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一般社団法人日本地質学会第10回総会開催について

　第 10 回総会を下記の次第により開催いたします．なお，議案については，4 月 7 日の理事会において確定いたしますので，
とりあえず予定としてお知らせいたします．確定版は本誌 4 月号に掲載いたします．また，代議員には直接メールでご案内い
たします．

（日本地質学会　執行理事会）

2018年5月19日（土）13:30 ～ 15:30
会場　北とぴあ　第 2研修室（東京都北区王子 1-11-1）

総会議事次第
　１．議長選出
　２．開会
　３．議案（予定）
　　第１号議案　2017 年度事業報告・決算報告
　　第２号議案　代議員および理事選挙結果報告
　　第３号議案　2018 年度事業計画
　　第４号議案　2018 年度予算案
　　第５号議案　名誉会員の選出
　４．閉会

同日同会場にて下記の催しが予定されています．
第 9回惑星地球フォトコンテスト表彰式・展示会　時間：11:00 ～ 12:30
ミニシンポジウム「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」　（主催：日本地質学会ジオパーク支援委員会）　時間：17:30～ 20:00
※これらの情報は，学会ホームページ，メールマガジン等で随時お知らせ致します．

１． 定款 20 条により，本総会は役員ならびに代議員による総会となります．代議員には，総会開催通知とともに総会

に必要な資料等を別途お送りいたします．ご都合で欠席される方は，定款 28 条第 1項にもとづき，議決権行使書

および議決権の代理行使（委任状）などにより，総会に出席したものとして議決権を行使することができます．

２．正会員は，総会に陪席することができます．ただし，総会規則 12 条 3 項により，許可のない発言はできません．
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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

15th International 
Symposium on Mineral 
Exploration (ISME-XV)

第15回鉱物資源探査に関する国際シンポジウ
ム・探査工学部門委員会設立30周年記念大会
情報科学や環境科学，惑星科学を含む幅広い
分野の研究者を集め，資源探査・開発に関す
る最新かつ多角的な情報・意見交換を行いま
す．
日程：2018年11月26日（月）〜 27日（火）
場所：京都大学国際科学イノベーション棟
主催：一般社団法人資源・素材学会探査工学
部門委員会
協 賛： 一 般 社 団 法 人 資 源・ 素 材 学 会，
International Association for Mathematical 
Geosciences（IAMG），独立行政法人石油天
然ガス・金属鉱物資源機構（JOGMEC），国
立 研 究 開 発 法 人 海 洋 研 究 開 発 機 構

（JAMSTEC），国立研究開発法人産業技術総
合研究所（AIST），日本情報地質学会，特定
非 営 利 活 動 法 人 地 質 情 報 整 備 活 用 機 構

（GUPI），資源地質学会（SRG）
講演申込締切：4月30日（月）
詳 し く は，http://www.isme-detec.org/
ISMExv/

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

平成30年度
「深田野外調査助成」募集

　趣旨：公益財団法人深田地質研究所は，地
球科学を研究する若手研究者を支援するた
め，「助成・顕彰事業」の一環として1993年
以来「深田研究助成」を行ってきました．こ
の度，大学に在学中の学生に対して，野外調
査に関わる経費を助成するための「深田野外
調査助成」を，「深田研究助成」とは別枠で
新たに立ち上げることに致しました．この助
成は研究助成とは異なり，地球科学に関連す
る分野を学んでいる学生が実施する野外調査
に対する助成です．
応募者の資格：大学に在学中で，地質・地球
物理・環境・地盤・建設・エネルギー資源な

どの分野を専攻する，学部生，博士前期課程
（修士課程）及び博士後期課程の学生．
推薦者：推薦者は，応募者の研究を直接指導
している方に限ります．
助成対象：助成の対象は，国内における野外
調査（現場見学も含む）に関わる以下の旅
費・交通費等とし，1件15万円を上限としま
す．
①鉄道，航空，船，バスなどの運賃　②レン
タカー代，機器レンタル費　③燃料費，有料
道路料金　④宿泊費　⑤その他消耗品，保険
料など（3万円以内）
　応募者と野外調査を共に行う補助員等の旅
費・交通費にも適用できます．また複数の学
生が参加する場合には，学生の代表者が申請
してください．
　「深田研究助成」を受けることになった学
生は，「深田野外調査助成」の対象になりま
せん．
　当所は野外調査時の事故や傷害に対する責
任は負いません．必要と思われる保険等は各
自で掛けてください．
採択件数および金額：
イ．採択件数　20件程度
ロ．助成金の総額　300万円
提出期限：2018年4月30日（月）
提出および問い合わせ先：
申請書類提出先　e-mail: grant@fgi.or.jp
申請に関する問合せ先　〒113-0021　東京都
文京区本駒込2-13-12
公益財団法人　深田地質研究所　高木 孝枝
tel. 03-3944-8010　fax. 03-3944-5404
応 募 要 項 の 詳 細 は，http://www.fgi.
or.jp/?p=3889をご参照ください．

平成30年度（第59回）
東レ科学技術賞および東レ科学

技術研究助成の候補者推薦

１．東レ科学技術賞
候補者の対象：⑴学術上の業績が顕著な方⑵ 
学術上重要な発見をした方⑶効果が大きい重
要な発明をした方⑷技術上重要な問題を解決
して，技術の進歩に大きく貢献した方
科学技術賞：1件につき，賞状，金メダルお
よび賞金500万円（2件以内）
締切：平成30年10月10日（水）必着（学会締
切：8月31日）

２．東レ科学技術研究助成
候補者の対象：国内の研究機関において自ら
のアイディアで萌芽的研究に従事しており，
かつ今後の研究の成果が科学技術の進歩，発
展に貢献するところが大きいと考えられる若
手研究者（原則として推薦時45才以下）．本
助成が重要な研究費と位置づけられ，これに
より申請研究が格段に進展すると期待される
ことが要件．
申請の基となった研究が海外で行われていて
も差し支えありません．

研究助成金：総額1億3千万円．1件3千万円程
度まで10件程度とします．
締切：平成30年10月10日（水）必着（学会締
切：8月31日）

＊推薦をご希望の方は，上記学会締切までに
執行理事会宛に応募書類をお送り下さい．
＊各推薦書要旨は，ホームページからもダウ
ンロードできます（平成30年6月中旬から
可）．
http://www.toray-sf.or.jp
問い合わせ先
公益財団法人東レ科学振興会
〒103-0021
東京都中央区日本橋本石町3丁目3番16号
Tel：（03）6262-1655　Fax：（03）6262-1901
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紹　介

