGR役員
会があり，経理報告や次回及び次々回の
IAGR会議計画などが話し合われた．

　3日目15日は大会中日市内見学ツアーでシ
ンポジウムはお休みだった．

　4日目16日は２セッションが平行して行わ
れ た． ３ 階 中 ホ ー ル で は「Tectonic 
Evolution of Gondwana」 セ ッ シ ョ ン で 
Jacobsによる基調講演[Connecting geology 
a n d  g e o p h y s i c s :  D e l i n e a t i o n  a n d 
characterization of major tectonic provinces 
of East Antarctica and significance for 
Gondwana assembly]のほか15講演がランチ
を挟んで行われた．この会場ではIGCP 628 
による新しい巨大なゴンドワナマップが展示
され，ティーブレークや講演会終了後にはマ
ップを前に熱心な討論が行われていた．一方
２ 階 中 ホ ー ル で は，「IGCP 632: Jurassic 
Crises」セッションがあり， D. Huangによる
基調講演[The age of Haifanggou Formation 
and its stratigraphic significances]ほか２講
演の後，IGCP632 の自由討論タイムとなっ
た． ラ ン チ を 挟 ん で 同 じ 会 場 で「Pre-
Gondwana Supercontinents」と「Correlation 
and Age Constraints」の合同セッションが
あり， Q-Yan Yangによる基調講演[Cratons 
as collage of microcontinents: evidence from 
North China]のほか８講演があった．

　5日目17日は，３会場でいくつかのセッシ
ョンが平行して行われた．３階中ホールでは

「IGCP628 Gondwana Map and Gondwana 
Map Exhibition」 セ ッ シ ョ ン が あ り， R. 
Schmittによる基調講演[The new geological 
map of Gondwana scale 1: 5000 and Its 
tectonic evolution]のほか４講演の後，大会

写真2　開会式壇上のお歴々，IGCP632と628のリーダー達（右から2-3人目），大会組織委員長
（右4），タイ資源環境大臣（右5），IAGR事務局長（右6）など

第 16回ゴンドワナ国際会議・
第 14回ゴンドワナからアジア国際シンポジウムと
IAGR　2017 年総会参加報告

吉田　勝（ゴンドワナ地質環境研究所）・角替敏昭（筑波大学）・小笠原正継（産総研）・
上野勝美（福岡大学）
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学協会・研究会報告

閉 会 式 ま で「Gondwana Map Discussion」
が地域グループごとに分かれて地図を前に詳
しい議論が行われていた．２階小ホールでは

「Permian-Triassic Boundary Events」 セ ッ
ションがあり，H. Campbell による基調講演
[Exploration of the Norian- Rhaetian (Late 
Triaassic) boundary in Zealandia (New 
Zealand and New Caledonia)]ほか５講演が
あった．一方2階中ホールでは「Geographical 
Evidences for Gondwana Assembly and 
Fragmentation」，「Global Event Markers 
du r i n g  G ondwana  Evo l u t i o n」 と

「Palaeoc l imat i c  Events :  B io l og i ca l , 
Geochemical, Sedimentological and Isotopic 
Proxies」の合同セッションで， C. Burrett 
による基調講演[Evolution of the Indochina 
terranes along the margin of greater 
Gondwana]のほか５講演があった．同じ会場
で 午 後 に は「Palaeofires in Gondwana」，

「Tectonic Evolution of Gondwana」，「The 
Ama lgama t i on  o f  Many  D i spa r a t e 
Continents along with New Crust That 
Fo rmed  i n  t he  La t t e r  Pa r t  o f  t he 
Proterozoic」の合同セッションがあり，5講
演が行われた．
　15時過ぎからは閉会式があり，組織委員長
らの挨拶に続いて，学生ポスター賞の表彰，
今回の大会についての参加者らの感想・謝辞
などがあった．また，次回IAGRシンポジウ
ムは中国の西安で９月24日～25日，その後２
日間はQinling造山帯の野外巡検があると発
表され，北西大学のY. Dongの挨拶があった．
以下に筆者ら各自の参加感想等を収録する．

（上野）今回バンコクで開催された第16回
Gondwana International Conferenceが， 私
にとってタイ王国で開催される国際シンポジ
ウムへの10回目の参加となった．今回このシ
ンポジウムに出席して強く感じたのは，開催
国であるタイ研究者の中で若手による発表が
頓に増えてきたということである． 2000年
代初め頃までの国際会議では，タイの地元研
究者の発表といえば現地で「名の通った」ベ
テラン研究者によるものが多く，若手や中堅
の発表はあまり目立ったものではなかった

（少なくとも私にはそう感じられた）．またそ
れらの発表は最新のデータをもとに新しい知
見を公表するというより，これまでの研究の

レビュー的なものが大半で，どちらかといえ
ば若い世代はそのような「大御所」研究者の
発表を有難く「拝聴する」という傾向が強か
ったように思える．今回のゴンドワナシンポ
ジウムでは，大学院生や大学院を終了して間
もない世代，中堅による，まさに今取り組ん
でいる研究の発表が目に留まった．彼ら，彼
女らの多くは，日本をはじめヨーロッパ，オ
ーストラリアなどの大学に留学し（あるいは
現在留学しており），そこで専門的な知識を
身につけたのち母国に戻ってアカデミックな
分野に職を得た（あるいは得るだろうと思わ
れる）人たちである．私もすでに30年近くタ
イ王国で地質，古生物の調査，研究を行って
いるので，このような次世代，新世代の地元
研究者が着実に育ってきていることをうれし
く思うとともに，頼もしく感じた次第である．

（小笠原）本会議の組織と概要についてはす
でに述べられているので，幾つかのセッショ
ンでの感想を示す．本会議はバンコクで開催
されることもあり，タイを含めた東南アジア
の国々の地質に関する発表が多くみられた．
この地域にはゴンドワナの周辺に位置してい
たリボン状の細長いテクトニックユニットが
集まっており，それぞれのユニットの形成を
検討する上でゴンドワナは重要である．この
点から，キーノートのProf. Clive Burrettの

“Envolution of the Indochina terranes along 
the margin of greater Gondwana”と題する
講演は興味深かった．主に古生物学的視点と
最近の様々な情報から東南アジアを構成する
ユニットがゴンドワナ周辺にどのように位置
していたかについて，詳細な地質のレビュー
から，今までに提案されているモデルの妥当
性が議論された．インド，アフリカ，南米，
南極等の主要部のゴンドワナ超大陸における
位置関係の復元は進んでいるが，ゴンドワナ
の周辺に分布していたこれらのリボン状のユ
ニットの位置関係についてはまだ多くの可能
性が残っており，今後の研究の必要性が示さ
れている．このような周辺部分を含めて
Greater Gondwanaと 称 さ れ る が，Prof. 
Burrettは講演を“Make Gondwana Great(er) 
again”と締めくくり，東南アジアでの研究
の必要性を示していた．
　アフリカ等の地域での研究についてはアデ
レード大学のProf. Alan S. Collinsのグループ

が活発で，大学院生を含めて彼のグループに
よるLA-ICPMSやMC-ICPMSのデータに基づ
く発表が多かった．Prof. Collinsによるキー
ノートで示されていたが，特にLAとトリプ
ル四重極ICPMSによる白雲母のRb-Sr年代
は，Ar-Ar年代とほぼ同じデータ示し，また
非常に効率的であるることから，これから多
くのデータが解釈に利用されると述べていた
ことは印象に残った．

（角替）今回のIAGRシンポジウムは国際ゴ
ンドワナ会議と共催ということもあり，ブラ
ジルや南部・東部アフリカの新期原生代～カ
ンブリア紀の造山帯に関する発表も多く，大
変有意義なものであった．特に南部アフリカ
のイルミデ帯とザンベジ帯が，コンゴクラト
ンとカラハリクラトンとの一連の大陸衝突に
よって形成されたものであるらしいこと，ま
たFitzsimonsの南極大陸の最新の地球物理学
データによると，南極リュツォ・ホルム岩体
の南西部に太古代クラトンの断片が存在する
こと（25億年前の白瀬小大陸に相当するもの
か？）などが大変興味深かった．改訂版ゴン
ドワナマップのセッションでは，机の上に提
示された地質図に参加した研究者が新たなデ
ータをもとに次々と修正を加え，より正確な
マップを作り上げることができた．

（吉田）IAGRにとって始めてのゴンドワナ国
際会議との共同シンポジウムであった．お互い
の組織にとって，本来重要でありながらこれま
でに持てなかったセッションが複数あり，発表
も目新しく，得るところが多い大会であったと
感じられた．シンポジウムの発表では，I. 
Fitzsimonsの南極氷床上のモレーンのジルコン
年代データからの基盤地質構造の推定や，N. 
Destroによるアインシュタインの相対性理論か
らのプレートテクトニクス考察など，その他面
白い講演が少なくなかった．一方私が関係する
トピックスとしては，筑波大グループの高村君
や高橋君のリュッツオウホルム湾地域の源岩が
ネオ原生代だけでなくパレオ原生代やネオアー
キアンがあるとのポスター発表や，R. Schmitt
がアフリカのダマラ・ザンベジ帯がモザンビー
ク帯とつながる重要なスーチャーであるとした
基調講演などは，単純な東アフリカ—東南極パ
ンアフリカスーチャー帯説を大きく見直させる
ものとして注目された．

