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　ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140−8−28067
　40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方
は学会事務局までお問い合わせ下さい．No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

地　質　学　論　集
第 40 号　 中央構造線のネオテクトニクス—その意義と問題点—．岡田篤正ほか編，250pp., 1992年12月刊，会員頒価3,200円，

〒350円
第 41 号　 中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒300円　
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒350円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒350円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 45 号　 シーケンス層序学—新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒300円
第 47 号　日高地殻—マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒350円
第 48 号　 Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan—　岡田博有

ほか編，188pp.，1997年６月刊，会員頒価 2,100円，〒350円
第 49 号　21世紀を担う地質学．新妻信明ほか編，232pp.，1998年３月刊，会員頒価 2,500円，〒350円
第 50 号　 構造地質　特別号—21世紀の構造地質学にむけて—．狩野謙一ほか編，（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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2018 年 2 月 8 日
会員各位 

2018 年度役員選挙（結果報告）
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

一般社団法人日本地質学会選挙規則ならびに選挙細則に基づき，理事選挙を実施いたしました．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．理事選挙（定数：50名）
　（1）全国区（定数：43 名）
　　　全国区当選代議員からの理事立候補者は定数内（43 名）であったため，選挙規則第 6 条に基づき無投票当選といたしました．
　（2）地方支部区（定数：7 名）
　　 　各地方支部区から選出する 7 名の理事は，いずれの支部区も選出定数（一つの支部区から１名ずつ）を超える立候補はあ

りませんでしたので，選挙規則第 6 条に基づき無投票当選といたしました．

２．理事当選者名簿は次のとおりです．
　※任期：2018 年総会後～ 2020 年総会まで．
　※理事当選者は代議員ではなくなります．

　（1）理事　50 名
　　全国区選出枠の理事（43 名）
	 立候補者名	 所属機関名	 所属階層
 石橋　隆 益富地学会館 会社
 磯崎　行雄 東京大学 大学
 矢島　道子 日本大学 大学
 天野　一男 日本大学 大学
 川端　清司 大阪市立自然史博物館 官公庁等
 斎藤　眞 産業技術総合研究所 官公庁等
 佐々木　和彦 応用地質㈱ 会社
 西　弘嗣 東北大学学術資源研究公開センター 大学
 岩井　雅夫 高知大学海洋コア総合研究センター 大学
 北村　有迅 鹿児島大学 大学
 平田　大二 神奈川県立生命の星・地球博物館 官公庁等
 安藤　寿男 茨城大学 大学
 緒方　信一 中央開発㈱ 会社
 狩野　彰宏 東京大学 大学
 笠間　友博 神奈川県立生命の星・地球博物館 官公庁等
 坂口　有人 山口大学 大学
 小松原　純子 産業技術総合研究所 官公庁等
 沢田　健 北海道大学 大学
 竹下　徹 北海道大学 大学
 山路　敦 京都大学 大学
 大藤　茂 富山大学 大学
 中澤　努 産業技術総合研究所 官公庁等
 廣木　義久 大阪教育大学 大学
 星　博幸 愛知教育大学 大学
 岡田　誠 茨城大学 大学
 折橋　裕二 東京大学地震研究所 大学
 松田　博貴 熊本大学 大学
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 道林　克禎 静岡大学 大学
 神谷　奈々 京都大学 大学院生
 菅沼　悠介 国立極地研究所 官公庁等
 福冨　幹男 地技研 その他
 井龍　康文 東北大学 大学
 ウォリス　サイモン 東京大学 大学
 亀尾　浩司 千葉大学 大学
 小宮　剛 東京大学 大学
 杉田　律子 科学警察研究所 官公庁等
 高嶋　恒太 野田市役所 官公庁等
 田村　芳彦 海洋研究開発機構 官公庁等
 田村　嘉之 千葉県環境財団 会社
 辻森　樹 東北大学 大学
 楡井　久 NPO 法人日本地質汚染審査機構 会社
 保柳　康一 信州大学 大学
 山口　耕生 東邦大学 大学

地方支部区選出枠の理事（7名）
	 支部区	 立候補者名	 所属機関名	 所属階層
 北海道 亀田　純 北海道大学 大学
 東　北 菖蒲　幸男 応用地質㈱ 会社
 関　東 山崎　晴雄 なし その他
 中　部 竹内　誠 名古屋大学 大学
 近　畿 三田村　宗樹 大阪市立大学 大学
 四　国 奈良　正和 高知大学 大学
 西日本 早坂　康隆 広島大学 大学

3．代議員当選者名簿は次のとおりです（既報）．　※任期：2018 年総会後～ 2020 年総会まで
　（1）全国区代議員（37名）
	 立候補者名	 所属機関名	 所属階層
 荒戸　裕之 秋田大学 大学
 内野　隆之 産業技術総合研究所 官公庁等
 七山　太 産業技術総合研究所 官公庁等
 山田　泰広 海洋研究開発機構 官公庁等
 原山　智 信州大学山岳科学研究所 大学
 大谷　具幸 岐阜大学 大学
 黒田　潤一郎 東京大学大気海洋研究所 大学
 澤木　佑介 東京大学 大学
 松田　達生 NPO 法人リアルタイム地震・防災情報利用協議会 会社
 清川　昌一 九州大学 大学
 志村　俊昭 山口大学 大学
 内藤　一樹 産業技術総合研究所 官公庁等
 吉田　英一 名古屋大学博物館 大学
 青木　一勝 岡山理科大学 大学
 芦　寿一郎 東京大学 大学
 高柳　栄子 東北大学 大学
 石川　正弘 横浜国立大学 大学
 昆　慶明 産業技術総合研究所 官公庁等
 佐藤　大介 産業技術総合研究所 官公庁等
 千代延　俊 秋田大学 大学
 藤林　紀枝 新潟大学 大学
 浅海　竜司 東北大学 大学
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 稲場　土誌典 国際石油開発㈱ 会社
 奥津　なつみ 東京大学大気海洋研究所 大学院生
 尾上　哲治 熊本大学 大学
 風岡　修 千葉県環境研究センター 官公庁等
 榊原　信夫 川崎地質㈱ 会社
 澤口　隆 東洋大学 大学
 髙桒　祐司 群馬県立自然史博物館 官公庁等
 橋本　善孝 高知大学 大学
 針金　由美子 産業技術総合研究所 官公庁等
 福地　里菜 海洋研究開発機構 官公庁等
 藤田　将人 富山市科学博物館 官公庁等
 武藤　潤 東北大学 大学
 山口　飛鳥 東京大学大気海洋研究所 大学
 渡邉　正人 川崎市立井田小学校 小中高
 渡辺　真人 産業技術総合研究所 官公庁等

（2）地方支部区代議員（62名）
　北海道（4名）
	 氏名	 所属	 所属階層
 大津　直 北海道立総合研究機構 官公庁等
 佐藤　誠 北海道札幌西高等学校 小中高
 重野　聖之 明治コンサルタント㈱ 会社
 和田　恵治 北海道教育大学 大学

　東北（2名）
	 氏名	 所属	 所属階層
 根本　直樹 弘前大学 大学
 平野　直人 東北大学 大学

　関東（22 名）
	 氏名	 所属	 所属階層
 田村　糸子 首都大学東京 大学
 本田　尚正 東京農業大学 大学
 棚瀬　充史 ㈱地圏総合コンサルタント 会社
 細根　清治 ジオ・フロント㈱ 会社
 荒井　良祐 川崎地質㈱ 会社
 河尻　清和 相模原市立博物館 官公庁等
 高橋　直樹 千葉県立中央博物館 官公庁等
 米澤　正弘 渋谷教育学園幕張高等学校 小中高
 加藤　潔 駒澤大学 大学
 金丸　龍夫 日本大学 大学
 青野　道夫 合同会社ジオプレイズ 会社
 大坪　誠 産業技術総合研究所 官公庁等
 小田原　啓 神奈川県温泉地学研究所 官公庁等
 香川　淳 千葉県環境研究センター 官公庁等
 亀高　正男 ㈱ダイヤコンサルタント 会社
 木村　克己 防災科学技術研究所 官公庁等
 澤田　大毅 石油資源開発㈱ 会社
 利光　誠一 産業技術総合研究所 官公庁等
 冨田　一夫 日鉄鉱コンサルタント㈱ 会社
 野々垣　進 産業技術総合研究所 官公庁等
 方違　重治 国土防災技術㈱ 会社
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 細矢　卓志 中央開発㈱ 会社

　中部（14 名）
	 氏名	 所属	 所属階層
 常盤　哲也 信州大学 大学
 佐川　拓也 金沢大学 大学
 山田　桂 信州大学 大学
 纐纈　佑衣 名古屋大学 大学
 須藤　斎 名古屋大学 大学
 林　誠司 名古屋大学 大学
 大路　樹生 名古屋大学博物館 大学
 豊島　剛志 新潟大学 大学
 延原　尊美 静岡大学 大学
 福地　龍郎 山梨大学 大学
 吉田　孝紀 信州大学 大学
 石﨑　泰男 富山大学 大学
 安江　健一 ゆうらく館㈱ 会社
 山本　博文 福井大学 大学

　近畿（9名）
	 氏名	 所属	 所属階層
 大串　健一 神戸大学 大学
 先山　徹 兵庫県立大学 大学
 里口　保文 滋賀県立琵琶湖博物館 官公庁等
 田中　里志 京都教育大学 大学
 竹村　静夫 兵庫教育大学 大学
 升本　眞二 大阪市立大学 大学
 和田　穣隆 奈良教育大学 大学
 栗原　行人 三重大学 大学
 谷　保孝 大阪工業大学 大学