駿河湾の形成
島弧の大規模隆起と海水準上昇

柴　正博　著

東 海 大 学 出 版 部，2017年11月5日 発 行，
A5判上製406頁，定価3,000円+税，ISBN 
978-4-486-03737-8

　本書は，駿河湾の生い立ちをテーマにした
著者のライフワークの集大成であり，島弧–
海溝研究に新たな展望を拓く著作である．
　戦前の島弧–海溝研究の極大点はOtuka 
(1938) A geologic interpretation on the 
underground structure of the Sititô-Mariana 
island arc in the Pacific Oceanにある，と評
者は考えている．戦後の研究は上田・杉村

（1970）『弧状列島』，藤田（1973）『日本列島
の成立』，上田・杉村編（1973）『世界の変動
帯』，Hoshino（1975）Eustacy in Relation to 
Orogenic Stageをはじめ，巨大なひろがりを
みせた．そして，プレート沈み込み帯での造
構–火成活動の産物との性格づけは，今日で
はある種の飽和状態を迎えている．
　そこへ新たな展望を拓いたのが本書である．
その核心は「実際に自分の足で山を歩いて，
地層や岩石を手にとって調べた事実と，これ
まで多くの研究者があきらかにしてきた事実
や考えかたを参考にして，自身で組み上げた
仮説」（p. 13）にある．目次は次のとおり．
まえがき
第 １章　駿河湾という湾 −湾の地形と海水

準−

第 ２章　駿河湾の地形と海水−日本一深い湾
の自然−

第 ３章　三保半島の形成−安倍川の礫と駿河
湾の波がつくった砂嘴−

第 ４章　牧ノ原台地の形成−大井川の河原と
遠州灘の海岸段丘−

第 ５章　有度丘陵の形成−隆起した安倍川の
三角州−

第 ６章　小笠丘陵の形成−隆起した大井川の
三角州−

第 ７章　庵原丘陵の形成−隆起した富士川の
三角州−

第 ８章　駿河湾の形成−沈んだ陸地と隆起す
る海底−

第 ９章　掛川層群の地層と化石−地層の形成
と海水準変動−

第 10章　富士川谷の地層と褶曲−陸上で見ら
れる駿河湾の基盤−

第 11章　伊豆半島の地質と化石−伊豆半島は
南から来たか−

第 12章　静岡県の大地と赤石山脈−赤石山脈
は付加帯か−

第 13章　太平洋のギヨーと海水準上昇−白亜
紀に沈んだ島々と大陸−

第 14章　地震分布の実態−東海地震はいつ起
こる−

第 15章　まとめ−駿河湾の形成−
あとがき・引用文献・索引

　本書の特徴は，次の３点にまとめられる．
（1）精密な地質記載と実証的発達史
　本書には，赤石山地・伊豆半島〜西南日本
海溝の海陸の地質が精密に記載される．一例
として，掛川層群（第９章）を紹介する．
　掛川層群は化石を多産する鮮新–更新統で，
戦前から多くの碩学の研究対象となってき
た．単調な砂岩泥岩互相が主体をなすため，
層序区分は著しく困難であった．
　著者らの調査では300層以上の火山灰が追
跡され，詳細な層序区分が初めて確立され
た．その成果が集約された地質図は．テフラ
時間面で区分されたシーケンス層序が地図表
現され，理想的な新型地質図になっている．
　各章でも同様に，精密な地質記載にもとづ
いて，火山灰・化石年代，堆積相，砕屑物組
成，古環境・古生態，タフォノミー，ユース
タシー，造構運動などが多面的に解析され，
運動像復元の論理も明確である．このように
して，時代をさかのぼって描きだされる発達
史の信頼度はきわめて高い．
（2）島弧–海溝系研究の新段階
　本書では厖大なデータにもとづいて，島弧–
海溝系形成にかかわる地殻隆起と海水準上昇
が後期中新世（約1,100万年前）にはじまり，
前期〜中期更新世前半（180 〜 40万年前）の
時相をへて，中期更新世後半以降（30万年前
〜）に現在みられる海陸の大起伏地形ができ
あがったと結論される（図１）．
　島弧–海溝系は，これまで詳細な形成史が
未解明であったために，プレート沈み込み帯
における“準定常的存在”と考えられてき

た．ところが本書によって，地球史の最新期
にかぎって出現した“歴史的存在”であるこ
とが解明された．その結果，島弧–海溝系研究
は新しい段階を迎え，地質学はその形成メカ
ニズムを歴史的に解明できるようになった．
　欲をいえば，赤石山地〜西南日本海溝の構
造発達史断面が添えられていると，理解がい
っそう助けられるように思われる．
（3）専門書と入門書の融合
　本書は，最先端の専門書とわかりやすい入
門書を融合させた著書としても，みごとに仕
上がっている．誰にも親しみのある現在の海
岸と海水準から説きおこされ，専門用語はす
べて本書のなかに解説されている．基礎知識
がなくても，本書一冊で研究の最先端にたど
りつくことができる．
　著者は博物館学芸員として個人研究を，多
くの研究仲間や初学者と寝食をともにして団
体研究を続けてきた．そのなかで磨きあげら
れた卓抜した地質研究の力量と普及・教育の
センスが本書の土台になっている．
　上製本の大冊が廉価に抑えられ，洗練され
た215点の図・写真・表が要領よく配置され
ている．これらの配慮からも，著者の想い–

「若い研究者は....自分自身の仮説を導く態度
をもつべきである」が伝わってくる．
　地質学をこころざす若人，地質学・地学の
講義・授業を担当されている方々，日々地質
にたずさわっておられる多くのみなさまに，
一読をお薦めしたい．本書にでてくる地名に
ついてはデジタル地形図などで確認しながら
読みすすむと理解が深まり，“土地勘”も養
われる．

（矢野孝雄）

図1　駿河湾の形成プロセス．Sl-a〜 -dは各ス
テージの海水準，Sl-rは現海水準．
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日本の山と海岸
成り立ちから楽しむ自然景観

島津光夫　著

築地書館　2018年3月20日発行，253ペー
ジ， 本 体 価 格2400円+税，ISBN978-4-
8067-1552-8

　「この本は私なりにみた日本の自然景観の
紹介である．取り上げる対象は山と海岸にし
ぼった」と「はじめに」にある．長年地質調
査と研究教育に携わってきた著者による一般
向けの好著である．北海道から沖縄，南西諸
島にまで伸びる長大な日本列島の山々を踏破
し，それを基に山々と海岸について著者の足
跡が書かれている．日本の自然に関して啓蒙
的な見地から書かれている著書はたいへん多
い．一方で，日本の自然景観について，自分
の歩いた足跡を地質学の立場から解説したも
のはそれ程多いとはいえないであろう．冒頭
にも述べられているように，志賀重昂『日本
風景論』（1894）を初めとして，中野尊正・
小林国夫『日本の地形』（1959），地学団体研
究会『日本の自然』（1977）などがあるが，
その後，プレートテクトニクスの導入により
自然の地学的解釈が大きく変化した．ここに
本書刊行の大きな意義がある．
　著者は，1951年に東北大学岩鉱教室を卒業
後，同大学助手を経て工業技術院地質調査所
に勤務し，地質学の基本ともいうべき図幅を
公刊し，その後，新潟大学理学部で研究と教
育に携わってこられた．1991年春に退職した
後も新潟女子短期大学学長を務めつつ，30年
近い時期を専門の地質調査や各地の地質巡検
に参加されて，これまでにも多くの学術論文
の他に地質学や石の文化に関する著書を上梓
され，今年で92歳を迎えられた．
　本書の構成は「日本の山の景観と自然」，