左から，写真3．会議参加者もダンサーに交じって踊りの渦をなした．写真4．ゴンドワナ大マップを前ではいつも誰かが議論．写真5．筑波大グ
ループのポスター発表は好評だった
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写真1（左）．大韓地質学会
会 長 を 囲 ん で の24日 二 次
会．左から，Roh氏，Choi
氏，Kim氏，井龍，鈴木氏， 
Huh会 長，Eon-Jeong Wee
氏 （GSK事 務 局 ）， 辻 森，
Yeong-Hee Yu氏 (GSK事
務局)．
写真2（右）．互いの協定書
を持ち笑顔で握手するHuh
会長と井龍．

海外の学術団体との協力・交流活動をご紹介します

大韓地質学会創立 70周年記念国際シンポジウム参加報告
井龍康文・辻森　樹

　大韓地質学会の招きにより，辻森執行理事（東北大）と井龍
（国際交流特任理事・東北大）が，本年（2017年）の10月25日
から28日に済州島で開催された大韓地質学会創立70周年記念大
会に参加した．我々は，24日に日本を発ち，25日と26日に済州
島に滞在，27日に帰国というスケジュールであった．
　日本地質学会と大韓地質学会は，2007年以来，互いに隔年で
学術大会を表敬訪問しており，2017年度は，日本地質学会が訪
問する側であった．例年，大韓地質学会の年会は巨大な会場で
行われることになっており，今年の会場は済州島国際コンベン
ションセンターであった．大韓地質学会の厚意により，我々は
同センターに隣接するJeju Booyoung Hotelに滞在した．なお，
学術交流協定を交わしている日本地球化学会からも，圦本尚義
会長（北海道大），平田岳史副会長（東京大），鈴木勝彦評議員

（海洋研究開発機構）の3名が来賓として参加した．
　24日は，済州島空港まで迎えが手配されており，到着後直ち
に焼肉店に招待され，大韓地質学会の国際交流担当役員である
ROH, Yul教授、CHOI, Sung-Hi教授（ともに忠南大学校）と
Kim, Gyoo-Bum教授（大田大学校）に事務局職員2名（女性）
も加わって，済州島名物のオギョプサル（5層になっている黒
豚の焼肉）に舌鼓をうちつつ，済州島産の焼酎を味わった．さ
らに，ホテル到着後は，大韓地質学会会長であるHUN, Min教
授（全南大学校）が訪ねて来られ，二次会となった（写真１）．
初日からの歓待に恐縮した次第である．
　25日には，日本地質学会・日本地球化学会からの来賓5名が，
学術セッションにおいて，それぞれ，20分の講演を英語で行っ
た．海外から5名もが参加したのは日本だけであり，日本の地
球惑星科学のコミュニティーのプレゼンスを示すことができ
た．同日午後には，日本地質学会と大韓地質学会の学術交流協
定の更新が行われた．更新のために，会場の中の豪華な個室が
準備され，プロのカメラマンが撮影する中で，個々に談話を述
べ，協定書にサインした（写真２）．その後，今後の両地質学
会の学術交流に関して話し合いの時間をもった．同日の夕方に
は，大韓地質学会の創立70周年を記念する式典が行われた．式
典会場の入り口で，縁起物の菓子3種類が配られた．式典中，
この菓子を食べてもよいとのことであったので，式典中に1つ
摘んでみたところ，南九州の炒粉餅（いこもち）に似た餅であ
った．式典では，まず，若手研究者による記念講演が行われた．
それに引き続き，来賓の紹介と挨拶があり，井龍および圦本が
祝辞を述べた．式典中には，大韓地質学会70年の歩みを紹介す
る動画が上映され，非常に印象的であった．この動画は，大韓
地質学会の年会や地質巡検，韓国で開催された国際会議・シン

ポジウムの写真を集めたもので，2016年にケープタウンで開催
された第35回万国地質学会議における2024年万国地質学会議

（釜山）の招聘活動の写真で締めくくられていた．なお．写真
の中には木村　学元会長のアップも含まれていた．式典終了後
には，大韓地質学会の現および旧執行部との懇親会が催された．
　26日には日本語が話せる現地ガイドによる巡検が行われた．済
州島は火山島で，この島にある漢拏山（ハルラサン；標高1,950 m）
は韓国の最高峰である．2010年には，済州島全域が「済州島ジオ
パーク」として世界ジオパークネットワーク（GGN）に認定され
ている．ツアーでは，サングムブリ，城山日出峰（ソンサンイル
チュルボン）等を訪れた．サングムブリは，韓国語で「凹んだと
ころ」という意味で，漢拏山斜面に形成された，直径750 mほどの
火口の跡である．訪れた当時は，一面がススキで覆われており，
美しい景観を味わうことができた．ソンサンイルチュルボン（標
高182 m）は済州島の東南端に位置する，10万年ほど前に形成され
た火山である．観光地として整備されており，“頂上”までの階段
を登ると（といっても，かなりの急登になるが），噴火口跡（直径
約600 m）をみることができた．巡検終了後，直ちに，バンケット
に参加した．バンケットには，安藤寿男執行理事（茨城大）が率
いるIGCP 698「白亜紀アジア－西太平洋生態系」のメンバーも参
加した．まず，バンケットの開始に先立って，済州島の古楽器

（復元品）を用いた楽曲が披露された．打楽器を中心とした迫力あ
る演奏に，万雷の拍手が送られた．大韓地質学会の要人の発声に
よる乾杯が続く中，井龍も挨拶と乾杯の発声を行った． 
　27日の帰国に際しては，済州島空港まで大韓地質学会の
KIM, Gyoo-Bum教授（大田大学校）に同行していただき，空
港でも多くの会員の方々から，丁重な挨拶を受けた．4日間の
歓待を深く感謝し，帰途についた．
　両地質学会の学術交流協定の更新後の話し合いで最も重要な
案件は，2024年万国地質学会議（釜山）に対する日本地質学会
の協力であった．日本地質学会は，同会議の前後に行われる地
質巡検に10コースを実施することを約束していることを確認
し，2018年から互いに窓口を設けて，準備を進めていくことで
合意した．また，同会議に向けて日韓の研究者の交流を活発化
させ，セッションの企画・実施に結びつくよう，中堅研究者に
呼びかけることで合意した． 
　日本地質学会と大韓地質学会との交流は，確実かつ強固なも
のとなりつつある．政治的には冷え切っている日韓関係である
が，われわれは地球科学者として相互の交流に努め，研究の発
展に尽力すべきである．今回の韓国訪問が，そのための1ステ
ップとなることを祈念して止まない．
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１日目
　冒頭，開会式において実行委員長である西村博則益城町長か
らご挨拶をいただいた（写真1）．熊本地震の際の絶望感と，町
民の復興への姿や励ましの言葉，全国からの支援によって復興
できることを確信したことについて述べられ，これから2日間
の成果である子どもたちの発表に期待しているとの言葉が寄せ
られた．その後，子どもたちは各チームに分かれ，各自が撮影
してきた益城町の自然や断層の写真を使って自己紹介をした．
また2日間で取組む4つの課題とその発表方法についての説明が
あった．
　当初予定では，午前中に野外観察を，午後に室内実験などを
行う予定であったが，生憎，天候が悪かったため，午前中は室
内実験などを行った．まずドローンで撮影された益城町や周辺
地形の映像を見て，気づいたことを発表した．このような景色
がどうしてできたのか，2日間，考えてみようという提案がな
された．次に火砕流の実験が行われ，まず益城町の多くの地域
が約9万年前の火砕流によって作られたことを教わったのち，
火砕流の映像と合わせて火砕流がどのように流れるかを実験で
確かめた（写真2左）．また断層実験では，地面の動きと地震，
そして地面の割れ目の関係について確かめた．その後，昼食会
場である津森小学校まで，窓外の景色を観察しながら移動した．
　昼食後，まず採石場で阿蘇4火砕流の軽石を観察し，午前中
に行われた火砕流実験を思い出しながら，軽石の特徴について
学んだ．次に杉堂潮井神社では，潮井神社に被害を与えた地表
地震断層について，断層の位置と方向，ならびに崩れた石段の
観察などを行った（写真3）．本堂と石段のずれの量や断層が北
東から南西に伸びていることを確認して，ここでは断層が右横
ずれであることを確認した．また津森神社の宮司さんから，
600年以上前に水神を祀って建立された潮井神社の歴史や，熊
本地震後に湧水量が大幅に減ったが江戸時代末期にも同じよう
なことが起こったことも教えていただいた．赤井そうめんの滝
では，赤井火山を形作るスコリア丘の位置とそこから湧き出す
そうめん滝の関係について教わった後，実際に孔隙に富むスコ
リアを観察しながら，湧水の原理について考えた．
　その後，交流センターに戻り，湧水実験と2つの説明を聞い
た．湧水実験では，食パンやマーガリン，シリアルなど身近な
ものを使って，帯水層と湧水の原理について勉強した（写真2
中）．この実験と潮井神社での湧水の観察などを踏まえて，熊

　2017年8月9日（水）・10日（木）の両日，「第18回地震火山こ
どもサマースクール in 熊本県益城町」が開催された．この「地
震火山こどもサマースクール」は，阪神大震災を契機に，研究
の最先端にいる専門家が，1）子どもの視点で地震・火山現象
のしくみ・本質を直接語る，2）災害だけでなく災害と密接な
関係にある自然の大きな恵みを伝える，この2つを目的に，日
本地震学会，日本火山学会，日本地質学会の3学会が中心とな
って，毎年夏休みに開催されているものである．今年は，熊本
県益城町交流情報センターを主会場として，「熊本地震で見つ
けた大地のヒミツ」をテーマに，野外観察・室内実験・調査・
発表などが2日間の日程で行われた．