　四国（2名）
	 氏名	 所属	 所属階層
 堀　利栄 愛媛大学 大学
 寺林　優 香川大学 大学

　西日本（9名）
	 氏名	 所属	 所属階層
 レーマン ハフィーズ ウル 鹿児島大学 大学
 白石　史人 広島大学 大学
 太田　努 岡山大学惑星物質研究所 大学
 亀井　淳志 島根大学 大学
 小松　俊文 熊本大学 大学
 大橋　聖和 山口大学 大学
 酒井　哲弥 島根大学 大学
 仲谷　英夫 鹿児島大学 大学
 山本　啓司 鹿児島大学 大学
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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

Crossing New Frontiers - 
Tephra Hunt in Transylvania

国際第四紀学連合INQUAの一組織である
International Focus Group on Tephrochronology 
and Volcanology (INTAV)（テフラ・火山国
際研究グループ）からのお知らせ
INTAV 主催の2018年野外研究集会の2nd 
circularが公開されました．
集 会 名：Crossing New Frontiers - Tephra 
Hunt in Transylvania
場所：ルーマニア
時期：2018年6月24日（日）〜 29日（金）
詳細は2nd circularをご覧下さい．下記のサ
イトからダウンロードできます．
http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/
intav2018/
また下記のINTAVのwebサイトからもリン
クが張られています．
http ://www.comp.tmu.ac . jp/tephra/
intavtmu/top.html
問い合せ先：首都大　鈴木毅彦（suzukit@
tmu.ac.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

東京大学大気海洋研究所
教員の公募

1. 採用人員：海洋地球システム研究系海洋底
科学部門
　海洋底環境分野 助教 １名
2. 任期：5年（ただし，審査を経て1回に限り
5年以内で再任されることがあります）
3. 採用予定時期：平成30年7月以降のできる
だけ早い時期
4. 公募の趣旨：
　海洋底科学部門では，地質学・地球物理
学・地球化学の先端的探査・計測手法を駆使
することにより，過去から現在に至る，海洋
を中心とする地球システム変動とそれに伴う
物質循環を包括的に解明することを目指して
います．また，当部門では研究目的を達成す
るために，国内共同研究にとどまらず国際的
なプログラム（IODP，InterRidge他）を部
門一体として積極的に推進しています．本公

募では，海洋調査・観測をベースとし，海洋
底の試料を用いて，地質学的・生物地球化学
的手法により環境変遷の仕組みを解明する研
究や潜在的鉱物資源の研究を意欲的に推進す
る方を求めます．また，国内・国際共同研究
プロジェクトや共同利用の推進および大学院
教育の補助等にも積極的に携わっていただけ
る方を求めます．
なお，「東京大学男女共同参画加速のための
宣言」に基づき，女性の応募を歓迎します．
5. 応募資格：採用時に博士号を有すること．
6. 提出書類：
1） 履 歴 書（ 東 京 大 学 統 一 様 式（http://
www.u-tokyo.ac.jp/per01/r01_j.html） に よ
る．写真貼付）　2）研究業績目録（原著論
文，総説，その他に分け，査読の有無を明記
すること．また，わかるものについては被引
用件数とその算出に用いたデータベース

（web of science等）を付記すること）　3）
主要論文3編の別刷（またはコピー）各1部　
4）これまでに行なってきた研究の概要（A4
用紙１頁程度）　5）今後の研究に対する抱負

（A4用紙１頁程度）　6）これまでに獲得した
外部資金，所属学会，学会等における活動実
績，その他参考になる事項　7）応募者につ
いて参考意見を述べることのできる人（2名）
の氏名および連絡先
7. 選考方法：書類選考の後，少数名を対象と
して面接を行います．採用・不採用にかかわ
らず選考結果をご連絡いたします．
8. 応募書類提出期限：平成30年3月19日（月）
17時 必着
9. 提出書類送付先：
〒277-8564  千葉県柏市柏の葉5-1-5  東京大
学大気海洋研究所長 津田 敦 宛
10. 問い合わせ先
東京大学大気海洋研究所海洋底科学部門
教授　川幡穂高
Tel：04-7136-6140　e-mail：kawahata@aori.
u-tokyo.ac.jp

日本地質学会に寄せられ
た候補者の募集・推薦依
頼等をご案内いたしま
す．

各賞・
研究助成

富山県理工系・薬学部生対象奨学
金返還助成制度助成対象者募集

　富山県では，本県産業の発展を担う学生の
皆様のUIJターン就職を支援するため，県内
企業（登録企業）に就職した理工系学部生・
大学院生，6年制薬学部生を対象に，奨学金
返還助成（最大全額）を行います．つきまし
ては，助成対象となる大学生等を募集いたし
ます．
1. 対象者：平成31年3月卒業見込みの県外の

理工系学部生・大学院生（建設・デザイン等
含む），6年制薬学部生　※対象となるのは，
富山県出身者に限りません．
2. 対象奨学金：日本学生支援機構第1種（無
利子）奨学金又は富山県奨学資金
3. 就職先：富山県内の登録企業（関連リンク

「登録企業について」をご覧ください．）
4. 助成金額：
　理工系
　　学部（2年分）：約72 〜 154万円

大学院（修士課程・2年分）：約120 〜
211万円

　6年生薬学部
　　（5 〜 6年生・2年分）：約72 〜 154万円
　　（1 〜 6年生・6年分）：約216 〜 461万円
5. 助成方法
 ・ 登録企業に就業後，原則毎年度末に返還し

た奨学金の額に相当する額を，助成対象者
本人に支払います．（１〜 10年目）

 ・ 登録企業に10年間就業した場合は，奨学金
残額を日本学生支援機構等に一括して支払
います．

6. 応募締切：平成30年3月30日（金）
7. その他
 ・ 本助成制度の利用に当たっては，あらかじ

め本制度に応募する必要があります．
 ・ 応募後に，登録企業に就職した場合にのみ

奨学金返還助成を受けることができます．
 ・ なお，本制度への応募により必ず登録企業

に就業しなければならないものではありま
せん．

募 集 要 綱 等 詳 し く は，http://www.pref.
toyama.jp/cms_sec/1303/kj00018337.html

国土地理協会2018年度
学術研究助成

助成対象となる調査・研究について：
1）地理学および関連する分野の学術的調査・
研究
2）地図・地名に関する学術的調査・研究
3）地理・地図・環境等に関する教育・普及
を目的とした研究および活動
助成の対象となる方について：
　大学院博士課程を修了し，もしくは同等以
上の能力と研究経験を有し，大学その他の教
育機関や研究機関・博物館・図書館等に在職

（または在学）して調査・研究に従事してい
る，個人または研究グループ．なお，これら
の機関で常勤の職に就いている者に限って，
助成を申請する代表者となることができま
す．（大学院在学の場合は，指導教官等）
助成金額について：
1）対象1），2）に関しては1件につき100万円
を限度とする申請額．対象3に関しては1件に
つき50万円を限度とする申請額．
2）審査の結果，申請額から減額して助成す
る場合があります．
　必ずしも調査・研究とは直接的に関係しな
い，日常的に使用する機器類等の費用や研究
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紹　介

火山全景
―写真でめぐる世界の火山地形と噴出物―

白尾元理［写真］
下司信夫［解説］

誠文堂新光社2017年8月7日発行，192ペー
ジ，本体価格3800円+税，ISBN：978-4-
416-61739-7

　大学入学が1990年であった私が，火山地質
学の勉強に良いと薦められた本は，R. A. F. 
Cas と J. V. Wrightの 手 に な るVolcanic 
Successions, Modern and Ancient (Chapman 
& Hall刊；1987年) であった．これを超える
本も，この本の改訂版も出ることなく今に至
っている点に関し，私は惜しいと思うが，こ
のように考えているのは私だけでないのは確
実である．それが証拠に，今，Amazonで最
安値の中古を検索したらペーパーバック版が
14,506円，ハードカバーに至っては120,062円
であった（私の1994年頃のペーパーバック版
新刊購入価格は10,780円だった）．
　Volcanic Successionsの真骨頂は，書名の
通りsuccession，つまり露頭で見える地質の
積み重ねから，どのような噴火によって眼前
の地層が形成されたのかを読み取っていく方
法を，噴火のプロセスにさかのぼって開陳し
ているところにある．例えば，火砕流という
のはどのように生じ，その流れの性質はかく
かくしかじかで，それが地層のこのような特
徴を形作っているのだ，という具合である．
これがプリニー式噴火だったらどうか，海底
火山だったらどうか，いまは火山体として残
っていない古い地層からはどう読み取るか，
というのが実践的に書いてある．

者として自己負担するのが適当と思われる費
用(パソコンおよび一般的な周辺機器・PCソ
フトウェア，学会参加のための旅費や会費
etc.)は，助成の対象としません．
3）支出費用（旅費，謝金等）については，
詳細を申請書に明記して下さい．また，助成
研究が完了しましたら「会計報告書」と，全
支出の領収書（コピー可）を添付して定めら
れた期日までに提出していただきます．
申 請 の 受 付：2018年4月2日（ 月 ） 〜 20日

（金）必着
審査結果の通知：2018年７月
助成金の交付：2018年９月
お問合せ先：（公財）国土地理協会
助成事業担当（担当：渡辺）
〒102-0094 東京都千代田区紀尾井町3番1号
お問い合わせ：josei@kokudo.or.jp
詳 し い 実 施 要 項 はHPを ご 参 照 下 さ い．
http://www.kokudo.or.jp/grant/index.html