「日本列島とまわりの海」との二つに大別さ
れて書かれているので，それぞれ１と２に分
けて紹介する．

１．日本の山の景観と自然
　ここでは，まず弧状列島としての日本，山
の自然と景観で，日本列島の地学的特徴が概
説され，ついで東北，フォッサマグナ地域，
中部地方，新潟県，北海道，西日本，渓谷・
峡谷の景観と続く．
　日本列島は古生代から第四紀までの間の長
い歴史の中で形成され，大小の火山，新第三
紀以降の激しい地殻変動によって現在の形と
なった．これらの山々の成り立ちを多くの写
真や地質図で分かり易く解説している．それ
らの解説内容は，著者自身の調査が裏付けと
なっているために，たいへん迫力のある内容
となっている．しかし，著者自身の経験はさ
りげなく書かれているが，その背景には大変
な苦労のあったことが偲ばれる．代表的な例
を示せば，戦後間もない1951年に東北大学で
南アルプスの調査を行ったことである．この
調査によって，それまでほとんど知られてい
なかった日本有数の山岳地帯の地質が明らか
になった．三波川帯，秩父帯，それに現在の
四万十帯，さらに領家帯まで含めた南アルプ
スの地質構造である（石井他，1953：1955）．
こういった貢献はあまり知られていないよう
に思われるので，巻末に文献を挙げておく．
　著者は，地質調査所時代には主として北上
山地の地質図幅の調査に携わり，「陸中野田」

「田老」「気仙沼」など，主に三陸海岸沿いの
地域を担当された．北上山地の主峰早池峰山
や母体地域の地質も調査・研究の対象になっ
た．海岸地域に関しては主として2で紹介す
る．
　その後，新潟大学に移籍されてから，学生
諸君とあの急峻な谷川岳の地質を明らかにし
たこと（赤松他，1967）も紹介されている．
また，フォッサマグナ地域を含めた上信越地
域の地質構造についての詳細な調査から，著
者自身の考えが詳しく述べられている．
　私の知る限りでは，著者の専門は古〜中生
代の岩石学・地質学とグリーンタフ地域の変
質であるが，膨大な第四紀火山に関しても写
真や地質図を挿入して詳細に語られている．
長谷川他（2010）による日本列島の火山とプ
レート運動の関係も興味ある紹介である．も
う少し詳述されても良かったと思われる．

２．日本列島とまわりの海
　後半では，日本海はどのようにしてできた
のか，海岸の自然と景観，地形と地質からみ
た日本の岩石海岸，オホーツク海側の海岸，
東日本の太平洋側の海岸，西日本の太平洋側
の海岸，西南日本の地質構造，南西諸島，瀬
戸内海の海岸，日本海側の海岸，東シナ海側
の海岸に分けられて，それぞれに関する記述
がある．
　日本海の成因に関連する記述は興味深い．
また，北海道，東北地方の海岸と，著者自身
で歩いたロシア沿海州の地質の類似なども興
味のある記述である．日本列島の海岸の70パ
ーセントを占める岩石海岸の多くの写真は迫
力ある見事なものである．日本と大陸との間

の文化交流についてもところどころに挿入さ
れている．また，7年前の東北地方太平洋沖
地震の直後も，調査地域だった大船渡や陸前
高田を訪れ，その被害の甚大さに言葉を失っ
たことも書かれている．
　たいへん良く書かれた本書のなかで，気に
なったのは，第四紀時代の日本の記述で，氷
河時代の区分がアルプスの氷河を起源とする
名称が紹介されているが，最近では海洋地質
の発展により，酸素同位体比による区分が用
いられているので，このことにも触れた方が
良かったのではないだろうか．また，巻末に
ある岩石の分類はやや簡単で，一般の人には
もっと詳しく説明された方が分かりやすいと
感じた．
　著者は既に多くの著書があり，中でも『日
本の石文化』（新人物往来社，2007）などに
も現れているように，岩石の文化的側面にも
造詣が深く，本書でも随所に「山岳信仰と宗
教」のコラムや景観と人間生活，国立公園，
国定公園，さらにジオパークに関する記述が
あり，本書の価値を高めている．
　本書を読んで，92歳を迎えられた著者の健
筆の秘訣は，健康はもとより飽くなき探求心
であると感じ，10歳も若い私への叱咤激励と
もなった．
　著者から，「自費出版のような形での出版」
と伺ったが，おそらく印税なしで，ほとんど
を買い取りで出来あがったのだろうか．活字
離れが原因だとはいえ，こういった貴重・か
つ啓蒙的な書物の出版がたいへん困難である
という現在の出版界の事情は何とかならない
ものかと切実に思う．著者，版元に直接注
文，あるいはアマゾンなどでも入手できるの
で，会員の皆さんにもぜひ一読を薦めるとと
もに，一般の方々へのお薦めもお願いした
い．

引用文献
赤松陽・河内洋佑・村松敏雄・島津光夫・田

村貢（1967）谷川連峰の地質（概報）地球
科学，21，1-6.

長谷川昭・中島淳一・内田直希・弘瀬冬樹・
北佐枝子・松澤暢（2010）日本列島下のス
ラブの三次元構造と地震活動，地学雑誌，
119，190-204.

石井清彦・植田良夫・島津光夫（1953）長野
県赤石山系の地質及び岩石，岩鉱，37．
123-130.

石井清彦・植田良夫・島津光夫（1955）長野
縣伊那地方の領家花崗岩および領家變成
岩，岩鉱，39,1-10.