　今回，実行委員長は西村博則益城町長が務められ，第18回地
震火山こどもサマースクール実行委員会（益城町，益城町教育
委員会，日本地震学会，日本火山学会，日本地質学会，熊本大
学くまもと水循環・減災研究教育センター）が主催となり，こ
れに協力−日本活断層学会，後援−文部科学省，国土交通省，
防災科学技術研究所，熊本県教育委員会，阿蘇ジオパーク推進
協議会，阿蘇火山博物館が加わって実施された．事務局は，益
城町教育委員会が担当された．実行委員に加え，講師陣として
清水　洋（日本地震学会・九州大学）・大倉敬宏（日本火山学
会・京都大学）・松田博貴（日本地質学会・熊本大学）・熊原康
博（日本活断層学会・広島大学）・林信太郎（秋田大学）・池辺
伸一郎（阿蘇火山博物館）・円山琢也（熊本大学）・竹内裕希子

（熊本大学）の各氏が参加した．講師・スタッフは計53名（大
学生5名含む）であった．

　5チームに分かれた28名の参加者（小学生18名，中学生4名，
高校生6名）は， 2016年4月の熊本地震を受けて設定されたテー
マのもと，
①	 益城町はどのようにしてできた？どのように暮らしてき

た？
②	 熊本地震はどんな地震で何が起きた？私たちが分かった

ことは何？
③	 この大地で，どう遊びどう暮らす？
④	 調べたことや学んだことを踏まえ，益城町の未来を提

案！
について，具体的に自ら調べ，理解し，考え，そしてその成果
を2日目午後の発表会で発表するというのが課題であった．

松田博貴（熊本大学）

写真1　開会式風景．実
行委員長西村博則益城町
長の開会挨拶．

写真2　室内実験風景．左；火砕流実験，中；湧水実験，右：「ぶるる実験」．

第18回地震火山
こどもサマースクール

in 熊本県益城町　開催報告
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本で地下水が豊富な理由や多くの湧水があることが説明され
た．また熊本地震は，布田川断層と日奈久断層で発生したこと，
熊本地震で余震が多いのは断層が次々と複雑に破壊したことな
ど，熊本地震で分かったことについて説明がなされた．またプ
レートの運動が続く限り，今後も地震は起き続けることを学び，
将来に向け，何をすればよいかについてみんなで考えた．
　最後に，1日目の復習，2日目の発表準備，宿題の割振りにつ
いて，チームごとにリーダーが中心となって話を進め，発表に
向けて各チームが動き始めた．

２日目
　まず益城町福原地区で地震地表断層を観察した（写真4）．前
日，潮井神社で断層が右に横ずれしたことを観察したが，ここ
では左に横ずれしていることを確認し，また縦にもずれている
ことを観察した．その後，交流センターに戻り，これまで観察
してきたことに関連して，プレート運動と断層の関係や地震動
の伝わり方，軽石とスコリアの成因とその特徴などについて各
講師の先生から学んだ．また「ぶるる実験」を通して，地震の
周期や建物の高さ・屋根の重さの違いによって建物への影響に
違いがでることなどについて学んだ（写真2右）．
　さらに復興のためには「地震前より良くする」ことが重要で，
皆が納得できるように疑問や意見などを話し合うことが大切で
あるということが説明された．また先輩からは，地震前に中学
校で地震について学んでいたことが地震の際にパニックになら
ず済んだ話や，現在益城町で活動する「未来トーク」に参加し
ている高校生からは，今回，小・中学生の意見を聞き，皆で益
城町の未来を考えていきたいと感じ，日頃の活動が災害時には
活かされるということが伝えられた．
　午後には，発表会に向けてこれまで観察したこと，学んだこ
とを整理して，各チームごとに発表会の資料作成やリハーサル
など準備を進めた．発表会には実行委員長の益城町町長も参加
して，各チームごとに4つの課題について発表した（写真5）．

「①益城町はどうできた？どう暮らしてきた？」では，阿蘇山
の噴火によって火山灰や火砕流からなる豊かな土壌ができたこ
とや，これらの地層が豊富な地下水や湧水をもたらしているこ
と，そしてその恵みによって農作物を作って暮らしてきたこと
が紹介された．また「②熊本地震はどんな地震で何が起こっ
た？私たちが分かったことは何？」では，熊本地震では震度7
を2回観測し，余震が多数発生したことが紹介され，山地と平
野の境に断層があること，今まで気づかなかった断層が発見さ
れたこと，そして熊本地震は断層を境に大地が大きく右にずれ
て起きたことが報告された．また地震で湧水の水位が下がった
りしたことも報告された．これらを踏まえて「③この大地で，
どう遊びどう暮らす？」では，益城町は自然豊かで緑が多く，
湧水も豊富なので，この自然を活かしたキャンプや水遊び，田
植え体験，料理，あるいは登山などを通して，自然の恵みを再
認識して，より楽しく快適に暮らしたいとの発表がなされた．
また夏祭りなどで小・中学校と地域の人との繋がりを強くし，
災害などの時にも助け合える体制をつくることで，益城町はも
っと良くなるとの提案もなされた．最後に「④調べたことや学
んだことをふまえ，益城町の未来を提案！」では，知識があれ
ば対策を考えることもできるので，住民一人一人が自然環境を
理解することが大切であり，そのためにも各家庭で益城町のこ
れからについて考え，意見・アイデアを交換しあえる場所をつ
くることが大切との提案がなされた．また熊本地震博物館をつ
くり，被災者の体験や地震に関する知識，地震を体験できる装
置などを設置したらどうかとの提案もなされた．さらに地下水
を益城町の特産物として「益城のスコリア水」と銘打って日本
中に広めるなどの提案もなされた．
　いずれの発表も，益城町の自然をよく理解し，その上で今後
の益城町についてよく考えられた内容であり，実行委員長をは

じめ，講師・スタッフ一同，その素晴らしい発表に驚かされた．
実行委員長からは，「皆さんに未来を託したい」との言葉まで
いただいた．
　学会関係者，実行委員，開催地の自治体・教育委員会関係者
など，多くのスタッフにより，サマースクール全体がよくコー
ディネートされており，また実験などでも様々な工夫がなされ，
今後も活用できる内容となっていた．来年は，伊豆大島での開
催が予定されている．来年も，大自然の中で子供たちが目をキ
ラキラさせながら学ぶ姿がみられればと思った．

REPORT

写真3　杉堂潮井神社での地表地震断層観察風景．神社石段が，断
層を挟んで手前の石段上部が左に，向こう側石段下部が右にずれて
いるのがわかる．

写真4　益城町福原地区の地表地震断層の観察風景．ここでは横ず
れだけではなく鉛直方向のずれも観察される．

写真5　発表会風景．各チームが4つの課題について，全員で発表を
行った（撮影竹内裕希子氏）

10-11_レポート.indd   11 18/01/24   10:44



12 日本地質学会News　21（１）

【礫岩の変形】遊覧船の船着き場には，背斜の南翼に位置する
徳島県指定天然記念物「祖谷・三名の含礫片岩」が，南（上流）
傾斜で露出し，砂岩層に含まれた酸性火成岩をはじめとする円
礫が，プレート沈み込み変成帯の地下深部で，扁平に変形した
様子が肉眼で観察できる（図２）．

【節理群の発達】砂質片岩からなる両岸には，南北走向で垂直
な節理群が発達する。節理に沿う下刻は，吉野川の流路を誘導
し，山地の隆起とともに節理に沿う岩盤の崩落（「大歩危小歩
危」の由来）が進行することで，急峻なV字谷が形成されつつ
ある様子が伺われる（図３）．

【砂質片岩に残る地層としての特徴】砂質片岩と泥質片岩の交
互層は地層面を留めており，砂質片岩層の内部には，平行ラミ
ナや斜交ラミナ，級化などの堆積構造が残り，地層としての特
徴が観察できる（図４）．

【四万十帯に一般的なチャネル充填堆積物の存在】一連の調査
で，指定地内の砂質片岩互層中には，剥離泥岩片を多量に含む
チャネル充填堆積物の存在が確認でき，級化やアマルガメーシ
ョンなどが識別できた（図５，図６）．今後は，海溝を充填し
た海底扇状地堆積物の観点から，四万十帯白亜系堆積相との比
較という可能性が見えてきた．

【岩石段丘と離水甌穴群】岩石段丘は大歩危小歩危の砂質片岩
部に共通に形成されており，高位の甌穴は平均水面からの比高
が7〜8 mに位置する（図７）．

　国の文化審議会の答申をもとに，2014年に国指定天然記念物
「大歩危」が誕生し，2015年には国名勝にもダブル指定された．
この度，2017年11月の答申により，小歩危も追加指定されるこ
ととなり，2018年に国指定天然記念物及び名勝「大歩危小歩危」
が誕生する．これまでの取り組みを振り返って，見所を紹介し
たい．
　指定地は，吉野川が四国山地を横断する中流域に位置し，三
波川帯のプレート沈み込み変成岩の隆起と吉野川の下刻が特徴
で，急峻なV字谷を形成する．そのため，調査はゴムボートに
よるラフティングとなり，写真は世界選手権2017の全コースを
含めた土佐岩原から徳島県川口までの18km間での勇姿？であ
る（図１）．