第15回（平成30年度） 「日本学
術振興会賞」受賞候補者推薦

趣旨：我が国の学術研究の水準を世界のトッ
プレベルにおいて発展させるためには，創造
性に富み優れた研究能力を有する若手研究者
を早い段階から顕彰し，その研究意欲を高
め，研究の発展を支援していく必要がありま
す．この趣旨から日本学術振興会は，平成１
６年度に日本学術振興会賞を創設しました．
対象分野：人文学，社会科学及び自然科学に
わたる全分野
授賞：授賞数は25件程度とし，受賞者には，
賞状，賞牌及び副賞として研究奨励金110万
円を贈呈します． 
対象者：国内外の学術誌等に公表された論
文，著書，その他の研究業績により学術上特
に優れた成果を上げたと認められる者のう
ち，平成30年4月1日現在以下の1）から3）の
条件を満たす者とします．
１）次のa）またはb）を満たすこと
a）日本国籍を有する者
b）外国人であって推薦時点において我が国
で５年以上研究者として大学等研究機関に所
属しており，今後も継続して我が国で研究活
動を予定している者
２）45歳未満であること
３）博士の学位を取得していること（博士の
学位を取得した者と同等以上の学術研究能力
を有する者を含む）
※海外在住の日本国籍を有する研究者も対象
としています．
推薦権者：
１）機関長推薦 我が国の大学等研究機関ま
たは学協会の長
２）個人推薦 優れた研究実績を有する我が
国の学術研究者（海外在住の日本国籍を有す
る学術研究者を含む）※自薦は受け付けませ
ん．
※ 学会からの推薦を希望される方は，3月23

日（金）までに必要書類をそろえて，学会
事務局までお申し出下さい．

受付期間：平成30年4月6日（金）〜 11日（水）
17:00（必着）
問い合わせ先：
〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1
独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 研究者養成課 「日本学術振
興会賞」担当
TEL 03-3263-0912　FAX 03-3222-1986
https://www.jsps.go.jp/jsps-prize/index.
html

東京大学大気海洋研究所
海洋研究開発機構　研究船
利用公募の一元化について

　平成30年度公募分（平成31年度航海分）か
ら東京大学大気海洋研究所（AORI）共同利
用公募と海洋研究開発機構（JAMSTEC）研
究船利用公募を一元化し，AORI事務局にて

「白鳳丸」と「新青丸」に加えて「よこすか」
と「かいれい」の共同利用公募を行います．
　公募要領等詳細については5月頃に大海研
HP（以下URL）に掲載予定です．
http://www.aori.u-tokyo.ac.jp/
※公募一元化に伴いJAMSTECでの「みらい」
と「かいめい」の研究船利用公募は行いませ
んのでご注意下さい．
※公募締切は7月頃を予定しており，例年よ
り2 ヵ月程前倒しとなりますのでご注意下さ
い．
東京大学大気海洋研究所　研究船共同利用運
営委員会
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　日本の地質屋で知らない人はいない白尾元
理氏と，火山学界の中堅を代表する優れた研
究者である下司信夫氏が手を組んでできあが
った，「火山全景」を手にしたとき，私の心
に 浮 か ん だ の は「 こ れ は， カ ラ ー 版 の
Volcanic Successionsだな」という思いであ
る．Volcanic Successionsは少し古いが，い
までも有用な本である．実際，私は今でも頻
繁に手に取る．しかし，白黒だし，文字ばっ
かりだし，英語だし，しかも高い．いきなり
読み始めるには，明らかに敷居が高い．これ
に対して「火山全景」は，露頭や地形をどう
見れば，過去の火山活動の様子を心に描ける
のかを知りたい人に，安心してお薦めでき
る．
　Volcanic Successionsは教科書なので，第
１章は，層相とは何か，岩相とは何か，みた
いなところから始まる．一方，「火山全景」
の第1章は，その名も「火山の世界」．見開き
の写真が10枚続く．最初は，誰もが知ってい
る富士山，次に火を噴くストロンボリである
が，初めて見る人には多分ピンとこない写真
がいくつか挟まれ，モヤモヤ感がのこる．章
の最後に，写真の解説はあるが，体系的な記
述はない．
　第２章以降は，章別にテーマが異なり，ひ
とつの章は写真数点〜十数点が紹介された
後，体系的な解説数ページという組合せから
なる．順に，溶岩，水蒸気爆発，マグマ貫入
〜割れ目噴火，火口・カルデラ・火砕物，テ
フラ，火砕流・山体崩壊，火山の恵み，の全
７章である．第１章でぐっとひきこまれたも
のの，少し残ったモヤモヤは，続くこれらの
７章で，消化されて腑に落ちる，というのが
本書の設計なのである（と，私は読み取っ
た）．解説は，簡潔にして要を得ており，さ
すがはエース・下司さんだと，感心をした．
　写真はもちろん，どれも素晴らしいが，個
人的なお気に入りを挙げるとすると，新燃岳
の火口内にできた溶岩（16番；溶岩はたしか
に流れたのだと言うことがわかる），火山豆
石（32番；本当に豆菓子のようだ），アメリ
カ合衆国のシャスタ山の流れ山地形（72番；
わかりにくいコンセプトである流れ山も一目
でよくわかる）があげられる．これらは，火
山の不思議を伝えてくれる，玄人好みの写真
だ．白尾さんでないと，撮影できない写真だ
と思う．
　非常な好著ではあるが，もう一歩の努力が
必要だったところも２点ほどあるように感じ
た．１つは写真の扱いである．本書で大きく
扱われている84点の写真はかなりの部分が１
度，多いもので３度も解説ページで言及され
ているが，全く言及が無いままのものも全体
の約３割ある（評者調べ）．各写真には白尾
さんの200字程度の比較的詳しい説明がある
ので，不自由はないと言えばそうかも知れな
い．しかし，解説のパートで言及するのは不
可能ではないはずだし，言及しようとするこ
とで，読者の理解が深まり，本が更に良くな
ったような気がする．

オンラインジャー
ナル「総合地質」
のご案内

http://www.hrcg.jp/generalgeo_
allvolumes.html

　特定非営利活動法人 北海道総合地質学
研究センター (http://www.hrcg.jp) はイ
ンターネット上で公開されるオンライン
ジ ャ ー ナ ル「 総 合 地 質 」(General 
Geology, ISSN 2433-7161) を創刊し，１
巻１号を 2017年12 月15 日に発行いたし
ました (http://www.hrcg.jp/generalgeo_
allvolumes.html)．今後は年間に1号ある
いは2号の発行を予定しています．「総合
地質」の書誌情報は国立国会図書館およ
び国立研究開発法人 産業技術総合研究所 
地質調査総合センター地質文献データベ
ースに収録されます．「総合地質」への
投稿は北海道総合地質学研究センター外
にも広く公開されています．
　「総合地質」は層位学，古生物学，テ
クトニクス，岩石学，鉱物学，鉱床学，
応用地質学，地学教育，地学史，および
それらの関連領域を広くカバーするもの
であり，まさに多様な general geology 
のジャーナルを目指しています．もちろ
ん対象も北海道に限定されるわけではあ
りません．高度な研究成果の投稿も歓迎
いたしますが，むしろ，世代交代にとも
なって失われかねない様々な資料・情報
の引用可能・検索可能なアーカイブとし
ての役割を果たすことも重要な役割であ
ると考えています．特に野外地質学的情
報，例えば 1 枚の地質図や1 本のルート
マップ，露頭のスケッチや写真，岩石や
化石の標本写真や薄片の写真などに説明
を付したもの，また野外調査手記，ユニ
ークな着想・アイデアなど，それだけで
は通常の学術誌での公表が難しいものの
投稿を期待しています．あるいは未解決・
未検討のままに残された研究テーマや重
要な試料を次の世代に提示し，継承者を
募るという趣旨のものも歓迎いたします.
　北海道総合地質学研究センターは日本
地質学会会員の皆さまからの積極的な投
稿を期待しています．どうぞご検討くだ
さい．なお「総合地質」の投稿規定は 
http://www.hrcg.jp/publication.html か
ら入手可能です．編集委員会は常時投稿
を受け付けておりますが，次号 (2018年9
月発行予定) 掲載のための投稿受付デッ
ドラインは 2018年5月末頃になる予定で
す．関心をお持ちの方は，当研究センタ
ーまでお問い合わせください．

問い合わせ先：
北海道総合地質学研究センター
e-mail:office@hrcg.jp

　もうひとつは，索引がないと言うことだろ
うか．これだけ火山の現象や，堆積物をカバ
ーしているのであれば，逆に他の機会に目に
した，あるいは耳にした用語から，その解説
や写真に到達できるルートがこの本に用意さ
れているべきだったと思う．あくまで写真で
火山を訴えたい，という本書のコンセプトか
ら，そこまでは考えなかったのかも知れない
が，本書は結果的に良い教科書になっている
ので，この点は少し残念である．とはいえ，
これらの欠点というほどではなく，火山学地
質学入門の１冊としての意義は変わらない．
　しかし，個人的に残念なのは，私がこの本
の著者の一人でなかったと言うことだろうか

（笑）．下司さんと私は同年代である．出身大
学も職場も同じだったことはないが，狭い火
山業界のこと，火山学者として「一緒に育っ
てきた」のであった．時には調査に同行させ
て頂いたこともある．また，私自身，白尾さ
んの撮影に同行したことがあり，本書中の，
箱根（10番），三宅島（43番），アイスランド
の写真（80番）などは，「あの時の写真！」
と，撮影風景やその時の行程，会話の内容ま
でが思い出されるのである．しかも，この３
点，解説コーナーで言及が無いじゃん！　私
が書きます！！
　というわけで，改訂版では私も入れてくだ
さい．白尾さん，下司さん，よろしくお願い
します．皆さんには，改訂版が出るよう，売
り上げ貢献にご尽力頂きたく，心からお願い
申し上げます．