（蟹澤聰史）
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　2017年8月に「鳥羽地域の地質」が刊行さ
れた．鳥羽地域は紀伊半島の東端に位置し，
西南日本外帯の三波川変成帯・秩父帯（秩父
北帯，秩父南帯）・黒瀬川帯・四万十帯北縁
部を含み，日本列島の中・古生代テクトニク
スを解明する上で重要な地域である．とくに
本地域では秩父帯と黒瀬川帯構成地質体が複
雑に入組んで分布することから，そのテクト
ニクスの解明が注目されてきた．また，発生
が予測される南海トラフ大地震などに対する
防災基盤情報としても本研究報告は重要であ
る．
　評者は2000年代中頃に，当時，大阪市立大
学大学院生であった都築　宏氏と共に，鳥羽
地域西部の秩父帯・黒瀬川帯の調査・研究を
行った．秩父北帯の北半部では放散虫化石の
産出が希少であり，黒瀬川帯構成岩類の小地
質体が秩父北帯中に現出するなど，地質図作
成が一筋縄には行かないという経験をした．
このことから，内野ほかが地質図幅「鳥羽」
をまとめあげた背景に相当な努力があったこ
とがうかがえる．今回刊行された研究報告に
関して，その要点を簡潔に紹介し，あわせて
地層区分及び地体区分のあり方に関して，若
干の問題点を指摘する．
　研究報告は，地質図幅「鳥羽」と報告書

（11章立て：1. 地形，2. 地質概説，3. 黒瀬川

古生界，4. 五十鈴層群，5. 今浦層及び松尾層
（浅海層），6. 的矢層群，7. 鷲嶺火成岩類（御
荷鉾緑色岩類），8. 宮川コンプレックス（三
波川結晶片岩），9. 第四系，10. 地質構造，
11. 応用地質，及び文献）で構成される．報
告書には多様な図類（計107図，うち野外写
真・薄片写真58図，ルートマップ13図を含
む）と2付図（柱状図作製ルートなど），9表，
及び5ページにわたる英文要約が含まれる．
　第1章：鳥羽地域の大略的な地形は，基盤
地質構造を反映している．本地域の大半は朝
熊山地，二見及び鳥羽丘陵からなり，東端は
伊勢湾及び太平洋と接する．朝熊山地は標高
300 〜 500m（最高峰：朝熊ヶ岳555m）程度
であり，丘陵と海岸との間に台地が発達す
る．海岸は隆起式であるが，リアス式海岸の
特徴をもつ．
　第2章：研究史，地質系統，地質構造の概
略及び「地体と層序単元の扱い」，「用語の定
義と記述方針」が記されている．総括図で
は，三波川帯・秩父帯北帯・黒瀬川帯・秩父
帯南帯・四万十帯の各地体における中・古生
代の岩石・地層群の分布状態や地質年代，及
び第四系が分かり易く図示されている．以下
に，本文記載（第3 〜 8章）に基づいて，各
地体の要点を記す．
　三波川帯には鷲嶺火成岩類（再定義）と宮
川コンプレックス（改称）が分布し，三波川
帯の南限は御荷鉾構造線である．鷲嶺火成岩
類の年代は，K-Ar年代から後期ジュラ紀と
考えられる．宮川コンプレックスの砕屑性ジ
ルコンのU-Pb年代から，陸源性砕屑岩の堆
積年代は後期白亜紀前半とみなされ，K-Ar
年代から付加年代も後期白亜紀前半と考えら
れる．
　秩父帯北帯には五十鈴層群（新称：ジュラ
紀付加体）に属する次の３つのコンプレック
スが分布する．逢坂峠コンプレックス（前期
ジュラ紀付加体．構造的最上位に位置する），
河内コンプレックス（中期ジュラ紀付加体．
北部に分布する），白木コンプレックス（改
称：中期ジュラ紀付加体．南部に分布し，構
造的最下位に位置する）．本帯の南限は，五
ヶ所-安楽島構造線で画される．本帯南縁部
の白木コンプレックス分布域中に黒瀬川古生
界（後記）が小規模に分布する．
　黒瀬川帯には黒瀬川古生界と五十鈴層群の
青峰コンプレックス（改称：前期ジュラ紀〜
後期ジュラ紀前半の付加体），及び前期白亜
紀浅海層の松尾層が分布する．黒瀬川帯の南
限は，恵利原−櫛ヶ峰断層である．黒瀬川古
生界は，畑茶屋超苦鉄質岩類（新称：超苦鉄
質岩と蛇紋岩メランジュ），久長層（新称：
デボン紀の緑色珪長質凝灰岩），湯舟層（新
称：整然相砕屑岩からなるペルム紀浅海層），
砥谷コンプレックス（改称：約200Maを示す
準片岩〜片岩．付加年代は後期ペルム紀）か
らなる．松尾層は砕屑岩からなり，領石型の
植物・貝化石を産する．1997年には“鳥羽
竜”と称される竜脚類恐竜化石が発掘され
た．

　秩父帯南帯には五十鈴層群の築地コンプレ
ックス（改称：中期ジュラ紀中頃〜後期ジュ
ラ紀前半の付加体）と中期ジュラ紀中頃〜前
期白亜紀前半の浅海層の今浦層（整然相砕屑
岩からなり，鳥巣式石灰岩を伴う）が分布す
る．秩父帯南帯の南限は，仏像構造線であ
る．
　四万十帯には的矢層群（後期白亜紀付加
体）が分布し，下位（南側）より，相差コン
プレックス（新称：カンパニアン期中頃〜後
半の付加体），国崎コンプレックス（新称：
サントニアン期中頃〜カンパニアン期中頃の
付加体），石鏡コンプレックス（新称：コニ
アシアン期初期の付加体）に区分される．
　第9章：下部更新統先志摩層（再定義：層
厚約10mで，海成粘土・シルト層と河成砂礫
層の互層），中部〜上部更新統の段丘堆積物

（高位，中位I，中位II，低位に4分），上部更
新統〜完新統の表層堆積物に区分される．
　第10章：本地域に発達する主要な断層・褶
曲は，その性状及び活動時期などからA 〜 G
の7種類に区分される．秩父帯・四万十帯の
覆瓦構造の断層（前期ジュラ紀〜後期白亜
紀）はAであり，三波川帯の大規模な横臥褶
曲（後期白亜紀以降）はDである．
　以上のように鳥羽図幅の学術的成果は，多
くのコンプレックスの年代決定，後期ペルム
紀浅海層の発見，地質構造の解明など，多岐
にわたる．さらに第11章の応用地質では，観
光資源として「恐竜化石発掘地点」や「天の
岩戸（恵利原の水穴）」なども記述されてお
り，本研究報告は多方面にわたって有用であ
る．
　さらに本研究報告で特筆すべき点は，大幅
な“地質体の整理”（層序単元名の再設定，
地層の統合など）がなされていることであ
る．ただし，秩父帯北帯・黒瀬川帯・秩父帯
南帯に分布するジュラ紀付加体を五十鈴層群
と一括し，5つのコンプレックスに区分した
こと，また，四万十帯の後期白亜紀付加体を
的矢層群とし，3つのコンプレックスに区分
したことには多少の問題がある．この地層区
分は，「コンプレックス」を公式岩相層序単
元である「層」と同等とみなし，上位の公式
岩相層序単元である「層群」に包括している
からである．中江　訓の主張（地質学論集，
第55号，2000年）では，「コンプレックス」
は岩相層序単元ではなく構造層序単元であ
り，「コンプレックス」を包括する高次単元
として「テレーン」を用いるのが妥当として
いる．
　もう一つの問題は，本研究報告における地
体が，伝統的に使用されてきた“地理的地
体”（特徴ある地質体あるいはその集合体の
分布する範囲）として扱われているため，テ
クトニクスが読みづらくなっている点であ
る．地体のもう一つの捉え方である“地質的
地体”（特徴ある地史を共有する地質体ある
いはその集合体そのもの）として地体をとら
え直すことも重要な課題である．