　大歩危小歩危の吉野川流域は，三波川沈み込み変成帯の隆起
部にあたり，ドーム状複背斜構造の軸部に，構造的最下位の砂
礫質片岩からなる大歩危ユニットが地窓として露出する。加え
て，ドームの中央部を吉野川が南北に横断し，下刻することが，
当地の三波川帯で「四国山地の成り立ちを垣間見ることができ
る」地質と地形の最大の特色といえる．
　沈み込み変成岩が上昇に転じることで，陸上では四国山地の
隆起という造山運動をもたらし，吉野川で代表される河川の下
刻によって露出した大歩危ユニットの砂礫質片岩は，周囲に分
布する構造的上位の泥質片岩や塩基性片岩に比べて硬質な低抗
岩となる。その結果，差別侵食による急峻なV字谷を形成し，

「大歩危小歩危」の地名に残る崩壊地形の難所として，明治以
降の国道開通とともに，特異な景観が紹介され，今日の名勝指
定に繋がった経緯がある．
　指定地の大歩危から，追加指定地の小歩危までを下ると，両
岸には，大歩危ユニットを特徴づける事象が次々と観察できる．

石田 啓祐（徳島大学大学院社会産業理工学研究部）

新たな国指定天然記念物及び名勝「大歩危小歩危」

図３（↑）．岸壁を規定す
る節理群．大歩危．

図４（←）．砂質片岩層に
残る堆積構造．延性変形
した酸性火成岩巨礫を伴
う．大歩危．

図１．ラフティングイン
ストラクター，三好市の
スタッフと共に．

図２．徳島県指定天然記念物「祖谷・三名の含礫片岩」．
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【大歩危の獅子岩：渦流侵食と隆起による残留突起】隆起した
砂質片岩の岩壁には，かつて水中の渦流によって谷壁が侵食さ
れたことを物語るフック状の残留突起が認められ，高位のもの
は，水面から比高7〜8 mに位置する．岩盤の隆起と渦流によ
る谷壁の侵食の見事な造形として，指定地内には「獅子岩」が
あり，残留突起が獅子のあごひげのように並んでいる（図８）．

【大歩危背斜の軸部】この度の追加指定地には，大歩危背斜の
軸部が含まれ，層理面由来の片理面の傾斜が，上流（南）傾斜
から次第に水平に変化し，さらに下流（北）側へと変化する

（図９）．

【小歩危の特徴：堆積岩から変成岩へ】大歩危に加えて小歩危
を指定することの意義は，第一に，背斜構造という一連の地層
の褶曲による「盛り上がり」が，南翼の大歩危に，軸部と北翼
の小歩危が加わることで，構造として完結することにあった．
しかしながら，それに留まらず，小歩危は大歩危に比べて，同
じ砂質片岩でも，微褶曲と石英脈の発達により，多くの堆積構
造が失われている点に，両翼での優位の差があることに気づい
た（図10）．おそらくは，プレート沈み込みに伴う温度圧力履
歴が，大歩危より先行し継続した小歩危ほど，変形と再結晶が

進行したことに起因するのではなかろうか．ともあれ，３Dの
岩肌に，木目のように浮き出た微褶曲を様々な角度から観察し
理解する上で，また，褶曲の作り出す文様を景観の構成要素と
して眺め満喫する上で，小歩危は絶好のサイトであろう．

　したがって，大歩危から小歩危までの露頭を連続的に観察す
ることで，沈み込み変成岩の上昇に伴う背斜構造の全体像や，
四国山地の成り立ちと隆起に起因する吉野川横谷の地形的特徴
とともに，大歩危ユニットのプレート沈み込みによる付加堆積
物としての特徴から変成岩の特徴への変化が，連続的に観察で
きる．このような観察の場として，「大歩危小歩危」は両者が
揃うことで，国の天然記念物・名勝に更にふさわしく，是非，
探訪されたい．その際にはガイド付の舟下りやラフティングを
お薦めしたい．
　大歩危小歩危の吉野川横谷は，かつてダム建設計画のため水
没の危機にあったが，地元は景観の保護を選択した．その経緯
が名勝としての評価にもつながったという．ちなみに，ルーマ
ニアとセルビア国境の鉄門「アイアンゲート国立公園」は，ド
ナウ川横谷がカルパチア山脈を横断する狭窄部として世界的に
知られるが，ダム建設により水没し，往時の姿は見られない．

図５（左上）．砂質片岩互
層に挟在するチャネル充
填堆積物．大歩危．図６

（右上）．チャネル充填砂
岩層内の級化とアマルガ
メ ー シ ョ ン． 図 ５ の 拡
大． 図７（左中）．岩石
段丘上に残る離水甌穴．
小 歩 危． 図 ８（ 右 中 ）．

「獅子岩」に残るあごひげ
状の残留突起列．大歩危．
図９（左下）．大歩危背斜
の軸部．図10（右下）．小
歩危の砂泥片岩層に発達
する微褶曲と石英脈瘤の
造形．
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すべからざるの論』（明治10
年11月8日，1782号より）と
続いていった．

英語演説
　最初の英語演説は，演説
会が始まって半年ほど経っ
てからのことだった．モー
スが大森貝塚を発見したこ
と が， 明 治10年10月8日

（1756号）に記事として報告
され，明治10年10月15日に
英語演説がなされた．

明日の午後8時より東京大
学の演舌館に於いて米国
理学博士モース氏が前号
にも記せし武州大森に於
いて日本古生物発見の事
を演説せらるるよし聴聞
望の者は午後7時50分まで
に来校すべしとの事なり．

（ 明 治10年10月15日，1762
号）

広告が10月15日に掲載され，
読者は10月16日に講演会があると思っただろうが，実は誤りで，
演説会は15日に開催された（明治10年10月16日，1763号にお詫
び広告が掲載された）．記事から，東京大学に演舌館があるこ
とがわかる．
　少し時をおいて明治10年12月19日に化学科の卒業式が行わ
れ，中村正直氏とモルレー氏が講演をし，希望者200名ほどの
聴講を許可した．このことは『東京帝国大学50年史』にも触れ
られている．
　しかしこれまでの演説会はあくまでも臨時の企画で，定期的
な英語演説は，明治11年4月13日から始まった．
「13日午後7時より英語演説　Natural Knowledge. Its Character, 
Exterior Limits and Basis Nägile and Fichte，理学部教授　ス
ミス氏 明治11年4月11日東京大學三學部」（明治11年4月12日

（1905号））
　という記事が載った．スミス理学部教授はイギリスから来た
機械工学の教師であった．機械工学の教師がどんなNatural 
Knowledgeを話したかはわからない．NägileはおそらくNägeli
のまちがいと思われる．
　第2回は明治11年5月11日午後8時より理学部教授モースが

『The Last Glacial period』を話した（明治11年5月10日，1928
号の記事より）．モースの講演はやはり進化論ではなかった．
第3回 は 明 治11年6月8日 午 後8時 よ り に モ ー ス が『Arts of 
Ilustration』を講演した（明治11年6月6日，1951号）．やはり進
化論ではなかった．

まとめ
　これらの記事の後にも講演会はあるが，地質学関係は出てこ
ない．また，いつごろ，どんな理由で，この講演会が中止にな
るのかということもわかっていない．わからないことばかりな
のだが，新しい知見のようなので，ここに披露した．諸賢のお
知恵を拝借できれば嬉しい．

文献
関口すみ子『良妻賢母主義から外れた人々湘煙・らいてう・漱

石』 2014年，みすず書房．
東京帝国大学『東京帝国大学五十年史』1932年．
エドワード・S・モース（著）石川欣一（訳）『日本その日その

日』2013年，講談社学術文庫．

訂正：トリビア14京都の鉱物学者−比企忠−（ニュース誌2016
年11月号，p.23）左段16行目

（誤）比企は…（中略）…，和田維四郎，市川新松と同じよう
に福井藩の出身である．

（正）比企は…（中略）…，和田維四郎，市川新松と同じよう
に福井県の出身である．
和田維四郎は小浜藩の出身なので，福井県と訂正します．

はじめに
　「演説」という行為は明治時代には，大変重要だった．福澤
諭吉の訳と言われている．明治15年には「演説する女」も現れ
た（関口，2014）．特に自由民権運動における演説は有名であ
るが，本トリビアはそういう意味ではない．
　東京大学は明治10年に創立されたが，『東京日日新聞』の記
事を読んでいくと，創立当初から一般の人向けに講演会がおこ
なわれていたようなのだ．この講演会は演説会あるいは演舌会
と言われていた．東京帝国大学五十年史（1932）には，これら
の記載が一切ない．進化論を一般向けの講演会で演説したモー
スの『日本その日その日』にも大学の講演会は一言も触れられ
ていないので，現在，わかり始めたことだけ記す．

邦語演説
　東京日日新聞の記事はトリビア15でもふれたが，今回引用す
る記事は多くが4面の広告記事である．まず，明治10年3月17日

（1583号）に東京開成学校の広告が載っている．
「以来毎月第2の土曜日午後7時より講義室に於いて邦語演説，
第4の土曜日同刻より英語演説を開き，外来聴聞200人余を許
す．聴聞の望ある者は同日午後6時30分までに来校門衛より
切手を受け取るべし但し右切手は代価を要せず」

　聴講券は切手といったらしい．明治10年4月14日土曜日（1606
号）には簡単に東京大学の開学が記されている．
「文部省所轄東京開成学校東京医学校を合併し東京大学と改
称候状此の旨布達候事明治10年4月12日文部大輔田中不二麿．
文部省所轄東京英語学校を東京大学予備門と改称東京大学に
付属せしめ候状此の旨布達候事明治10年4月12日文部大輔田
中不二麿」