（萬年一剛）
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　国際放散虫研究集会は，放散虫の国際学術
組織であるInterRad（国際放散虫研究者協
会）が3年ごとに開催している国際会議であ
る．去る2017年10月22日から27日に，新潟大
学で第15回国際放散虫研究集会（InterRad 
XV in Niigata 2017）が開催された（写真1）．
これは，1994年に大阪で催された第7回集会
以来23年ぶりの日本開催となる．なお，次回
の第16回国際放散虫研究集会は，2020年9月
にスロベニアのリュブリャナ（Ljubljana）
で開催されることが決定している．
　日本は研究者人口や発表論文数などでみて
も，世界でも放散虫研究が進んでいる“放散
虫大国”であり，それ故に日本各地で膨大な
研究の積み重ねがある．本研究集会ではこれ
を生かし，様々な地域や年代を対象とした5
つの巡検が計画され，そのうち4つが実施さ
れた（写真2）．プレ巡検は10月20 〜 22日に
催され，犬山周辺から白川郷を通って新潟へ
向かう旅程が組まれた．中日巡検は10月25日
に開催され，糸魚川と胎内の2コースが設定
された．前者は糸魚川ジオパークを観察する
ルートであり，後者は胎内の新第三系のセク
ションなどを巡るものである．ポスト巡検
は，10月28日〜 11月1日の日程で沖縄に赴き，
生きた放散虫を観察することを主題とした．
　また，今回の研究集会では，放散虫の教
育・普及も大きなテーマの1つであった．専
門家以外を主な対象としたイベントが計画さ
れた（写真3）．22日に催された『プランクト
ンと仲よくなろう』と『放散虫って何だ？？』
で放散虫の魅力を伝えたほか，25日にはジュ
ラ 紀 〜 白 亜 紀 放 散 虫 に つ い てPeter O. 
Baumgartner教授（ローザンヌ大学）が解説
する『国際ふれあいトーク』が通訳付きで開

かれた．研究者ではない一般の方や放散虫に
まだ携わっていない学生を対象として，学会
見学プログラムも設定された．
　学会や巡検には124名が参加し，普及イベ
ントなどへの参加者も含めると，その総数は
187名にのぼった．日本国外からは，15か国
から46名が参加した．ここでは，プレ巡検と
シンポジウムについて報告する．

（伊藤　剛）

プレ巡検（10月20日〜 22日）
　プレ巡検には，案内者3名を含めて合計21
名が参加し，海外からの参加者は14名であっ
た．この巡検の主要な観察対象は，中部日本
の美濃帯に分布する三畳系−ジュラ系放散虫
チャート中に記録されたグローバルイベント
や，放散虫などの生物が受けた影響について
であった．最初の2日間で犬山地域周辺の木
曽川沿いに分布する放散虫チャートの観察を
行った． 
　1日目は，まず鵜沼セクションを見学した．
このセクションの層状チャートは，鉱物（黄
鉄鉱や赤鉄鉱など）の含有量の相違により，
灰色や黒色から紫色や赤色へとチャートの色
相が変化している．これは酸化還元環境の変
化によるものであり，ペルム紀末に起こった

“Superanoxia”からの回復過程を記録して
いると考えられている．また，鵜沼セクショ
ンの河岸に露出する炭酸塩マンガンノジュー
ル中には，驚くほど保存の良い放散虫化石が
入っており，多くの研究者の関心を集めてい
た．第15回国際放散虫研究集会のロゴマーク
のモチーフとなっている放散虫化石（Unuma 
echinatus）もこのマンガンノジュールから
産出し，本研究集会一押しの放散虫化石と言

学協会・研究会報告

第 15 回国際放散虫研究集会
—InterRad XV in Niigata 2017— 参加報告

っても過言ではないだろう．その後，桃太郎
神社セクションに赴いた．このセクションで
は，前期三畳紀の海洋が貧酸素環境であった
ことを記録する珪質粘土岩や後期三畳紀カー
ニアンの気候変動が記録するチャートが観察
できる．チャートの露頭では，イベント層準
付近の化学組成の変化について議論を行い，
また岩石中の放散虫を観察していた．
　2日目は今にも雨が降り出しそうな空模様
から始まった．まずは坂祝町の勝山セクショ
ンの三畳紀−ジュラ紀境界とジュラ紀トアル
シアン海洋無酸素事変が記録されている露頭
を見学した．その後は，三畳紀後期に巨大隕
石衝突が起こった証拠（イジェクタ層）が世
界で初めて発見された坂祝セクションを見学
した．このイジェクタ層の上下の岩石中では
鉱物組成や化学組成が変化しているほか，そ
の直上では放散虫やコノドントの生物群集の
ターンオーバーが起こったことが確認されて
いる．雨が降り始めていたが，多くの参加者
がイジェクタ層を熱心に観察し，隕石衝突の
前後の種々の変化についての案内者と議論を
していた．このあとさらに雨が強くなり，チ
ャートの露頭は濡れると滑りやすく危険なた
め，後半の観察予定地点をあきらめざるを得
なかったが，記念に全員で飛水峡にて集合写
真を撮り犬山地域での2日間を終えた．
　天気には恵まれなかったが，日本で行なわ
れている三畳紀からジュラ紀の様々な付加体
研究について，実際に露頭を見ながら説明を
うけ，目で見て理解することができる非常に
内容の濃い巡検であった．この巡検で，海外
の方とも英語で積極的にコミュニケーション
をとったことで，国内外の方々から様々な知
見を得られ，自らの研究の視野を広げること
ができ，自分にとっても価値のある巡検とな
った．最後に，今回の案内者である尾上哲治
氏，堀利栄氏，小嶋智氏に感謝の意を表した
い．

（冨松由希）

シンポジウム（10月23日〜 27日）
　シンポジウムは，新潟大学中央図書館で行
われたオープニングセレモニーによって幕を
開けた．台風21号が吹き荒れる中，それでも
放散虫のため集う皆さんは，まさに飛んで火
にいる研究の虫であった．第15回国際放散虫
研究集会実行委員長である松岡　篤氏（新潟
大学）によるオープニングセレモニーでの講

中川孝典（山口大学 創成科学研究科）
冨松由希（熊本大学 自然科学研究科 理学専攻）

伊藤　剛（産総研 地質調査総合センター）

写真1：シンポジウムの開会セレモニーでの集
合写真．
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演では過去に開催されてきた研究集会の紹介
がなされた．スライドの写真からは放散虫研
究者同士の友好な関係が国の垣根無く存在
し，連綿と今に続いていることが感じられ
た．
　シンポジウムは，主題と会場を変えて，大
きく前後半に分けられる．前半の2日間（23
日〜 24日）に新潟大学中央図書館で開催さ
れたシンポジウムは分野横断を標榜し，放散
虫に限らない多様な研究成果が発表された．
セッションテーマは「Paleoceanography of 
Tethys and Panthalassa」，「Cenozoic 
Paleoceanography of Marginal Seas」，

「Biology and Paleobiology of Shelled 
Protista」，「An Interface between Function 
and Evolution」，「Jurassic-Cretaceous 
Boundary」であり，それぞれの分野におけ
る最先端の研究が紹介された．一方，後半の
2日間（26日〜 27日）は放散虫の研究を中心
としたシンポジウムが，新潟大学駅南キャン
パス“ときめいと”で開催された．後半のセ
ッ シ ョ ン テ ー マ は「International 
Communication Program」，「Insightful 
Studies for Radiolarians」，「Biosiliceous 
Records」，「Modern Oceanography」，

「Paleobiogeography」，「Evolution and 
Diversity」，「Biostratigraphy」，「Tibetan 
Tectonics」，「European Tectonics」であり，
より専門的な放散虫研究の成果が発表され
た．25日に開催された『国際ふれあいトー
ク』の口頭発表1件も含めると，合計131件の
発表（口頭発表69件，ポスター発表62件）が

なされた．
　私が特に興味をひかれた研究は，現生の放
散虫を扱ったもので，化石としては残らない
アカンタリア目を対象とした研究である．放
散虫にはポリキスティナとアカンタリアなど
があり，研究が進んでいるポリキスティナと
は対照的に，化石記録に残らないアカンタリ
アの研究進度は未熟といわざるを得ない．今
回の発表では，アカンタリアの殻の成分が従
来考えられていた硫酸ストロンチウムだけで
はなく，硫黄とストロンチウムが分かれて存
在することが挙げられ，その分布の様子が
WDS（波長分散型X線分析装置）によるマ
ッピング画像で提示された．また，殻から伸
びる棘のうち，特に成長が活発な部分にケイ
素が含まれることも詳細な分析によって示さ
れた．生きた放散虫は扱いが難しく，分析試
料を作成することは並大抵の努力では適わな
い．探究心の情熱により得られた研究結果
は，至高の産物であり賞賛されるべきものだ
ろう．生きた放散虫の研究は，化石では得ら
れない情報をもたらしてくれ，新しいことの
発見の連続で，ワクワクさせてくれる．
　一方，大昔の放散虫に思いをはせるのもま
た楽しい．私が研究対象としているペルム紀
のシュードアルバイレラ属の放散虫には，い
くつかの種で一部分が膨らんでいる個体が稀
に得られることがある．その一部分が膨れて
いる個体が生殖に関連したものなのか，はた
また別の理由からなのか，といった発表もな
されていた．放散虫の繁殖についてはいまだ
謎が多く，だからこそ面白いテーマだと思

う．
　また，“示準化石としての放散虫化石”を
突き詰めた研究から，地道な研究のカッコよ
さを感じた．ペルム紀の示準化石としてはア
ルバイレラ目の放散虫が用いられることが多
いが，ラテンティフィストラリア目の放散虫
化石でも時代区分が可能である，という発表
がなされた．細かくサンプリングされた試料
から膨大な数の放散虫化石を抽出し同定を行
うことで，新たにラテンティフィストラリア
目による生層序が編まれていた．スライドで
示された産出表の幾多のデータ量には圧倒さ
せられた．この生層序を基礎とした研究がさ
らに発展することを想像すると，地道な基礎
研究の力は多大であると思う．
　最新の機器による解析や現生の放散虫から
の新たな知見が，化石記録として残る放散虫
の多角的な解明の手助けとなり，それがまた
今生きる放散虫の解明にもつながる．このよ
うな流れが放散虫についての研究をこれから
も大いに進展させていくのだと思う．
　放散虫の謎は尽きず，わからないことだら
けである．しかし，研究者は“雨ニモマケズ
台風ニモマケズ”真摯に研究と向き合ってい
る．世界中の研究者が会議の席だけでなく，
食事やお茶をしながら熱い議論を重ねている
様子は憧れの光景で，その姿を見て，私もも
っと研究をしたいという研究への意欲が駆り
立てられた．研究の厳しさと楽しさが心から
湧き上がる，そんな国際シンポジウムであっ
た．