（八尾　昭）

内野隆之・中江　訓・中島　礼　著

地域地質研究報告
（5万分の 1地質図幅）
「鳥羽地域の地質」

新版地質図・
報告書類
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C A L E N DAR
2018.3～

　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
■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.ni igata-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/

★関東支部2018年度総会・地質技術
伝承講習会
4月21日（土）
場所：北とぴあ　第2研修室
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 〜 18:30
会場：北とぴあ（東京都北区王子1-11-1）
祝賀会申込締切：4月10日（火）
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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　2011年1月27-28日かけて準プリニー式噴火を行った霧島火山
新燃岳は，2017年10月11日に再び噴火活動を開始しました．こ
の噴火は10月16日まで続き，細粒砂からシルトサイズの粒子で
構成される比較的細粒な火山灰を噴出する活動を行いました．
その後しばらく噴火は発生しませんでしたが，2018年3月1日に
再び連続的に細粒な火山灰を噴出させる噴火を開始しました．
その後，消長があるものの火山灰の放出は続き，3月5日23時頃
からそれまでより噴煙高度が高くなり，より規模が大きい噴火
に移行しました．この噴火により，5日夜から6日の明け方頃ま
では火口から南東方向に，3月6日朝から夕方にかけては南から
南東方向に火山灰が降りました．そのため6日日中は，降灰域
にあたる鹿児島空港で午後発着の78便もの航空便が欠航とな
り，その影響で翌日も欠航や運航の乱れが続きました．空港に
はそれほど多くの量の降灰があったわけではないですが，侵入
路に火山灰を含む濃い噴煙がかかったため欠航となったようで
す．その後7日には降灰域は火口から主に西方向になりました
が，8日には山麓まで達するような顕著な降灰は停止しました．
しかし，9日15時58分に噴煙が火口上3200mに達する爆発的な
噴火が発生しました（表紙写真）．この後現在（3月20日）まで，
爆発的な噴火が散発的に発生しています．なお，この一連の爆
発的な噴火による大きな投出岩塊の飛散は，火口から1800m以
内に留まっています．

　5日からの噴火活動では，降灰のみならず溶岩の流出も認め
られました．新燃岳山頂の火口底に溶岩が流れ出たのは，衛星
からのSAR観測結果に基づくと，5日夜からで噴火の規模が大
きくなった時期にほぼ一致するようです．この溶岩は，報道等
による上空からの映像では，6日午前から確認されています．3
月9日0時11分には，溶岩の体積は約1300万m3に達し，2011年に
火口底に流出した溶岩とほぼ同じオーダの大きさとなりまし

（表紙）3月9日15時58分に発生した噴火の噴煙（鹿児島空港から撮影）
（文中）火口縁の溶岩のようす（3月9日17時2分，西方向から撮影）

2018年3月，霧島火山新燃岳の噴火
写真提供：アジア航測（株）
解説：及川輝樹（産業技術総合研究所）

た．9日10時10分頃には火口縁から溢れ出始めたのが山麓から
確認されています（文中写真）．その後も溶岩の流出は続き，3
月20日には火口縁から水平距離で約100 mの地点までその先端
が達しています．なお，今回の噴火の本質物の組成は2011年噴
火と変わらず，SiO2量が約58wt%の安山岩であることが，各機
関の分析結果から明らかにされています．
　今のところ2011年噴火と今回の噴火の総噴出量は桁として同
程度です．しかし，2011年は準プリニー式噴火による降下軽石
層の形成に引きつづいて火口底に溶岩を流出させましたが，今
回は降下軽石層の形成を欠いて溶岩が流出したことが前回と異
なります．そのため両者を比較検討することで噴火の多様性を
支配している様々な要因が明らかになることが期待されます．

参考文献
ア ジア航測株式会社「平成30年　霧島山（新燃岳）噴火（2018年

3月 ） 第 一 報 」http://www.ajiko.co.jp/article/detail/
ID5E1KJS4L9

防 災科学研究所「平成30年（2018年）3月新燃岳の噴火活動に
関するクライシスレスポンスサイト」　http://gisapps.bosai.
go.jp/nied-crs/2018-0003/index.html

気 象庁「火山に関する情報の発表状況　霧島山」　http://www.
data.jma.go.jp/svd/vois/data/tokyo/STOCK/volinfo/volinfo.
php

国 土地理院「平成30年（2018年）霧島山（新燃岳）の噴火に関
す る 対 応 」　http://www.gsi.go.jp/BOUSAI/h30kirishima-
index.htm

産 業技術総合研究所「新燃岳2018年」　https://www.gsj.jp/
hazards/volcano/kirishima/2018/index.html

東 京大学地震研究所「3月1日霧島山（新燃岳）噴火」　http://
www.eri.u-tokyo.ac.jp/2018/03/05/shinmoedake/

表 紙 紹 介
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★第9回惑星地球フォトコンテスト
入選作品展示会

日時：2018年4月28日（土）午後〜 5月12日（土）午前
場�所：銀座プロムナードギャラリー（中央区銀座4丁目　東銀

座地下歩道壁面）
http://www.photo.geosociety.jp/

表彰式

日程：2018年5月19日（土）11:00 〜 12:30（予定）
場所：北とぴあ第2研修室（東京都北区王子）
白尾元理審査委員長による講評を予定しています．
http://www.photo.geosociety.jp/

★街中ジオ散歩
2018年度地質の日記念兼日本地質学会125周年記念事業 
第7回街中ジオ散歩in Kawasaki

「多摩丘陵の100万年を歩く」徒歩見学会

　身近な地質とその地質に由来する地形について，それらを利
用してきた先人から現在の私たちまでの営みを，専門研究者の
案内で楽しく学ぼうという企画です．今回は,都心に比較的近い
場所で自然露頭が多く残っている川崎市の生田緑地公園を散策
し，多摩丘陵の構成層を観察します．公園内では，泥岩層，砂
礫層，火山灰層（テフラ層）が観察でき，これら地層を観察す
ることで，この地域がいつどのようにできたのか学ぶこができ
ます．また，公園内にある高台（枡形山）の展望台より関東平
野一円を眺め，武蔵野台地，多摩丘陵の成り立ちを学びます．
初夏の清々しい空気の中を，楽しく“ジオ散歩”したいと思い
ます．
主�催：一般社団法人日本地質学会，一般社団法人日本応用地質