　このひと月ほどのあいだに東京開成学校の看板が変わって東
京大学になったが，開成学校の頃から計画していた日本語と外
国語の演説（舌）会の企画はそのまま引き継がれ，実行に移さ
れたようだ．
　第1回の邦語演説は明治10年4月14日土曜に行われた．東京日
日新聞，明治10年4月13日（1605号）には
「本月第2土曜日（即14日）午後7時より邦語演説あり仍ち演
説者の姓名及其演題を左に掲げ以て之を広告す．演説者は
当校教授補山岡次郎氏，『水の説』
同教授井上良一氏　『所有物の論』
同教授矢田部良吉氏，『動物変遷論』

明治10年4月　開成学校
但し聴講の望ある者は門衛より切手を請取せき段かねて広告
し置き候處，今後は切手を交付せざるに因り爾来聴講を要す
る者は午後6時50分までに来校すべしもっとも外来聴講200余人
に満つるときはたとえ右時限前といえども聴講を断るべし．」

と広告がでた．まだ開成学校の名称を使っており，切手制度で
はなく先着順にしようとしている．
　明治10年5月11日　（1629号）に第2回目の広告が出た．
「本月第2土曜日（即ち12日）午後7時より邦語演説あり．仍
ち演説者の姓名及其演題を左に掲げ以て之を広告す　

『南蛮交際始末』　当部教授補　山川健次郎氏
『法律沿革の論』　同法学中級生徒高橋健三氏
『英米仏三大革命論』　江木高遠氏　明治10年5月東京大学法
理文三学部

　第2回目で学生にも講演させている．江木高遠は後に江木学
校を開いて，モースの一般向け講演会を行った人物である．
　 第3回 目 は， 明 治10年6月5日（1650号 ） と 明 治10年6月6日

（1651号）に，同一内容の広告が2回掲載された．
「本月第2土曜日（即ち19日）午後7時より邦語演説あり．仍
ち演説者の姓名及其演題を左に掲げ以て之を広告す．

『東京近傍地質略説』　本部教場助手　和田維四郎氏，
『夫婦交際像律』　同法学本科中級生本山正久氏，
『学問は淵源を深くするに在る論』　客員西周氏　

明治10年6月東京大学法理文三学部」
ようやくのことで，地質学者和田維四郎が第3回講演会を飾った．
　第4回目は明治10年10月19日午後7時より客員　中村正直，

（理学部教場助手）多賀章人，（法学部生徒）大原鎌三郎の講演
があった（明治10年10月12日，1760号より）．変則的だが10月
27日午後7時より『英国ケンブリッジ大学校事情』を理学部教
授菊池大麓が講演している（明治10年10月26日，1772号より）．
第5回目は11月10日午後7時より．理学部教場職員　松本荘一郎

『水道の話』，化学生徒　渡邊渡　『日本固有の鉱山術は全く廃

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　16　東京大学の演説会

図．東京日日新聞，明治10年6月
5日（1650号）より
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★125委員会報告

創立125周年記念式典について
　創立125周年である2018年が始まりました．
　125周年記念事業実行委員会では，会員の皆様に記念事業の
進捗などをリアルタイムにお知らせするため，ニュース誌2017
年9月号から「125委員会報告」を連載しています．
　今月は，去る12月2日に開催された理事会で了承された125周
年記念式典の概要をご案内します．詳細は，今後随時お知らせ
いたします．
　なお，記念式典は，下記のとおり「講演会」「表彰式」「祝賀
会」の三部構成となる予定です．

１．記念式典の日程，会場
１）日程：2018年5月18日（金）10:30 〜 18:30予定
２）会場：北とぴあ（〒114-8503 東京都北区王子1-11-1，
　　TEL：03-5390-1100）
　　 ・東京メトロ南北線 王子5番出口 直結
　　 ・京浜東北線 王子 北口 徒歩 2分
　　 ・都電荒川線 王子駅前 徒歩 5分
　　http://www.hokutopia.jp/access/
※ 講演会，表彰式は3Ｆつつじホール，祝賀会は16Ｆ天覧の間

でそれぞれ開催します．

２．講演会（3Ｆつつじホール）
１）時間：10:00開場・受付，10:30 〜 12:15予定
２）講演，報告内容：
　　「地質学はどこで生まれ，どこへ行くのか」
　　「日本地質学会　125年の歩み」
　　「125周年記念事業について」
３）出席予定者：来賓，学会員，一般市民．学会員，一般市民
は先着300名程度．入場無料，申込不要．

３．表彰式（3Ｆつつじホール）
１）時間：13:00開場・受付，13:30 〜 16:00予定
２）表彰：地質学の国際連携，研究，普及，教育および実社会
への適用や学会運営などについて，長年大きな貢献があった団
体・個人を表彰予定
３）出席予定者：来賓，学会員．学会員は先着300名程度．入
場無料，申込不要．

４．祝賀会（16Ｆ天覧の間）
１）時間帯：16:15開場・受付　16:45 〜 18:45予定
２）出席予定者：来賓，学会員
　　学会員は，会費5,000円（予定），事前申込．先着100名程度．

※ 申し込み案内は，2018年ニュース誌2月号，同月の学会HPで
ご案内します．

５．記念式典以外のご案内
１）記念シンポジウム
　2018年9月5日（水）〜 7日（金）に予定されている「125年
学術大会（北海道大学）」において，125周年を記念するシンポ
ジウムを計画しています．詳しくは，決まり次第お知らせしま
す．
２）125周年記念事業に対する寄付
　2017年ニュース誌11月号でご説明しました125周年記念事業
を行うには，少なからずの資金が必要であり，2017年年初より
引き続いて個人会員や賛助会員，関連企業・団体の皆様からの
ご寄付をお願いしております．その結果，2017年11月30日現在，
以下のご寄付を頂戴しています（学会HPに掲載中）．ご寄付く
ださいました皆様方に厚く御礼申し上げます．
　①個人会員：125名357口（1口5,000円）
　②賛助会員，関連企業・団体：32団体46口（1口5万円）
　個人会員で2口以上寄付をいただいた方，賛助会員，関連企
業・団体では1口以上の寄付に対し，125周年記念出版事業とし
て刊行した下記の図書をお礼として贈呈しています．
　記念出版「はじめての地質学」（ベレ出版，四六版約250頁，
1,728円（税込））

　このように寄付をいただいておりますが，本学会の会員は個
人会員だけでも3000名を超えており，現在の個人寄付者は125
名と会員の4％あまりにしか過ぎません．
　125周年記念事業を成功させるために，会員の皆様のご理解
とご寄付をお願い申し上げます．

◆個人会員にお願いする寄付の方法
　現金，銀行振込，郵便振替，クレジットカードでいずれでも
受け付けています．

［振込先］
 ・ 三菱東京UFJ銀行 神田駅前支店 普通預金 0108667　シヤ）

ニホンチシツガツカイ
 ・ みずほ銀行 神田駅前支店（普通）2229416 　シヤ）ニホンチ

シツガツカイ
 ・ 三井住友銀行 神田駅前支店（普通）1711424　シヤ）ニホン

チシツガツカイ
 ・ ゆうちょ銀行 〇一九（ゼロイチキュウ）店　当座 0028067　

シヤ）ニホンチシツガツカイ
 ・ 郵便振替：00140-8-28067　一般社団法人日本地質学会

　クレジット決済をご希望の方は，学会HP専用申込画面よりお
受けしています（ご利用可能カード：VISA, Master,Diners）．
　http://sub.geosociety.jp/modules/mempay/?form_id=93

委 員 会 だ よ り
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2017 Island Arc 編集委員会報告

　日本地質学会の公式英文誌Island Arc（IAR）は2016年に創
刊25周年を迎え，2017年はIARにとって新たな四半世紀の初年
となりました．2017年の刊行巻であるVolume 26の編集と出版
を完了したことをここに報告いたします．

Volume 26に47編の論文を掲載
　IARは2016年から隔月刊行となり，2017年も順調に6 issues
を刊行しました．Volume 26には47編の論文が掲載され，総ペ
ージ数は623ページでした．また，2017年に受け付けた投稿論
文は12月26日時点で84編でした．Volume 25（29編掲載・440
ページ・82編投稿）と比べると，投稿論文数は同程度ですが，
掲載論文数と総ページ数は大幅に増加しました．
　Volume 26に掲載された論文の第一著者の所属は，日本国内
が22編（全体の47%），中国（5編），インド（3編），アメリカ・
韓国・フランス・ロシア（2編），イラク・イラン・オーストラ
リア・オーストリア・スロバキア・台湾・フィリピン・マレー
シア・ルーマニア（1編）でした．2017年に受け付けた投稿論
文で見ると，日本（34編，全体の40%），中国（12編），イラン

（10編），ガーナ（7編），インド（5編）, 韓国（4編），イラク・
インドネシア（2編），アメリカ・イタリア・イラン・ドイツ・
ナミビア・ベトナム・南アフリカ（1編）となっています．な
お，オンライン投稿システムによる確認の前の論文取り下げが
１ 編 あ り ま し た（ 国 別 不 明 ）．Volume 25と 比 較 す る と，
Volume 26の国内著者からの投稿比率は同程度（38%→40%）
ですが，同掲載比率は大幅に減少しました（66%→47%）．
　Volume 26の掲載論文はWiley Online Libraryにて全編閲覧
することができます．日本語抄録も掲載されていますので，是
非ご覧ください．
http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/iar.2016.25.issue-6/
issuetoc

受理からEarly View掲載までの日数
　年4回（4 issues）刊行だったVolume 24においては，論文受
理からEarly View掲載までの平均所要日数は180日でした．隔
月刊行が始まったVolume 25では155日に短縮しましたが，
Volume 26では157日とあまり変わりありません．ただし，
2017年に受理された28編（Early Viewで閲覧可能なVolume 27
に掲載予定のものを含む）に限れば平均所要日数は127日であ
り，改善が着実に進んでいることがうかがえます．
　いずれにしても，受理からEarly View掲載まで依然として４
ヶ月以上を要することは到底好ましくありません．できれば１
ヶ月程度にまで抑えたいところです．現状では校正段階での大