（中川孝典）

写真2：巡検中の参加者の様子．（A）
犬山地域の桃太郎神社セクション
の層状チャート（プレ巡検）．（B）
糸魚川市フォッサマグナミュージ
アムに展示されているヒスイの巨
石（中日巡検）．（C）胎内の中新統
〜鮮新統夏井セクション（中日巡
検）．（D）沖縄の琉球大学瀬底実験
施設で現生の放散虫を観察（ポス
ト巡検）．

写真3：22日に開催された普及イベントの様子．
（A）『プランクトンと仲良くなろう』で佐渡の
海で採取したプランクトンの解説を行う松岡　
篤氏．（B）『放散虫って何だ？？』でアーティ
ストの視点から放散虫の魅力について述べる
横山　隼氏（RC GEAR）．
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3. 日本の戦前のナップ説
　さて，日本初のナップが発見されたのは滋賀・岐阜県境の伊
吹
いぶき

山
や ま

である．小
こ

藤
と う

（1910，明治43）はその模式断面図を示し，
「［伊吹山麓の］川底の硬砂岩が東西に走り直立し…山腹以上は
厚き石灰岩が平層を為しつつ被覆し，［両者の境界の］特種の
石灰岩は地層が乗り掛かり横滑りしたる時の摩擦破砕物の如き
観あり…これを予は伊吹山の押し辷り構造（overthrust）と名
づけり．かくの如き例は本邦に於いてその記事をいまだ知ら
ず．」と述べている（カタカナをひらがなに改め，［ ］内と句
読点，送りがな等を補い，〜石は〜岩とした）．
　次に，中国地方の秋吉台石灰岩のフズリナ化石を研究した小
澤（1923）は広域的な地層の逆転を発見し，「逆転の事実には
毫も疑う余地はありません．しからば如何なる地質構造になっ
ているのか．未だ私はこの問題についてあまり考えておりませ
ん．ですから今はただ簡単に頭に浮かんだ事を少し書いてみま
しょう．私のような初学者の解釈は不十分の事は勿

も ち

論
ろ ん

ですから，
皆様が以上述べたデータで如何ようにでもお考え下さらんこと
を希望します．矢部［長

ひ さ

克
か つ

］先生は秋吉台を見てliegende 
Falten［独語，横臥褶曲］だと言いました．私も勿論この解釈
に賛成するのです」と述べて，南から北へほぼ水平に押し被せ
た横臥褶曲の断面図を示した（引用文はかなを現代風に改め
た）．彼は台地の周囲の地層も含む横臥褶曲を考えたが，後の
研究者は石灰岩体だけをナップと考えた．しかし，衝上面の位
置や衝上の向きの解釈は各人異なり（小林, 1950, p. 60; 河合, 
1970, I, p. 36-37），最近は 細片化された構造岩塊の集合体とす
る解釈もある（Sano and Kanmera, 1991）．
　そして，秋吉に続き飛騨山地（藤本, 1930），伊吹山（関, 
1939），霊仙（瀧本, 1936），大賀（張, 1939）等で衝上断層が報
告され，小林（1941, 1951）は自身の観察も含めてそれらを統
合し，西南日本内帯では古生代後期〜三畳紀の秋吉造山輪

り ん

廻
ね

の
後，ジュラ紀〜白亜紀前期の「大賀時階の佐川造山輪廻」によ
ってこれらの衝上が生じ，衝上の向きは基本的に北から南で，
そのフロントに沿って夜久野塩基性岩が貫入したとした．また，
西南日本外帯ではやや遅れて白亜紀中頃の「佐川時階の佐川造
山輪廻」により，特に四国で多数の衝上断層が形成されたとし
た．しかしその後，夜久野オフィオライトは古生代後期のナッ
プと判明し（石渡, 1989），私の論文を読んだ小林貞一先生から

「秋吉造山輪廻に関する火成活動が一段と解明され…興味深く
感じました…平成２歳暮　白貞居士」（当時89歳）という葉書
をいただいた．
　一方，北海道ではこの頃炭田調査が進み，石狩炭田では石炭
を含む新生代の地層の上にアンモナイトやイノセラムスを含む
中生代の地層が広く載っていることがわかり，これらが日高山
脈側から押し出したナップやクリッペであるとされ，さらに神

か む

居
い

古
こ

潭
た ん

変成岩や蛇紋岩からなるナップやクリッペも報告された
（Imai, 1926; Nagao, 1933; 大立目, 1941）．
　他方，ナップ説への反対も早くからあった．関東山地北東縁
部の一連のナップは藤本（1937）が発見し，澤秀雄や渡部景隆
と共に詳しく研究した．三波川変成岩やミカブ緑色岩に帰属不
明の花崗岩類，変成岩類，礫岩等が衝上したり，三波川やミカ
ブの下の地

じ

窓
ま ど

（window, Fenster）に秩父帯の堆積岩が現れたり
するが，杉山（1943），井尻ほか（1944），杉山ほか（1944）は
これに反対し，断層はなく一連整合であるか，または火成岩の
貫入によるものとし，この論争は戦後も続いた（藤本, 1951, p. 
63-65）．現在，跡倉と金勝山は十分な野外地質的・年代的根拠に
よりナップ（クリッペ）とされている（日本地質学会編, 2008）．

1. はじめに
　米国地質学会の情報誌GSA Today最新号の表紙と冒頭に，
ギリシャ・ペロポネソス半島のゼウス霊場は，古

こ

成
じょう

（古第三）
系暁

ぎょう

新
し ん

統にジュラ・白亜系が衝
しょう

上
じょう

するクリッペの上にあったと
いう文理融合研究の報告が載っている（Davis, 2017）．スイス
中部シュヴィッツ（Schwyz）州のヘルベチア帯北縁部の白亜
系にペンニン帯のジュラ系石灰岩が衝上するミューテン（ミー
テンMythen）クリッペもゲーテが感動した「神話の山」であ
り，米国モンタナ州ロッキー山脈の白亜系に先カンブリア系が
衝上する酋

しゅう

長
ちょう

（Chief）山クリッペ（現地語名はNinaistako）も
雷神が住む聖山だという．日本の山岳信仰の主な対象は富士山，
白
は く

山
さ ん

，御
お ん

嶽
た け

山
さ ん

等の火山だが，伊吹山や霊
りょう

仙
ぜ ん

等のクリッペも古来
信仰されてきた．
　地質学において，ナップ説（クリッペや衝上断層を含む）の
歴史は古く，付加体説はおろか地向斜説より前からあり，日本
でも20世紀前半に全国から衝上断層やナップ，クリッペ等が多
数報告され，それらを構造発達史に組み込んだ議論がなされて
いた．何事によらずルーツの把握は重要で，古い文献を読むと
現代の研究の盲点に気づくこともある．小論では日本のナップ
説の歴史を簡単に紹介し，若い研究者の参考に供したい．

2. アルプスのナップ説
　ほぼ水平な衝

しょう

上
じょう

断層（スラストthrust）をすべり面として，
その上を数kmから数10km移動した地層や岩塊をナップとよぶ

（英語・仏語nappe，独語Decke，衝上片，衝上体，衝上帯，衝
上地塊，横

お う

移
い

岩塊，thrust sheet等ともいう）．仏語の日常会話
でnappeは「テーブル掛け」のことで，広く平らに覆う物体を
言う．ナップを構成する地層は一般にその下盤側の地層より古
い時代のもので，ナップ内部の地層の上下が逆転していること
もあり，その場合は押

お

（推）し被
か ぶ

せ褶
しゅう

曲
きょく

（recumbent fold，横
お う

臥
が

褶曲ともいう）の下側の翼
よ く

が破断して形成されたと考えられ
る．ナップには元々押し被せ褶曲だったものが多いようで，ア
ルプスのオフィオライト・ナップにも逆転したものや褶曲の頭
が見えるものがある（Ishiwatari, 1985）．また，ナップが侵食
等によってその本体から切り離されたものをクリッペという

（断崖，絶壁の意）．これは独語のKlippe（複数はKlippen）で，
英語では小文字で書くが（複数はklippesも可），outlier（根無
し地塊）という語も使う．ただし，根（root, Wurzel, Heimat）
と連続していなくても，大きなものやクリッペの集合はナップ

（デッケ）という．なお，上述のミーテンは「Klippen-Decke」
に属するが，これはプレアルプスの東方延長に並ぶペンニン帯
起源のクリッペ群を指す固有名詞である．
　衝上現象はスイスのグラールス（Glarus）州（シュヴィッツ
州の東隣）のヘルベチア帯で1840年にArnold Escherにより発見
されたが，これを地域地質学的にきちんと記述したのは1870年
のAlbert Heim（ハイム）が最初である．Heimは南北両側から
押 し 被 せ 褶 曲 が 押 し 寄 せ た と 考 え た が，1887年 にMarcel 
Bertrand（ベルトラン）は１つのナップが南から北へ衝上した
という考えを発表した．1892年にEdward Suess（ジュース）が
Bertrandの考えを支持し，Heimも1903年にこの考えに同意した．
そして1905年以後，ナップ説に基づくアルプス全体の地質の体
系化が，地向斜から地背斜への転化の文脈としてEmile Argand

（アルガン）によって完成され（地向斜説），これに基づいて英
語によるアルプスの地質のわかりやすい教科書が出版され，日
本でも広く読まれた（Collet, 1927）．この段落は同書2版（1935）
のp. 19に基づくが，杉村（1987, p. 31）も参照されたい．

石渡　明（正会員）

日本ナップ説略史
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4. 日本戦後のナップ説
　1945年の終戦後，日本の太平洋側の堆積盆は「地向斜」では
なく「地単斜」であり，「地単斜帯では地史の上に特別な造山
期というものが認められず」，「日本では作用する力は偶力の状
で…大陸側から高水準に，太平洋側からは低水準に…反対に押
した形である」という考えを述べた日本地質学会会長もおり