学会
後援：川崎市教育委員会，一般社団法人東京都地質調査業協会
日時：2018年5月13日（日）9:45 〜 16:00小雨決行（予定）
見学場所：神奈川県川崎市多摩区生田緑地公園内
案内者：山崎晴雄氏（首都大学東京名誉教授），
　　　　増渕和夫氏（元かわさき宙と緑の科学館）
会�費：高校生以上・一般：2,000円，小・中学生：500円（保険

代，入場料含む）
（注）参加費は，当日現金をご持参ください．昼食は各自ご用

意下さい．
※�やや急な坂や足元の滑る場所が多くある，健脚の方向けのコ

ースです．
集�合場所・時間：かわさき宙と緑の科学館（生田緑地公園内）

前　9:45集合
見�学コース（予定）：10:00かわさき宙と緑の科学館見学（剥ぎ

取り試料，ボーリングコア）→科学館南側の露頭観察（飯室
層，ウワバミテフラ）→不整合の大露頭→昼食（科学館自由
観察）→科学館北側の露頭観察（飯室層中の化石，噴砂跡，
おし沼砂礫，立川ローム）→枡形山（地形観察）→崩壊地形
→横穴古墳→アシカ化石発見露頭前解散16時ごろ

募集人数：30名程度

対�象：小学生以上（主催団体の会員の申込も可）．ただし，小・
中学生の方は保護者の同伴をお願いします．また，本行事は
一般向け普及行事ですので，非会員の一般市民の参加を優先
します．定員を超えた場合，会員は若干名とさせていただき
ます．また，夫婦，友人など，グループでの参加希望の場合
は，それぞれの備考欄に代表者名を記入してください．グル
ープでの応募は，本人を含め最大4名までとします．

申�込受付期間：2018年3月31（土）〜 4月10日（火）（申込者多
数の場合は抽選を行います．結果は4月中に郵送で全員にお
知らせします）

申�込方法：学会HPの申込み専用フォームまたは，FAXにてお
申込み下さい．

【申込み専用フォーム】www.geosociety.jp/name/content0014.
html

【FAXの場合】記入事項1 〜 6をすべて記入願います．メール
等がない場合は“なし”とご記入下さい．�1．氏名，2．自
宅住所（郵便物を受け取れる住所），3．携帯等電話番号，4．
メールアドレス，5．生年月日，6．性別

（注）小・中学生の申込の際は，�1,�5,�6について保護者の情報も
明記して下さい．また，学生の方は学年のご記入をお願いし
ます。

申込・問い合わせ先：一般社団法人日本地質学会（担当　細矢）
電話：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156　
メール：main@geosociety.jp
HP：�http://www.geosociety.jp
＊�学会HPにて情報を更新いたします．そちらもあわせてご確

認下さい．

★その他
地質情報普及講座「深海から生まれた城
ヶ島」

主催：三浦半島活断層研究会
後援：日本地質学会・三浦市
日程：2018年5月20日（日）10:00 〜 15:00（小雨決行）
　火山活動と地震活動に焦点をあてて城ヶ島の自然を楽しみま
す．
　三浦半島最南端の城ヶ島は，風光明媚は観光地として知られ
ています．この自然豊かな城ヶ島には美しい風景や動物・植物
ばかりではなく，たくさんの変化に富んだ地形・地質を見るこ
とができます．炎が舞っているような火山灰の地層や複雑な断
層，深海に生活していた生物の痕跡，激しい火山爆発によって
もたらされた火山豆石やゴマ塩火山灰などなど．城ヶ島には，
三浦半島誕生の秘密がたくさん詰まっています．
募集人員：50名
注意：海岸の岩場を歩くので，履き慣れた靴でご参加下さい．
飲み物，弁当は各自持参．
参加費：500円（資料代，保険）
申込締切：5月10日（木）
申�込方法：往復はがきまたはe-mailにて，住所，氏名，電話番

号をご記入のうえ，下記までお申込下さい．
申込先：三浦半島活断層調査会　事務局（赤須邦夫方）
　〒249-0008　逗子市小坪5-16-11
　電話　0467-24-0935
　e-mail:�akasu@jcom.zaq.ne.jp

2018年の「地質の日」学会関連のイベントをご案内します．
イベントの情報は，学会HP< http://www.geosociety.jp>で
随時更新していますので，あわせてご覧下さい．
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★125周年記念事業実行委員会

創立125周年記念祝賀会
申込受付中です！

　記念式典（講演会，式典，祝賀会）への会員の皆様の出席を
お待ちしています．
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

★ジオパーク支援委員会

日本地質学会ミニシンポジウム
『日本地質学会のジオパークへの学術的貢献』
趣旨：�2015年にジオパークがユネスコの事業になった結果，ジ

オパークのあり方について，いくつかの課題がでてきま
した．その中で重要なものがジオパークにおける学術的
内容の担保があげられます．現在，日本には43のジオパ
ーク（内8つがユネスコジオパーク）がありますが，活
動の主体はそれぞれの地域の自治体になっています．こ
れらのジオパークの学術的内容の担保については，学会
が中心となって支援することが求められてくる可能性が
大きいものと考えられます．地質学会としてどんな貢献
ができるかについて，シンポジウムの開催し，今後の可
能性について検討します．地質学会員はじめ，ジオパー
ク関係者，ジオパークに関心のある皆様に多数ご参加い
ただき，意見交換したいと思います．

主催：日本地質学会ジオパーク支援委員会
日時：2018年5月19日（土）17:30 〜 20:00
場所：�北とぴあ　第2研修室（120名収容可）（東京都北区王子

1-11-1）
世話人：天野一男（ジオパーク支援委員会委員長）
　　　　平田大二（�日本地質学会ジオパーク担当理事）
プログラム
17:30-17:40� 趣旨説明−ジオパークへの学術支援−（天野一男：

地質学会ジオパーク支援委員長）
17:40-18:00� 日本ジオパークネットワークにおける学術支援

（平田大二：日本地質学会ジオパーク担当理事）
18:00-18:20� ユネスコジオパークに求められる学術支援（松原

典孝：山陰海岸ジオパーク・兵庫県立大学）
18:20-18:30� 休憩
18:30-18:50� 研究所による学術支援の可能性（斎藤　眞：産総

研地質調査総合センター）
18:50-19:10� 博物館による学術支援の可能性（竹之内　耕：糸

魚川ユネスコジオパーク・フォッサマグナミュー
ジアム）

19:10-19:30� 大学による学術支援の可能性（高木秀雄：早稲田
大学）

19:30-20:00� 総合討論

委 員 会 だ よ り
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最優秀賞：1点（賞金5万円）
「神の彫刻」白山健悦（青森県）