幅な修正がしばしば生じており，このことが掲載を遅らせる一
因になっています．そこで，校正段階での修正を極力なくすた
めに，2017年半ばから入稿前の受理原稿を主担当でないEditor-
in-Chiefが入念にチェックするようにいたしました．図表類な
どがIARのフォーマットに従っていない場合，この時点で著者
に中規模の修正を求めますが，これもまた掲載を遅らせる原因
となることがあります．今後は，文字通りの意味で完成原稿と
なった段階でのみ受理判定を出す方向です．

2016年IFは0.837
　2017年6月，トムソンロイター社より2016年のインパクトフ
ァクター（IF）が発表されました．2016年のIFは「2014年と
2015年の掲載論文に対する2016年１年間の被引用回数」を反映
します．長らく1.0〜1.1台に留まっていたIARのIFは2015年に
過去最高の1.397にまで上昇しましたが，2016年は0.837にまで
急落しました．Geosciences Multidisciplinary分野でのランキ
ングも111位/184誌（2015年）から159位/188誌（2016年）に後
退しました．
　言うまでもなく，この状況を脱するには掲載される論文の質
を高めていくことに尽きます．2016年のIF値は，IARが行って
きた一連の改革（隔月出版化，特集号受理論文の随時出版，誌
面レイアウトの大幅刷新，Publonsの導入，編集事務の一部を
Wileyに移管）の前に出版された諸論文の反映です．改革の効
果が今後顕れるのを期待しつつも，投稿者にとってより魅力的
に映るジャーナルへと成長できるよう，編集方法・体制や広報
などを工夫するとともに，査読期間の短縮化など迅速な編集

（下記参照）に努めてまいります．

Island Arc賞
　Island Arc賞（Island Arc Award）は，過去2年間にIARか
ら出版された全ての論文の中から，その学術成果の評価および
学界へのインパクトなどの観点から，Editors-in-Chiefおよび
Editorial Advisory Board membersで構成される選考委員会で
の審査により，最も優れた論文１編を選考するものです．2017
年のIsland Arc賞（対象論文は2014年と2015年に出版）は，
Kouketsu Y. et al. (2014) A new approach to develop the 
Raman carbonaceous material geothermometer for low-grade 
metamorphism using peak width. Island Arc, v. 23, pp. 33—50.
に授与されました．

最多ダウンロード賞
　最多ダウンロード賞（Most Downloaded Award）は，過去5
年間にIARから出版された全ての論文の中で，その後の一年間
で最も多くダウンロードされた論文に対してWileyより贈られ
ます．ただし，同一論文の受賞は１回に限られます．2016年最
多ダウンロード賞（対象論文は2011〜2015年に出版）は，
Li J. et al. (2015) Permian back-arc extension in central Inner 
Mongolia, NE China: Elemental and Sr-Nd-Pb-Hf-O isotopic 
constraints from the Linxi high-MgO diabase dikes. Island 
Arc, v. 24, pp. 404—424.
に授与されました．

今後のIARに関して
　Wileyではより効率的で迅速なプロダクションを可能にする
新しいワークフローへの移行を進めています．その一環として，
2017年11月から校正原稿のチェックにOnline Proofing System

（OPS）が導入されました．これは，著者，Editors-in-Chief，

Vol.27, Issue 1

　Island Arc最新号のVolume 26 Issue 6 が2017年
11月に刊行されました．ニュース誌と学会ホーム
ページ（http://www.geosociety.jp）には日本語要
旨を掲載しています．全文はオンライン（http://
onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/（ISSN）
1440-1738）で無料閲覧できますので，是非ご覧下
さい．

（Island Arc編集委員会）
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Executive Editor，Production Editorが同じ校正原稿をオンラ
イン上で順次チェックしていくもので，上で触れた受理論文の
早期掲載化に貢献すると思われます．
　IARは，わが国の地質科学界を代表する国際誌として，誌面
のさらなる充実と高インパクト化を目指して，今後も改革を行
ってまいります．IAR編集委員会へのご支援とご協力をよろし
くお願いします．

Vol.27 Issue 1（January）
[Research Article]
1．SHRIMP U-Pb zircon ages of the Hida metamorphic 

and plutonic rocks, Japan: Implications for late Paleozoic 
to Mesozoic tectonics around the Korean Peninsula

Yutaka Takahashi, Deung-Lyong Cho, Jianren Mao, Xilin 
Zhao and Keewook Yi

飛騨深成変成岩類のジルコン，U-Pb年代から見た朝鮮半島周
辺における古生代後期〜中生代の地質構造発達史
高橋　浩，Deung-Lyong Cho，毛　建仁，赵　希林，Keewook Yi
　飛騨帯北部の立山地域に分布する飛騨変成岩類及び深成岩類
のジルコンU-Pb年代を測定した．泥質変成岩では，砕屑性ジ
ルコンの周囲に再結晶リムが発達し，235—250 Ma 前後の年代
を示し，砕屑性コアは275Ma, 300Ma, 330Ma, 1850Ma及び2650 
Maの年代を示した．これらのことから，泥質変成岩類の原岩
の堆積年代は275 Maよりも若く，235—250 Ma 前後に変成作用
を受け再結晶したと考えられる．砕屑性コアの年代は，古期原
生代から古生代及び始生代を示し，新期原生代のものは稀であ
り，中朝地塊周辺堆積岩類中のジルコン年代に類似することか
ら，飛騨帯はかつて中朝地塊周辺部に位置していたと考えられ
る．飛騨変成岩類に認められる古生代後期−中生代初頭にかけ
ての変成作用は，揚子地塊と中朝地塊の衝突によって生じたも
のと考えられる．

Key words：飛騨帯，沃川帯，SHRIMPウラン・鉛年代測定，
ジルコン，飛騨変成岩類，飛騨深成岩類

2．Did boninite originate from the heterogeneous mantle 
with recycled ancient slab?

Susumu Umino, Kyoko Kanayama, Keitaro Kitamura, 
Akihiro Tamura, Osamu Ishizuka,

無人岩の起源物質は古代のリサイクル・スラブを含む不均質マ
ントルか？
海野　進・金山恭子・北村啓太朗・田村明弘・石塚　治・仙田
量子・荒井章司
　太平洋プレートの沈み込み開始初期に発生した原弧玄武岩と
無人岩の生成温度圧力条件，Pb-Hf-Nd-Os同位体モデルに基づ
いて，それらが始生代〜原生代の融け残り岩からなる不均質な
マントルの融解によって生じたことを明らかにした．小笠原〜
マリアナ前弧域には，MgO, SiO2に富む高シリカ無人岩とそれ
らに乏しい低シリカ無人岩が分布する．プレートの沈み込み開
始とともに起きた前弧拡大で中央海嶺玄武岩マントルの減圧融
解によって原弧玄武岩を生じ，その融け残り岩にスラブ流体が
付加して低シリカ無人岩が発生した．一方，高シリカ無人岩は
高枯渇ハルツバージャイトがより高温で融解して生じた．Pb-

Hf-Nd同位体組成も，異なるマントル起源を支持する．高シリ
カ 及 び 低 シ リ カ 無 人 岩 の 起 源 マ ン ト ル は，Yb量 と 低 い
187Os/188Os同位体比0.1213及び0.1187から，それぞれ1.7—1.5 Ga
と3.7—3.2 Gaに始源的マントルが融解した融け残り岩であると
結論される．

Key words：無人岩，不均質なマントル，小笠原前弧，マリア
ナ前弧，Pb-Nd-Hf同位体比，Re-Os年代，古代スラブのリサイ
クル，中央海嶺玄武岩マントル

3．Zircon U-Pb dating of gabbro and diorite from the 
Bato pluton, northeast Japan

Terumi Ejima, Yoshiaki Kon, Shigenori Kawano and Daisuke 
Araoka

栃木県八溝山地の馬頭岩体の斑レイ岩および閃緑岩のジルコン
U-Pb年代
江島輝美，昆　慶明，河野重範，荒岡大輔
　栃木県八溝地域の馬頭岩体に産する深成岩類の形成時期およ
び形成プロセスを明らかにするため，閃緑岩に含まれるジルコ
ンの組織観察および、斑レイ岩と閃緑岩のU-Pb年代測定を行
った．馬頭岩体は斑レイ岩および閃緑岩により構成される複合
岩体である．斑レイ岩から分離されたジルコンは105.7±1.0 Ma
の年代を示す．一方，閃緑岩中のジルコンにおいては，角閃
石・斜長石に包有される不定形のコア（2165—161 Ma），カソ
ードルミネッセンス（CL）像において波状累帯構造を持ち黒
雲母とほぼ同時期に形成したマントル（109.0±1.0 Ma），CL像
において暗色であり石英・カリ長石と同時期に形成したリム

（107.7±1.3 Ma）が識別された．観察の結果より、閃緑岩体外
縁部の固化は107.7±1.3 Maに完了したと結論される．本結果よ
り，馬頭岩体の斑レイ岩-閃緑岩複合岩体は，基盤のジュラ紀
堆積岩に苦鉄質マグマが貫入し，この堆積岩を同化して生じた
閃緑岩に，斑レイ岩質マグマが貫入して形成されたと結論され
る．