（槇山, 1947），太平洋底の岩盤が日本列島に押し寄せ日本列島
下に衝

しょう

下
か

（underthrust, subduct）しているとする，プレート
テクトニクスを彷彿とさせるような「太平洋運動」の提唱もあ
ったが（江原, 1963），結果的にそれらは大きな影響力を持たな
かった（偶力とは，１つの物体に働く，大きさが同じで向きが
逆の一対の力で，２つの作用点を結ぶ方向と力の方向が一致し
ない場合を言い，物体に回転運動や剪断変形を生じる）．しか
し，日本各地の地質図作成の中で多数のナップやクリッペの発
見が続き（河合, 1970），次の飛躍の基礎となった．主な1/5万
地質図を北から挙げる：山部，大夕張，石狩金山，紅葉山**

（夕張岳衝上等），能代*，森岳*（能代衝上），羽後和田*，本荘*
（北由利衝上），酒田*（酒田衝上），寄居**（金勝山クリッペ），
清水*（糸静線則沢クリッペ），八尾，白木峰*，東茂住（横山衝
上），荒島岳（伊勢衝上），根尾（徳山衝上），彦根東部*（霊仙
クリッペ），御在所山*（竜ヶ岳クリッペ），神戸*（丸山衝上等），
若桜*（蛇紋岩），津山東部（美作衝上），蒲江*，延岡**，諸塚
山*，神門*，椎葉村**，村所**（延岡衝上）（出版年: 無印1953-
70, *1971-90, **1991-2010）．
　プレートテクトニクスが1970年代に確立され，海溝から日本
列島の下に延びる深発地震面やその発震機構，それに伴う地殻
変動等がその理論によって説明されるようになっても，地質研
究者がその理論を受け入れて，それによって日本の地質を説明
するようになるまでには，1980年代の「放散虫革命」（佐藤, 
1989; 武村, 2011）を経ねばならなかった．この革命によって，
日本列島全体が付加体のナップ構造からなり，衝上断層によっ
て古い付加体が上，新しい付加体が下に重なるという考えが十
分な野外地質と化石年代の根拠をもって確立され，1990年代以
後は地質研究者の間に広く受け入れられるようになった．
　なお，付加体・オフィオライトを限る衝上断層の様子や飛騨
ナップの問題については石渡ほか（1999）や石渡（2003a）を
参照されたい．そして，ナップ説の現状については，朝倉書店
の「 日 本 地 方 地 質 誌 」 全8巻 や ロ ン ド ン 地 質 学 会 のThe 
Geology of Japanを参照されたい（石渡ほか, 2016）．

5. おわりに
　最後に強調したいことは，上に述べたナップと押し被せ褶曲
の関係のように，断層と褶曲の間には常に密接な関係があり，
付加体のナップ構造も必ず大規模な褶曲を伴っているはずで，
さらには（衝上断層に限らず）地表付近の活断層も地下深部の
基盤岩の褶曲（基盤褶曲）と関連して発生しているはずだとい
うことである（藤田, 1983）．例えば，別所文吉によると，1891
年濃尾地震を起こした根尾谷断層は美濃帯（ジュラ紀付加体）
の背斜（アンチフォーム）軸に沿っている（石渡, 2003b）．今後
はこのような視点からの断層と褶曲の関係の解明を期待したい．

文献
張麗旭 （1939）地質学雑誌, 46, 294-295（演旨）. 
Collet, L.W. （1927） The Structure of the Alps. Edward Arnold 

& Co.（読んだのは1935年の第2版 304 p）.
Davis, G.H. （2017） GSA Today, 27（12）, 4-9 and cover. doi: 

10.1130/GSATG353A.1.
江原真伍 （1963）地学研究, 14, 109-117 （同誌, 15, 225-226に追

悼文と大橋良一による思い出, 337-344に別所文吉による評
伝がある）.

藤本治義 （1930）地質学雑誌, 37, 570-571 （演旨）.

藤本治義 （1937）東京博物学雑誌, 35（60）, 377-385.
藤本治義 （1951） 日本地方地質誌　関東地方. 朝倉書店. 315 p.
藤田和夫 （1983） 日本の山地形成論：地質学と地形学の間. 蒼樹

書房. 466 p.
井尻正二ほか （1944）東京科学博物館研究報告, 14, 1-9.
Imai, H. （1926） Geology of the Ishikari Coal-field, Hokkaido 

with special reference to an overthrust rock-sheet. 
Proceedings of the 3rd Pan-Pacific Science Congress, 
Tokyo. II, 1561-1571.

Ishiwatari, A. （1985） Alpine ophiolites: product of low-degree 
mantle melting in a Mesozoic transcurrent rift zone. 
Earth Planet. Sci. Lett., 76, 93-108.

石渡明 （1989） 地学雑誌，98, 290-303.
石渡明 （2003a）月刊地球, 25（12）, 898-906.
石渡明 （2003b）地質学雑誌, 109（5）, 299-302.
石渡明ほか （2016）日本地質学会News, 19（1）, 9-10.
石渡明ほか （1999）地質学雑誌，105（2）, III-IV.
河合正虎 （1970） 日本列島の生い立ちをさぐる（I, II）. ラテイ

ス刊. 224 p., 176 p.
Kobayashi, T. （1941） Jour. Fac. Sci., Imp. Univ. Tokyo, Sec. 2, 

5, 219-578.
小林貞一 （1950） 日本地方地質誌　中国地方. 朝倉書店. 249 p.
小林貞一 （1951） 日本地方地質誌　総論. 朝倉書店. 353 p.
小藤文次郎 （1910）震災予防調査会報告, 69, 1-15. 図版5.
槇山次郎 （1947）地質学雑誌, 53, 42-43.
Nagao, T. （1933） “Nappes” and “klippes” in central Hokkaido. 

Proceedings of the Imperial Academy, IX, 101-104.
日本地質学会編 （2008） 日本地方地質誌　関東地方. 朝倉書店. 

570 p.
大立目謙一郎 （1941）矢部教授還暦記念論文集, II, 973-988.
小澤儀明 （1923）地質学雑誌, 30, 227-243.
Sano, H. and Kanmera, K. （1991） Jour. Geol. Soc. Japan, 97, 

297-309.
佐藤正 （1989）応用地質, 30（3）, 153-162.
関武夫 （1939）矢部教授還暦記念論文集, I, 521-535.
杉村新 （1987） グローバルテクトニクス：地球変動学. 東京大学

出版会, 250 p.
杉山隆二 （1943）東京科学博物館研究報告, 7, 1-30.
杉山隆二・井尻正二・岩井四郎 （1944）東京科学博物館研究報

告, 14, 9-13.
竹村厚司 （2011）化石, 90, 67-69.
瀧本清 （1936）地球, 26, 1-11, 図版1.

（注） 本記事は，学会HPにも掲載しています．文献の詳細情報
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11-12_TOPICS.indd   12 18/02/22   15:11



13日本地質学会News　21（２）

★125周年記念事業実行委員会

創立125周年記念祝賀会のお申込について

　創立125周年が始まって2か月が経ち，これから3か月後には，
創立125周年を記念する式典などが開催されます．
　記念の催しは，以下の3部からなり，会場は東京都北区の「北
とぴあ」です．
・	記念講演会　10：30 〜 11：30（10：00開場）3Ｆ　つつじ
ホール

・	記念式典　　13：30 〜 16：00（13：00開場）3Ｆ　つつじ
ホール

・	記念祝賀会　16：30 〜 18：30（16：00開場）16Ｆ　東武
サロン　天覧の間

　このうち，記念講演会と記念式典は入場無料・事前申込不要
ですので，どなたでもご参加いただけます（ニュース誌1月号
参照）．プログラムは，確定次第お知らせ致します．
　今月は，記念祝賀会の申込についてご案内します．

創立125周年記念祝賀会
日時：2018年5月18日（金）16:30 〜 18:30（16:00開場）
会場：北とぴあ16階　東武サロン	天覧の間（東京都北区王子
1-11-1）
会費：5,000円

申込締切：2018年4月10日（火）（注）会場スペースの都合があ
りますので，できるだけ早めにお申込下さい．
祝賀会申込方法：
１）メール・FAX・郵送（銀行振込）
　参加者氏名，所属先，受領通知の返信先（住所or	FAX番号
orメールアドレス），を記入のうえ，下記までお申込下さい．
あわせて会費を下記振込先へご送金下さい．折り返し，受領通
知（兼当日用の受付票）をご返信します．
［申込先］日本地質学会創立125周年記念祝賀会受付係
　〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
　E-mail:	main@geosociety.jp	　	FAX:	03-5823-1156
［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
２）WEB申込フォーム（クレジット決済）
　学会HPの専用申込フォームへ必要事項をご記入のうえ，お
申し込み下さい．お支払い方法は，クレジット決済のみとなり
ます．詳しくは，http://www.geosociety.jp

委 員 会 だ よ り

第8回惑星地球フォトコンテスト ジオ鉄賞：
「あまちゃんの歌が聞こえる」

写真：吉村　誠（奈良県）
撮影場所：岩手県下閉伊郡普代村　レストハウスうしお敷地内（2016年5月撮影）

撮影者より：ゴールデンウィークにみちのく旅行に出かけました．NHKの朝ドラ「あまちゃん」に出てきた美しいリアス式海
岸と，三陸鉄道北リアス線を一緒に撮影したいと国道45号線を宮古から八戸にかけて，北上しました．三陸鉄道大沢橋梁を通
った時に，テレビで見た光景が目に入り，ここで撮影する事にしました．場所をお借りした“レストハウスうしお”さんから
は北リアスの絶景が望め，観光列車が一時停止するそのタイミングでショットしました（お店でいただいた“名物ウニ丼”も
絶品でした）．東日本大震災で被災したこのエリアも無事に復旧していました．これからも，この景観を見られるように環境
を保存してきたいものです．