日本地質学会創立125周年記念賞：1点（賞金5万円）
「月に浮かぶ大瀬崎南火道」露木孝範（静岡県）

優秀賞：2点（賞金各2万円）
「混濁」小山悠太（長野県）
「異様な光景」長谷　洋（和歌山県）

ジオパーク賞：1点（賞金2万円）
「新燃岳」山田宏作（鹿児島県）

日本地質学会会長賞：1点（賞金1万円）
「ワディの河床」佐藤由理（大分県）

ジオ鉄賞：1点（賞金1万円）
「悠久の想い」門脇正晃（千葉県）

スマホ賞：1点（賞金5千円）
「時の流れ」石田英俊（高知県）

入選：5点（賞金各5千円）
「尖塔エギュー・ドゥ・ミディ」高木 嶺（東京都）

「昔　何もなかったころ」矢野根滋明（石川県）
「風吹く夜に」西　眞史（東京都）
「日が暮れる」高橋広太郎（福岡県）
「切り立った断崖」越智優心（神奈川県）

佳作：12点
「星空に吠える」堀内　勇（和歌山県）
「恐竜」島村直幸（福岡県）
「斜光に浮かぶ柱状節理」大谷　景（北海道）
「塩見岳の美岩」西出　琢（千葉県）
「断崖の記憶から来た人」曳地正刀（福島県）
「富士山型泥火山」木田敦男（福島県）
「蛇石の流れ」古屋　治（長野県）
「幽岩」三橋俊之（神奈川県）
「大地の迷路」黒田朋花（岐阜県）
「美しい宮崎の自然美」野村奈保美（福岡県）
「貌（かお）」若山拓也（岩手県）
「リアス海岸の恵み」久保田修（兵庫県）

第9回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月19日（土）11：00 〜 12：30
場所：北とぴあ　第2研修室（東京都北区王子）

第9回惑星地球フォトコンテスト審査結果（速報）

〜惑星地球フォトコンテストは、ジオフォト文化を代表する最高峰のコンテストです〜

　応募作品全590作品のうち，下記の作品が入選・佳作に選ばれました．作品紹介（画像，講評など）は学会
HPに掲載します．また次号ニュース誌4月号にも掲載予定です
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Vol. 27,  Issue 2（March）
［PICTORIAL］
1．Bathymetric imaging of protothrust zone along the 

Nankai Trough
Mikiya Yamashita, Seiichi Miura, Gregory F. Moore, Ayako 
Nakanishi, Shuichi Kodaira, Yoshiyuki Kaneda

海底地形データを用いた南海トラフにおけるプロトスラスト帯
イメージング
山下幹也，三浦誠一，Gregory F Moore，仲西理子，小平秀一，
金田義行
　地震発生帯である南海トラフにおいて，海底地形データと反
射法地震探査断面の比較によって，トラフ軸におけるプレート
境界断層先端の前縁断層とその周辺の微細変形構造を抽出し
た．南海トラフの高分解能海底地形データに赤色立体地形図法

（千葉ほか，2008）を適用することで，前縁断層のような大規
模な構造と微小な変形構造を同時に表現できるようになった．
これにより，南海トラフ全域で明瞭な前縁断層と変形構造を確
認するとともに，前縁断層から海側に発達する微小な変位を持
つせん断断層群（プロトスラスト帯）の一部が海底に線状に分
布していることが判明した．これらは高分解能反射法地震探査
で見られたプロトスラスト帯で見られた微小な断層の海底にお
ける位置と一致する．プロトスラスト帯は将来前縁断層に発達
する可能性がある場所であり，プレート境界地震の震源域南限
を推定するうえでの鍵となる．
Key Words：赤色立体地形図，プロトスラスト帯，南海トラ
フ，反射法地震探査

［RESEARCH ARTICLES］
2．U-Pb zircon ages of the Nakanogawa Group in the 

Hidaka Belt, northern Japan: Implications for its 
provenance and the protolith of the Hidaka metamorphic 
rocks.

Futoshi Nanayama, Yutaka Takahashi, Toru Yamasaki, Mitsuru 
Nakagawa, Hideki Iwano, Tohru Danhara, Takafumi Hirata

日高帯・中の川層群から得られたジルコンU-Pb年代：日高変
成岩類の起源と原岩に関する幾つかの制約条件
七山　太, 高橋　浩，山崎　徹，中川　充，岩野英樹，檀原　
徹，平田岳史
　日高帯・中の川層群の酸性凝灰岩2試料とタービダイト砂岩2
試料のジルコンU-Pb年代を測定し，その堆積年代とテクトニ
クスについて考察した．本層群の北部ユニットでは，タービダ
イト相基底の酸性凝灰岩から58 〜 57 Ma，最上部のタービダ

イト砂岩から56 〜 54 Ma，酸性凝灰岩から60 〜 56および69 〜
63 Maの年代値が得られたが，いずれの年代値も既存の放散虫
化石年代より有意に古い．よって，北部のタービダイト相の堆
積年代は58 Ma以降であり，その上限は化石年代から推定され
る48 Maが想定される．南部ユニットでは，タービダイト砂岩
1試料から58 〜 57 MaのジルコンU-Pb年代値が得られた．放散
虫化石年代も含めるとこのタービダイト相の堆積年代は66 〜
56 Maと推定され，57 Maに近いと考えられる．一方，日高変
成帯上部層は，中の川層群から側方漸移すると推定されている
ことから，その原岩は本層群と同じ堆積年代を持つと考えられ
る．
Key words：堆積年代，U-Pb年代，LA-ICP-MS，中の川層群，
日高帯，日高変成帯，暁新世，前期始新世，ジルコン

3．Newly discovered Late Cretaceous adakites in South 
Fujian Province: Implications for the late Mesozoic 
tectonic evolution of Southeast China