Key words：ジルコン，U-Pb年代，閃緑岩，斑レイ岩，馬頭岩
体，八溝山地，複合岩体形成

4．Compositional characteristics and geodynamic 
significance of late Miocene volcanic rocks associated 
with the Chah Zard epithermal gold-silver deposit, 
southwest Yazd, Iran

Hossein Kouhestani, Majid Ghaderi, Mohammad Hashem 
Emami, Sebastien Meffre, Vadim Kamenetsky, Jocelyn McPhie, 
Khin Zaw, Rasoul Nasiri Bezenjani．
　イランのChah Zardにおける浅熱水性金-銀鉱床と密接に関係
している火山岩，すなわち後期中新世の島弧火山岩について，
その全岩化学組成およびSr-Nd同位体比を示し，それらのマグ
マ源となっているマントル，マグマの成因や分化，および本地
域特有のテクトニックな過程を議論する．Chah Zardの安山岩
−流紋岩類はイオン半径の大きい親石元素（LILE）と軽希土
類元素（LREE）に富み，電界強度の高い元素（HFSE）に乏
しい（沈み込み帯に共通の特徴を持つ）．一方，これらの火山
岩類はアダカイト的な特徴を持っており，他のUrumieh-
Dokhtar火山弧（UDMA）の火山岩類とは異なる．安山岩質マ
グマのマグマ源としては，沈み込む海洋地殻と堆積物のメルト
による影響を受けた不均一なマントルウエッジの部分融解が安
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山岩質マグマを生成したことが示唆される．そのマグマの結晶
分化に伴う地殻物質の同化も生じている．本研究は，後期中新
世における沈み込んだネオテチスのスラブが中央イランの下で
裂けたとするモデルを支持する．

Key words：アダカイト，ストロンチウムーネオジム同位体，
スラブ破断，沈み込み，浅熱水性金，Chah Zard, イラン

5．Age gap between the intrusion of gneissose granitoids 
and regional high-temperature metamorphism in the 
Ryoke belt (Mikawa area), central Japan

Kota Takatsuka, Tetsuo Kawakami, Etienne Skrzypek, Shuhei 
Sakata, Hideyuki Obayashi and Takafumi Hirata

領家帯三河地域における片麻状花崗岩の貫入時期と広域高温変
成作用の年代差
髙塚紘太，河上哲生，Etienne Skrzypek，坂田周平，大林秀
行，平田岳史
　三河地域における片麻状花崗岩類の貫入と領家広域変成作用
の高温達成時期の関係を調べた．いわゆる「古期領家花崗岩類」
3岩体から7試料を採取し，全岩化学組成とLA-ICP-MSによる
U-Pbジルコン年代を測定した．北部の片麻状花崗岩類は99±1 
Ma（2試料）と95±1 Ma（1試料）を示し，神原トーナル岩と
清崎花崗岩に対比できる．一方，南部の片麻状花崗岩類は81 
±1 Ma（2試料）と78±1—77±1 Ma（2試料）を示すことから，
これらはほぼ同時期に活動した同源のマグマと推定される．三
河地域の片麻状花崗岩類からは，本研究も含め，これまで高温
変成作用の年代（約87 Ma）に合致するU-Pbジルコン年代は得
られていない．南部の片麻状花崗岩類は，最高変成度地域に産
するにもかかわらず，高度変成岩類に比べて有意に若い年代

（81—75 Ma）を示す．このことは南部の片麻状花崗岩類が領家
広域変成作用の熱源ではないことを示唆する．

Key words：領家帯，U-Pbジルコン年代，熱源，片麻状花崗
岩，LA-ICP-MS

6．Late Holocene slip rate and average recurrence 
interval of great earthquakes on the Shangzhi segment of 
the Yilan-Yitong Fault Zone, northeastern China: 
Constraints from paleo-earthquakes and historical 
written records

Zhongyuan Yu, Peizhen Zhang, Wei Min, Qinghai Wei, 
Yugang Liu

中国北東部依蘭−伊通断層帯における完新世後期の変位速度と
大地震の再来周期：古地震と歴史記録からの推定
余　中元，閔　偉，張　培震，韋　慶海，劉　玉剛　
　依蘭−伊通断層帯は中国北東部に位置する郯城−廬江断層帯
の分岐断層である．これまでに，主に中生代−新生代前期にお
ける本断層帯の変形構造などが研究されてきたが，第四紀後期
の変位速度や地震再来周期などは解明されていない．本研究で
は，衛星画像の解析や野外地形・地質及びトレンチ調査により，

（1）25km以上の長さを持つ依蘭−伊通断層帯の尚志セグメント
沿いに直線状の断層崖や凹地などが発達すること，（2）大地震
の再来周期が約3800年であること，（3）最後に発生した大地震
は1810年（清朝）に寧古塔地区で発生したマグニチュード（Ms）
6.8〜7.5の地震であること，（4）完新世後期の変位速度は 
0.8 mm/年であることなどが明らかにされた．断層構造の解析に
より，完新世後期において，依蘭−伊通断層帯は逆断層の成分
を持つ右横ずれ断層として活動していることが明らかになった。

Key words：大地震の平均再来周期，完新世，変位速度，依蘭
−伊通断層帯

図1：岐阜県勝山の層状チャートと景色

はじめに
　私は2017年10月22日〜 27日に新潟大学五十嵐キャンパスと
駅南キャンパス「ときめいと」で行われた第15回国際放散虫研
究集会，InterRad15及びその事前巡検に参加した．今回は10月
20日〜 22日に実施された犬山地域を回る巡検Bコース及び，
InterRad15について報告する．

巡検−Bコース（犬山）について
　この巡検では名古屋駅からバスで新潟に向かっていく道中で
岐阜・名古屋の地層を観察していった．私自身は現生種の研究
をしているため，普段は海で放散虫採集をしている．そのため
地層を見る機会はあまりなく，今回の巡検には「せっかくなら
微化石研究で微化石の収集に使われる地層を見てみたい」と考

え，参加した．美濃帯犬山地域では三畳紀・ジュラ紀の放散虫
が採れる炭酸マンガンノジュールが観察できる．巡検ではその
ような地層を6か所ほど観察していった．
　私は19日に愛媛から名古屋に行き，一部の巡検参加者と事前
交流を行った．今回の巡検は国際学会の巡検であった為，事前
交流でお会いした方々の国籍は様々で，英語が苦手な私は前日
からとても緊張し，不安になっていた．
　巡検当日は前日交流した方に加え，さらに多くの参加者が集

InterRad15および巡検Bコース（犬山）

藤井　麻緒
（愛媛大学理学部地球科学科堀研究室　研究生）

院生コーナー
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まっていた．期間中は台風の影響で天候が安定せず，特に21・
22日の間は雨が続いていたが，初日はまれに小雨が降る程度だ
ったのでゆっくり観察することができた．20日はいくつかの地
点で地層観察を行った．足場が悪い場所が多く，水たまりに足
を突っ込む等なかなかスムーズな移動はできなかった．うまく
話すことは出来なかったが，移動に手間取っていることを察し
てくださった海外の先生に手助けしていただくこともあった．
しかし苦労してたどり着いたポイントは景色が良く，露頭には
きれいな層状チャートがたくさんあった．そこで観察した炭酸
マンガンノジュールから放散虫の化石が採れるということに少
し感動した（図1）．今回観察した露頭の多くは採掘禁止であっ
たが，一部採取可能な場所があったためサンプルを持ち帰った．
持ち帰ったサンプルは大学で溶かして微化石観察をしようと思
う．地層観察の後は犬山城の見学も行った．その後はドミトリ
ーで参加者の方々とお話をしながらごはんを食べた．そこで研
究の話や世間話をしたが，英語での説明にとても苦戦した．
　21日は午前中に少し地層観察を行い，昼には日本最古の石博
物館の見学をした．入口から入ってすぐに20億年前の世界にタ
イムスリップするというコンセプトで作られているエレベータ
ーがあり，このエレベーターを降りて地球最古の岩石展示を見
るという展示方法がとても凝っていたのが印象的だった．その
後は飛水峡へと向かった．悪天候の為，直接地層まで行くこと
はできなかったが橋の上から飛水峡の素晴らしい景観を見学
し，集合写真の撮影も行った（図2）．見学後は高山のホテルへ
と向かい，美味しい料理を堪能した．
　22日は新潟への移動が主だったが，途中で白川郷の観光をし
た．白川郷は教科書で写真を見たことがある程度だったので実
際に見ると木造建築を長年維持するための工夫がとても興味深
かった．自由行動で1時間程見学する機会があり，その間に「ど
ぶろく祭りの館」という神社の博物館でお祭りや白川郷の防災
についての映像や展示物の鑑賞，そして門外不出の特別などぶ
ろくの試飲をすることができた．その後は参加者全員で白川郷
の地元料理を楽しみ，バスで新潟へと向かっていった．
　この巡検では地層観察の他に地元観光や，国内及び国外の
方々との交流など様々な体験が出来，とても楽しむことができ
た．そして巡検後はInterRad15に参加した．

InterRad15について
　巡検後におよそ1週間開催されるInterRadでは化石種から現
生種まで，幅広く放散虫研究の発表が行われる．今回で第15回
目となるInterRadが日本で開催されるのは数十年ぶりだそう
だ．私は23日のポスター発表での参加だったが，他の方の発表
やパーティー，飲み会で多くの先生方とお話をし，研究のアド
バイスをいただいた．他にも他大学の学生とお互いの研究の話
や先生とのエピソードなど，様々なお話をすることができた．
　私は普段現生放散虫の内，微化石として残らないAcantharia
の骨格について研究している．AcanthariaはSrSO4を主成分と
した骨格を形成するが，そのようなプランクトンはAcantharia
以外では現在確認されておらず，また多い時には1 m3当たりの