解　説：三陸鉄道の南北リアス線は「リアス」の名を冠するものの，北リアス線の走る宮古以北はリアス海岸（沈水海岸）で
はなく海成段丘（隆起海岸）が広がっています（リアス海岸は宮古以南．南リアス線で展望可能）．写真は太平洋の絶景区間
で知られる北リアス線白井海岸〜堀内間．水平線の向こうに真っ平らな三崎半島の海	成段丘が見えます．沿線の海成段丘直
下の花崗岩に架橋された大沢橋梁（1974年完成）は，国鉄時代に橋梁技術開発を目的に建設された我が国初の逆ランガーアー
チ橋で，谷に対して天を仰ぐアーチは津波に対する安全性も考慮された構造です．三陸鉄道のシンボルカラー赤青白を纏った
オリジナル36形とラッピングの連結車両が，三陸沿岸の立夏の爽やかなジオ鉄風景を引き立てています．（藤田勝代＠深田研
ジオ鉄普及委員会）

※「ジオ鉄賞」：惑星地球フォトコンテストでは，深田研ジオ鉄普及委員会より後援を受け，「ジオ鉄」賞を設けています．鉄
道と地球の姿を組み合わせた優れた「ジオ鉄」作品を表彰しています．

表紙紹介
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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〜」（第3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
変動に関する最新の知見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．
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：2018年3月17日（土）13:00 〜 18:00　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（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，事前申込不要
懇親会：会費 3,000円（当日払）
　＊懇親会のみ事前申込必要，締切：3月10日（土）
申込は，Eメールで（kanto[at]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）
プログラムおよび講演仮タイトル
12:30 〜受付
司会　関東支部幹事　山本伸次
13:00 〜 13:05　開会挨拶　横浜国立大学大学院都市イノベーシ

ョン研究院長/都市科学部長　佐土原聡教授
13:05 〜 13:45　JAMSTEC中･高緯度気候変動予測チームリー

ダー　野中正見（海洋物理学・気象学）「気候変動の季節
予測とその応用」

13:45 〜 14:15　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）「太陽活動の気候影響  
〜数十日スケールから千年スケールまで〜」

14:15 〜 14:45　国立極地研究所気水圏研究グループ・グループ
長　本山秀明教授（雪氷水文学）「極域のアイスコアから
明らかになってきた過去の気候・環境変動」

14:45 〜 15:15　横浜国立大学大学院環境情報研究院　間嶋隆一
教授（地質学，層位・古生物学）「三浦半島の第四系前弧
海盆堆積物を基に気候変動を解析する」

15:15 〜 15:30　休憩
15:30 〜 16:00　横浜国立大学大学院教育学研究科　筆保弘徳准

教授（気象学）「世界初！台風ハザードマップの開発」
16:00 〜 16:30　東京農工大学　石川芳治名誉教授・前砂防学会

会長（砂防学，森林科学）「気候変動と土砂災害」
16:30 〜 17:00　慶応義塾大学大学院政策・メディア研究科　

Rajib SHAW教 授（ 防 災 科 学 ）「Local adaptation and 
risk reduction: Need for demand driven innovation」

17:00 〜 17:30　東京工業大学地球生命研究所　丸山茂徳特命教
授（地質学，地球生命科学）「21世紀の気候変動予測」

17:30 〜 17:45　総合討論

17:45 〜 17:50　閉会の挨拶　関東支部長　有馬眞
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年度総会・地質技術伝承講演会開催のお知らせ
　関東支部では，下記のように支部総会及び地質技術伝承講演
会を開催いたします．
日時：2018年4月21日（土）　14:00 〜 16:45
場所：北とぴあ　7階　第2研修室（東京都北区王子1丁目11-1）
　　　JR京浜東北線王子駅北口　徒歩2分

プログラム
13:30　受付開始
14:00 〜 15:40　地質技術伝承講演会　
共催：（一社）関東地質調査業協会
講師：山根　誠氏（応用地質株式会社 技術本部　技師長）
演題：「ノンテクトニック構造　−地すべり粘土と流入粘土−」
参加費：無料，どなたでも参加できます．CPD単位取得可能（1.5）
申し込み方法：公開中のジオ・スクーリングネットによる登録ま
たは学会へのFAX，下記担当幹事へのe-mailにて受け付けます．
1）ジオ・スクーリングネット<https://www.geo-schooling.jp/>
2）関東支部幹事　加藤　潔（駒澤大学　kiyoshi.katoh@gmail.com）
3）日本地質学会関東支部気付　関東支部　FAX:03-5823-1156
15:50 〜 16:45　関東支部総会　
1）支部功労賞授与式
2）2017年度　活動報告・会計報告
3）2018年度　活動方針・予算報告
＊関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状をお願いします．
委任状送付締切：4月20日（金）午後6時
委任状送付方法：
○郵送またはFAXの場合は下記にお送りください．
〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15　井桁ビル6F
日本地質学会事務局気付　関東支部事務局　FAX:03-5823-1156
○E-mail送付の場合
関東支部のメールアドレス（kanto@geosociety.jp）へ委任状を
ご返信下さい．
メールによる委任状の締切は4月20日（金）午後6時までです．

関東支部総会委任状

　2018年4月21日（土）開催の日本地質学会関東支部総会に出
席できませんので，当日一切の議決権を　　　　　　　君（又
は，議長）に委任します（空欄の場合は議長とします）．

2018年　　　月　　　日
住所：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
氏名：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

支部コーナー
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はじめに
　2017年11月8日に千葉県で開催された石油技術協会特別見学
会（地質編）に参加した．これは石油技術協会がアウトリーチ
活動として毎年2回，地質編と物探編に分けて開催している見
学会である．今回は地質編で，「南関東ガス田における水溶性
天然ガス・ヨウ素の生産施設と上総層群の代表的な地層（ター
ビダイト砂岩層など）の現場見学会」というテーマで行われた．
南関東ガス田は，千葉県を中心に茨城，埼玉，神奈川，東京に
またがって広がっている．今回の見学会ではこの南関東ガス田
に関係する天然ガス・ヨウ素の生産施設や地層を巡った．参加
者は35名でその3分の2ほどが学生であり，遠くは秋田や新潟か
ら参加している方もいた（写真1）．一般の方では資源系の会社
の方が多かった．案内者は産業技術総合研究所の徳橋秀一氏，
関東天然瓦斯開発（株）の岩本広志氏，池田秀史氏であった．
当日は小雨が降ったり止んだりを繰り返す不安定な天気だった
が予定通りの日程で行われた．

見学地
St-1　株式会社合同資源千葉事業所
　最初の見学地へ向かうバスの中では第二次大戦中に制作され
たという千葉県の天然ガスについて紹介するビデオが上映され
た．70年以上前の映像が残されていることに驚き，千葉県での
天然ガス事業の歴史の深さを知ることが出来た．
　最初の見学地である株式会社合同資源は天然ガスとヨウ素の
生産を行っている企業だ．まず会社の説明などを受け，その後
事業所内の見学を行った．最初にかん水のくみ上げを行う井戸
やかん水と天然ガスの分離を行う施設の見学をした．セパレー
ターで分離されたかん水を触ったり飲んだりしてもよいとのこ
とだったので，なめてみることにしたが，かん水は地層中の海
水であるのでほんのり塩辛かった．続いて，ヨウ素を生産する
施設を見学しながらかん水中のヨウ素を取り出す方法の説明な
どを受けた．
　ヨウ素についてこれまで特に興味を持ったこともなかったの

でこのように，天然ガスと一緒に生産されている地下資源であ
ることさえも初めて知った．また，ヨウ素といわれてもうがい
薬や傷薬くらいしか用途を思いつかなかったが，医薬品以外に
も液晶関連の製品に利用されているそうである．普段意識する
ことは少ないがヨウ素が私たちの生活で重要な役割を担ってい
ると感じた．

St-2　瑞沢川西門橋　天然ガスの自然湧出現場
　2か所目の見学地では川面で見られる天然ガスの自然湧出現
象の観察を行った．一見すると何も特徴が無い川だがよく見る
とあちこちから泡がぷくぷくと湧き出ている．これは天然ガス
が湧出しているためである．特に岩の割れ目から出ていること
が観察され，水がないところでも岩の割れ目でガスの濃度を測
定すると高い濃度を示していた．空気より軽く，無色，無臭で
あるという天然ガスの性質が良く分かる見学地であった．

St-3　いすみ市文化とスポーツの森
　お昼休憩を道の駅で済ませた後，午後の最初は露頭の観察だ
った．南関東ガス田の中でも千葉県にあたる地域では上総層群
から天然ガスが産出する．ここでは，この上総層群の大田代層
の観察を行った．観察の際には，案内者の岩本さんから粒度表
が参加者に配られた．とても見やすく，観察の際に役立った．
露頭では砂岩と泥岩の互層が観察できる．砂岩は主にタービダ
イト性の堆積物で短時間に堆積したものであると説明があっ
た．タービダイト砂岩層中にはコンボリュート構造やリップル
葉理（写真2）なども観察できた．また，この露頭ではいくつ

かの火山灰層も確認でき，“ゴマボーズ”や“クロボーズ”な
どのニックネームがついている．火山灰の特徴を捉えたニック
ネームなので番号で説明されるよりも直感的に分かりやすく感
じた．
　ここの露頭で特に面白いと感じたことはデブライト層からタ
ービダイト層への側方変化を観察できることである．ここの見
学地は高台にあるグラウンド脇の崖と高台へ上る道路沿いで地
層の観察ができる．グラウンド脇では層厚60cmほどのデブラ
イト層が見られ，古流行と平行な方向には層厚は安定でデブリ
が多く含まれている．ところが古流行と直行する方向に相当す
る，高台へ上がる道路沿いでは層厚20cm程度になりデブリが
含まれていないタービダイト層へ変化していた．わずかな距離
しか離れていないにも拘らずここまではっきりと変化すること
に驚いた．