海水中に約13000個体も生息している．しかし死後すぐに海水
に溶けてしまう性質があり，飼育も難しく固定もできていない．
その為，あまり研究されていない．私はそのようなAcantharia
のSr循環量や骨格の形成方法に興味を持ち，研究を進めている．
　発表当日は英語での説明に最初は手間取ったが，巡検参加者
の方も発表を聞きに来てくださり，たどたどしい説明も優しく
丁寧に聞いてくださったことにとても安心した．そういった意
味でも事前巡検に参加出来，本当に良かったと感じた（図3）．
自分の発表以外の時間は世界中の放散虫研究の話を聞くことが
出来た．微化石としての放散虫研究の話が多かったが，自分が
知らないからこそ新鮮でとても興味が湧いた．特に研究手法・
分析方法などはとても参考になった．
　InterRadでは発表以外でもパーティーなど，交流の場が多か
ったので国内の研究者以外に様々な国の方とお話をした．研究
の話以外に日本の文化や漢字，食の話などの世間話をし，一緒
に飲み会に行くこともあった．また，新潟はお酒がとても美味
しい県なので気に入ったお酒を紹介し合うこともあった．そう
いった場で話す際も下手な英語をしっかり聞いてくださり，聞
き取りやすいようにゆっくり話しかけてくださったことにはと
ても感謝している．こういった交流のおかげで英語への苦手意
識を減らすことができた．研究を進めていくうえで語学力はと
ても重要だ．今回のInterRadは専門分野の知識に限らず英語力
の向上にも役立つ貴重な経験となった．

全体を通して
　巡検を含め，今回のInterRadでは多くの初対面の方々と交流
することができた．放散虫研究についての知識を知り，研究者
の方々から研究のアドバイスを頂くこともできた．また，英語
の苦手意識を減らすこともでき，とても良い経験となった．不
安や苦手意識があったとしてもまずはチャレンジしてみること
が大事なのだと痛感した．国際学会や巡検などに興味があって
も行きづらいという方には臆せず積極的に参加することをお勧
めしたいと思った．

謝辞　巡検案内者である熊本大学の尾上哲治准教授，愛媛大学
の堀　利栄教授，岐阜大学の小嶋智教授，学会参加において大変
お世話になったInterRad15運営委員の方々，皆様へ心から感謝の
気持ちと御礼を申し上げたく，謝辞にかえさせていただきます．

図2：飛水峡集合写真（左）
図3：ポスター発表（右）

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）
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☆関東支部

お知らせ

☆関東支部

お知らせ

「気候変動シンポジウム～激変する地球と
災害リスク～」のお知らせ（第2報）

　関東支部では，近年問題となっている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その備え，また過去の地球
変動から学ぶ最新の知見等との関係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
ラムは確定次第関東支部HPに掲載します．

主催：一般社団法人日本地質学会関東支部
共催：横浜国立大学都市科学部
期日：平成30年3月17日（土）13～18時，終了後大学内で懇親
会を開催
場所：横浜国立大学教育文化ホール大集会室
〒240-8501　神奈川県横浜市保土ケ谷区常盤台79-1
横浜市営地下鉄三沢上町駅より徒歩16分
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
対象：日本地質学会会員および一般（非会員）
参加費：無料，事前申し込み不要
懇親会：会費3,000円（当日支払），事前申し込み必要，締め切
り3月10日（土）
　懇親会の申し込みはEメールでkanto@geosciety.jpまで（氏
名，所属をご記入下さい）
要旨集：有料（一般1,000円，学生500円）
CPD単位：取得可能（5単位）

講演者（予定，順不同）：
東京工業大学地球生命研究所特命教授　丸山茂徳（地質学，地
球生命科学），国立極地研究所教授　本山秀明（雪氷水文学），
武蔵野美術大学准教授　宮原ひろ子（太陽物理学，宇宙線物理
学，宇宙気候学），慶應義塾大学大学院政策・メディア研究科
教授　Rajib SHAW（防災科学），東京農工大学名誉教授　前

砂防学会会長　石川芳治（砂防学，森林科学），横浜国立大学
大学院教育学研究科教授　筆保弘徳（気象学），横浜国立大学
大学院環境情報研究員教授　間嶋隆一（地質学，層位・古生物
学）

問い合わせ先
幹事　山本伸次
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
メール：yamamoto-shinji-sp@ynu.ac.jp
電話：045‒339‒4498

2018年度関東支部幹事選出のお知らせ

　支部幹事の改選に伴い，支部幹事立候補者の受付を行います．
幹事の定数は20名で，任期は2018年関東支部総会終了後～
2020年関東支部総会までとなります．立候補者多数の場合は，
支部総会で投票を行います．

立候補期間：2018年3月1日（木）～ 11日（日）
　候補者（支部会員）は，氏名・所属・連絡先を下記に届け出
てください．
受付先：日本地質学会関東支部あて，郵送，FAX，メールに
より受け付けます．
郵送：〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15　井桁ビル内
FAX：03-5823-1156
メール：kanto@geosociety.jp（見出しは「関東支部選挙」でお
願いします）

関東支部幹事選挙
選挙管理委員長　中山俊雄

委員　青野道夫
入野寛彦

支部コーナー
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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
請を受付中です。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）．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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C A L E N DAR
2018.1～

　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．

2018年
■1 月　January
○火山噴火予測研究の今！及びその
将来展望
1月27日（土）10:15 〜 13:00
会場：池袋サンシャインシティ文化会館2階
定員：180名（要予約）・参加無料
http://www.mext.go.jp/b_menu/houdou/29/ 
12/1399833.htm

■2 月　February
○日本古生物学会第167回例会
2月2日（金）〜 4日（日）
場所：愛媛大学 城北キャンパス
http://www.palaeo-soc-japan.jp/

○第22回「震災対策技術展」横浜
2月8日（木）〜9日（金）
場所：パシフィコ横浜 Dホール
https://www.shinsaiexpo.com/yokohama/

○（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）
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/

■5 月　May
★日本地質学会創立125周年記念式典
5月18日（金）10:30 〜
会場：北とぴあ（東京都北区王子1-11-1）
http//www.geosociety.jp

○日本地球惑星連合2018年大会
5月20日（日）〜24日（木）
場所：幕張メッセおよび東京ベイ幕張ホール
講演申込最終締切：2月19日（月）
早期参加登録締切：5月8日（火）
http://www.jpgu.org/meeting_2018/

○第5回「震災対策技術展」大阪
5月31日（木）〜6月1日（金）
会場：グランフロント大阪内，コングレコン
ベンションセンター
http://clk.nxlk.jp/eKca5Nxn

■7 月　July
（後）第55回アイソトープ・放射線研
究発表会
7月4日（水）〜6日（金）
会場：東京大学弥生講堂（文京区弥生1-1-1）
発表申込締切：2月28日（水）17:00
https://www.jrias.or.jp/

■9 月　September
★日本地質学会第125年学術大会
9月5日（水）〜7日（金）
場所：北海道大学（札幌市）
講演申込受付：4月末〜 6月13日（水）
http//www.geosociety.jp

○日本鉱物科学会2018年年会
9月19日（水）〜 21日（金）

会場：山形大学小白川キャンパス
http://jams.la.coocan.jp/index.html

○第35回歴史地震研究会（大分大会）
9月22日（土）〜25日（火）
場所：ホルトホール大分（大分市金池南1-5-1）
講演申込締切：5月31日（木）
http://sakuya.ed.shizuoka.ac.jp/rzisin/
menu7.html

○日本火山学会2018年度秋季大会
9月26日（水）〜28日（金）
会場：秋田大学（秋田県秋田市）
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.
html

22_カレンダー.indd   22 18/01/24   10:45



23日本地質学会News　21（１）

　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，（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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会長・副会長立候補意思表明者にたいする
意向調査結果報告

2018年1月11日

　一般社団法人日本地質学会

選挙管理委員会委員長　佐藤 智之

開票立会人　角和 善隆

開票立会人　上原 啓幹

　選挙規則ならびに選挙細則に基づき，標記意向調査を実施いたしました． 

　法人の代表理事は法律により，理事会において選任することが定められています．学会の代表理事となる会長およびその

補佐役の副会長を選出するにあたり，会員の皆様の意向を伺うためにこの調査を行いました（※）．

　意向調査の結果は，下記のとおりとなりましたのでご報告いたします．

１）意向調査の実施結果

　　　有権者総数　　　　　3660名

　　　意向調査用紙発送数　3561通

　　　総投票数　　　　　　 921通

２）開票結果 （無効　0通）

　会長意思表明者（得票数）

　　１　松田 博貴（866）

　副会長意思表明者（得票数）

　　１　佐々木 和彦（822）

　　２　平田 大二（858）

※理事会規則第2章　役員の選任，第3条（会長，副会長，執行理事の選任）参照．

　第２章　役員の選任

　（会長，副会長，執行理事の選任）

　第３条  理事会は，役員改選後の第１回理事会において，会長および副会長候補者を選任する．なお，選任にあたっては，

会員の意向投票を尊重する．
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©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6F　電話03-5823-1150
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・会長・副会長立候補意思表明者にたいする意向調査結果報告
・年頭の挨拶（一般社団法人日本地質学会　会長　渡部芳夫）
・2018札幌大会（開催通知）「イランカラプテ−地質学が拓く夢・未来」

地質学雑誌　第124巻　第1号（通巻1468号）付録　平成30年1月15日発行（毎月1回15日発行）
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