St-4　大多喜町天然ガス記念館

平成29年石油技術協会特別見学会(地質編)
参加報告

長谷川大輔
（茨城大学大学院理工学研究科理学専攻
地球環境科学コース博士前期課程1年）

院生コーナー

写真1　株式会社合同資源千葉事業所での集合写真
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定価400円
（会員頒価300円）

地質リーフレットたんけんシリーズ5

荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみよう
あらかわ きざ まど

編集：日本地質学会長瀞たんけんマップ編集委員会

　　　（高木秀雄・本間岳史・露木和男）

発行：一般社団法人日本地質学会

A2版 8折　両面フルカラー印刷 

「ジオパーク秩父」の重要なジオサイトのひとつ長瀞のたんけんマップができました

　大多喜町は水溶性天然ガスが千葉県内で初めて発見された地
であり，天然ガス事業を日本で最初に事業化した関東天然瓦斯
開発（株）の発祥地でもある．記念館はいすみ鉄道大多喜駅前
にあり，記念館の前にはガス灯が設置されていてレトロな雰囲
気となっていた．この大多喜町天然ガス記念館では天然ガスや
ヨウ素の歴史や特徴，掘削技術などがパネルや模型，ジオラマ
などを用いて紹介されている．房総の地下構造や，天然ガスの
掘削から供給までどのように行われているのか分かりやすく展
示してあった．

St-5　大多喜町沢山林道
　最後の見学地は大多喜町の沢山林道である．ここでは上総層
群梅ヶ瀬層の観察を行った．梅ヶ瀬層はSt-3で見学した大田代
層の上位に位置する地層である．大田代層と同様にタービダイ
ト砂岩と泥岩の互層である．ただし大田代層に比べるとタービ
ダイト砂岩が優勢であり，層厚も大田代層ではほとんどが数十
cmであったのに対し，梅ヶ瀬層では1m以上の厚い塊状の砂岩
が多かった．砂岩層中には火炎構造（写真3）や水抜け構造の
一種と考えられる皿状構造などが観察できた．また厚層理ター
ビダイト砂岩の基底部にブロック状の砂岩層がみられるところ
もあった．これは海底付近のタービダイト砂岩層がハイドレー
ト化によって固体化していたため上位のタービダイト層に削ら
れたときに分解せず固体で残ったという解釈も紹介された．こ
の様な変形構造は初めて目にしたので興味深く感じた．

感想
　私は房総半島南端に分布する鮮新統-更新統の千倉層群を対
象に有孔虫化石を用いた研究に取り組んでいる．今回の見学地
と研究地域が直接重なっているわけではないが，同じ房総地域

についてより知識を深めたいと考えて参加した．また最近は実
験室での作業が多くフィールドに出ることが少なかったので，
この見学会は現場で学べる良い機会だとも思っていた．見学会
では資源と地質の両方について様々なものを見ることが出来て
勉強になった．特に印象に残っているのは天然ガスの自然湧出
現場である．この場所の様に目の前で出ている現場は初めて見
た．まさに天然の資源であることを実感した．また，地質とい
う面では2か所の露頭を見学したが，タービダイト砂岩層やそ
の中に見られる様々な堆積構造を実際に見ることが出来て良か
った．教科書や資料で勉強したことも現場で本物を見ることで，
より理解が深まると感じた．今後もこの様な機会があれば積極
的に参加したい．
　この石油技術協会の地質編の見学会は千葉県で毎年11月に開
催され，見学地も隔年で変わるそうだ．初心者から上級者まで
楽しめる見学会なので房総の地層や天然資源に興味のある方は
ぜひ参加してみてはいかがだろうか．
　最後になりましたが今回の見学会を開催してくださった石油
技術協会の皆様，見学地でサポートをしていただいた株式会社
合同資源，関東瓦斯開発株式会社の関係者の皆様，そして案内
者であった徳橋氏，岩本氏，池田氏に感謝申し上げます．

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（左）　St-3で砂
岩中にみられたリッ
プル
写真3（右）　St-5で砂
岩中にみられた火炎
構造
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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  最終受付

　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
2018.2～

　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
■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
http://www.hitohaku.jp/
○明治大学危機管理研究センター第
40回定例研究会

「最新の建物ごとの地震被害想定法について」
2月18日（日）13:00 〜 16:30
会場：明治大学駿河台キャンパス（参加無料）
http://www.kisc.meiji.ac.jp/~crisishp/ja/
notification.html#20180126
○産技連地質地盤情報分科会講演会

「首都圏の地質地盤」
2月23日（金）13:00 〜 16:45
会場：北とぴあ　第1研修室
入場無料・参加申込不要
https://unit.aist.go.jp/rcpd/sgr/event/
images/2017/2017chishitusjiban-kouenkai2.pdf
○第207回地質汚染イブニングセミナ
ー
2月23日（金）18:30 〜 20:30
会場：北とぴあ　901会議室
講師：田村憲司（筑波大学生命環境系 教授）
テーマ：土壌層位と環境汚染（仮題）
http://www.npo-geopol.or.jp
○海上保安制度創設70周年記念海洋
情報シンポジウム
2月27日（火）14:00 〜 17:50
会場：全社協・灘尾ホール　新霞ヶ関ビル内
入場無料（事前登録制）
http://www1.kaiho.mlit.go.jp

■3 月　March
○ProjectA ミーティング in 五島列島
3月3日（土）〜 7日（水）
後援 五島市
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
ht tp : / /www.geo soc i e ty . j p /ou t l i n e/
content0025.html

○国際シンポジウム「積雪地域にお
ける複合災害と研究動向」
3月3日（土）10:00 〜 15:00
会場：アートホテル新潟駅前
主催：新潟大学災害・復興科学研究所
参加無料．事前申込不要．日英同時通訳付
www.nhdr.niigata-u.ac.jp/news/2018_
news/20180124.html
○第7回学生ヒマラヤ野外実習ツアー
3月4日（日）〜 18日（日）
場所：ネパールヒマラヤ、カリガンダキ河〜
ルンビニコース
HP: www.geocit ies . jp/gondwanainst/
geotours/Studentfieldex_index.htm
連絡先：ゴンドワナ地質環境研究所
吉田　勝<gondwana@oregano.ocn.ne.jp>
○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）
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/
★東北支部総会
3月17日（土）〜 18日（日）
場所：弘前大学理工学部1号館426号室
講演申込・懇親会参加申込締切：3月7日（水）
申 込 先：nemoto[at]hirosaki-u.ac.jp <http://
hirosaki-u.ac.jp>
○シンポジウム「浅層地盤・地質の
詳細構造解明に資する精密物理探査
の現状と課題」
3月20日（火）13:00 〜 17:10
主催：産総研地質情報研究部門
会場：産総研つくば中央 共用講堂
参加費無料，事前参加登録不要
https://unit .aist .go.jp/igg/geophy-rg/
symposium/

■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 〜 18:30
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
早期参加登録締切：5月8日（火）
http://www.jpgu.org/meeting_2018/

■6 月　July
○Crossing New Frontiers - Tephra 
Hunt in Transylvania
主 催：International Focus Group on 
Tephrochronology and Volcanology(INTAV)

（テフラ・火山国際研究グループ）
6月24日（日）〜 29日（金）
場所：ルーマニア
早期参加登録締切：4月20日（金）
http://www.bayceer.uni-bayreuth.de/
intav2018/
○地質学史懇話会
6月24日（日）13:30 〜 17:00
会場：北とぴあ 　803会議室
講演予定者：眞島英壽氏・柴田陽一氏
連絡先：矢島道子 pxi02070@nifty.com

■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）
https://www.jrias.or.jp/

■8 月　August
○AOM3;The Third Asian Ostracod 
Meeting
8月6日（月）〜 10日（金）
会場：しいのき迎賓館（石川県金沢市）
http://www.ostracoda.net/aom3/

■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
○国際ゴンドワナ研究連合（IAGR）
2018年会・第15回ゴンドワナからア
ジア国際シンポジウム
9月24日（月）〜 28日（金）
場所：中国西安市
主催：中国北西大学・IAGR
First circular: www.geocities.jp/gondwanainst/
s y m p o s i u m / I A G R 2 0 1 8 O n w a r d s /
FirstcircularIAGR2018
○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
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SMBCファイナンスサービス株式会社 

一般社団法人 日本地質学会 会 費 等 

1 8 4 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0

蕁03-5444-1533　〒108-6350　東京都港区三田3－5－27

（不備返却先） 
　SMBCファイナンスサービス㈱決済ビジネス事務部 

（金融機関へのお願い） 

－預金口座振替規定－　※ゆうちょ銀行払いは除く。 

ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。 

法人の場合は、ゆうちょ銀行へお届けの社名、代表者　役名、氏名を省略せずご記入ください。 
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ゆうちょ銀行 
お 届 け 印 

捨印 
ゆうちょ銀行を除く 

ゆうちょ銀行以外の銀行またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入して下さい。 

（金融機関用） 

SMBCファイナンスサービス株式会社 
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扱

店 日

附
印
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　ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140−8−28067
　40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方
は学会事務局までお問い合わせ下さい．No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

地　質　学　論　集
第 40 号　 中央構造線のネオテクトニクス—その意義と問題点—．岡田篤正ほか編，250pp., 1992年12月刊，会員頒価3,200円，

〒350円
第 41 号　 中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒300円　
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒350円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒350円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 45 号　 シーケンス層序学—新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒300円
第 47 号　日高地殻—マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒350円
第 48 号　 Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan—　岡田博有

ほか編，188pp.，1997年６月刊，会員頒価 2,100円，〒350円
第 49 号　21世紀を担う地質学．新妻信明ほか編，232pp.，1998年３月刊，会員頒価 2,500円，〒350円
第 50 号　 構造地質　特別号—21世紀の構造地質学にむけて—．狩野謙一ほか編，（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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