Xilin Zhao, Yang Jiang, Guangfu Xing, Minggang Yu, Jianren 
Mao, Shengyao Yu

福建省南部から新たに発見された後期白亜紀のアダカイト：南東
中国における後期中生代の地質構造進化に関する意義
　中国南東，福建省南部のYongchun深成岩は後期白亜紀のア
ダ カ イ ト 質 の 貫 入 岩 で あ り， 金 属 の 鉱 化 を 伴 っ て い る．
Yongchun深成岩は，この周辺地域の地質構造やマグマの進化
過程を理解し，それに伴う斑岩タイプ（鉱床）の堆積物の成因
を説明する上で重要である．深成岩の三試料から得られたジル
コンはLA-ICP-MSにより分析され，それらのウラン鉛年代は，
それぞれ，(99.50 ±0.87) Ma， (97.94 ±0.59) Ma， (99.65 ±0.92) 
Maであった．これらの年代はSifang，LuobolingおよびSukeng
深成岩類に類似しており，銅−鉛−亜鉛−マンガンの鉱化作用
とも関連している．この深成岩は高カリウムのカルクアルカリ
岩であり，アダカイト質（高Sr，低Y， Yb）の特徴を持ち，高
圧での地殻の融解を示唆している，この火成活動は，約一億年
前の古太平洋プレートの沈み込み角度や沈み込み速度の変化
と，それにともなう下部地殻の肥厚，に関係しているかもしれ
ない.
Key words：ウラン鉛年代，マントル物質，沈み込み，古太平
洋プレート，圧縮，下部地殻の肥厚

4．The tectonic boundary between the Okcheon and 
Taebaeksan basins, South Korea: A restraining bend of a 
continental transform fault between the South and North 
China Cratons

Hyeong Soo Kim, Jin-Han Ree, Keewook Yi

韓国，沃川盆地と太白盆地の間のテクニック境界：南・北中国
クラトンの間の大陸内トランスフォーム断層の屈曲
　沃川帯の沃川盆地と太白山盆地の間の地質学的関係は韓半島
の構造発達史の復元において重要な問題である．これまで２つ
の盆地の地層の境界は，明瞭な証拠のないまま，整合，不整合，
あるいは衝上断層と解釈されてきた．今回，ボンファジェ地域
の変形岩石の構造とマイクロファブリックを詳細に検討した結
果，2つの盆地の地層は衝上断層で境されていることを示唆す
る．砕屑性ジルコンのウラン−鉛年代と既存の地質学的知見に
基づくと，衝上断層は沃川盆地に沿った大陸トランスフォーム
断層の２つの断層セグメント間のリレー構造である．沃川盆地

Vol.27, Issue 1

　Islands Arcは，2016年より隔月出版となりまし
た．最新号のVol. 27, Issue 2 が2018年3月に発行さ
れました．学会ホームページから会員ログインす
ると全文がオンラインで無料閲覧できます．是非
ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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はペルム・トリアス紀の南・北中国クラトンの縫合時期に太白
山盆地に対して並置された.
Key words：沃川盆地，太白盆地，大陸内トランスフォーム断
層，韓半島

［REVIEW ARTICLE］
5．Cretaceous tectonic and biotic evolution on the Russian 

southeastern continental margin
Galina L. Kirillova

ロシア南東部大陸縁の白亜紀テクトニクスと生物相進化
　ロシア南東部大陸縁の白亜紀テクトニクスと動的な地質学的
背景について，最近の地質研究によって得られた情報をもとに
論議する．白亜紀の東アジア大陸縁の構造様式は全球的および
地域的な地質過程の影響下で形成された．ユーラシア，太平洋，
およびその他の関連するプレートの相互作用や再配置は，リフ
ティング，沈み込み，衝突，トランスフォーム断層，そして堆
積盆形成のようなプレート間の構造過程をもたらす．この地域
には大きく３つのタイプの堆積盆が認められる：(i) 剪断性要素
をもった主に海成の大陸縁堆積盆（サンジアン−中部アムール
堆積盆），(ii) 静的大陸縁堆積盆（ブレア，パルチザンスク，ラ
ズドルニー堆積盆），(iii)大陸内堆積盆（アムール−ゼヤ堆積
盆）．本地域の生物相進化を理解することにより，白亜紀のロ
シア南東部大陸縁における化石層序，動植物相変化，植物地理
の検証が可能になる．
Key words：生物相，白亜紀，フォーナ，フローラ，古地理，
ロシア南東部，大陸縁，テクトニクス

［RESEARCH ARTICLES］
6．Submarine slope?fan sedimentation in an ancient 

forearc related to contemporaneous magmatism: The 
Upper Cretaceous Izumi Group, southwestern Japan

Atsushi Noda, Daisuke Sato

火成活動に関連した前弧域海底斜面?海底扇状地の堆積作用：
西南日本の上部白亜系和泉層群
野田　篤，佐藤大介
　後期白亜紀における活動的島弧の前縁に堆積した和泉層群
は，珪長質な火山岩や深成岩の砕屑物を主体とし，前期〜後期
白亜紀の深成変成コンプレックス（領家コンプレックス）を不
整合に覆う．この和泉層群の堆積環境の復元と堆積年代の制約
を目的として，和泉層群基底部を貫くボーリングコア試料の堆
積相解析と挟在する凝灰岩に含まれるジルコン粒子のU-Pb年
代測定を実施した．コア観察による岩相組み合わせに基づき，
コア試料は下位より，1) 花崗閃緑岩との不整合直上の泥岩優勢
相，2) 凝灰質泥岩相，3) 凝灰岩相，4) 凝灰質砂岩泥岩相，5) 
砂岩泥岩相，6) 砂岩優勢相の6つのユニットからなる．このこ
とは，非火山砕屑性泥質堆積物を主体とする前弧斜面が火山砕
屑性砂質堆積物を主体とする海底扇状地へと変化したことを示
している．周辺地域に分布する火成岩類の既存放射年代と比較
すると， U-Pb年代の測定値（82.7 ±0.5 Ma）は当時の活動的な
火山フロントであった山陽帯の珪長質火山岩や火山砕屑岩の放
射年代と一致する．
Key words：海底扇状地，前弧堆積盆，火山弧，白亜紀，日本

7．Three ‐ dimensional texture of natural pseudotachylyte: 
Pseudotachylyte formation mechanism in hydrous 

accretionary complex
Yohei Hamada, Gaku Kimura, Jun Kameda, Asuka Yamaguchi, 
Mari Hamahashi, Rina Fukuchi, Yujin Kitamura, Shin'ya 
Okamoto

シュードタキライトの三次元構造解析：含水堆積物中におけるシ
ュードタキライトの形成過程
濵田洋平，木村　学，亀田　純，山口飛鳥，浜橋真理，福地里
菜，北村有迅，岡本伸也
　熔融起源のシュードタキライトは地震の直接的な証拠である．
しかし，プレート沈み込み帯などの堆積物中での地震は，間隙中
に含まれる多量の水のために摩擦発熱が生じにくく，シュードタ
キライトの形成が妨げられると考えられてきた．本研究では，四
万十帯・延岡衝上断層近傍に発達する堆積物中のシュードタキラ
イトについて，光学顕微鏡・電子顕微鏡に加えてX線コンピュー
タ断層撮影を用いた三次元的な観察を行い，その形成過程を議論
した．シュードタキライトに層構造は認められず，またシュード
タキライトの体積から，断層のすべり距離は数十センチ以内と見
積もられる．周囲の炭酸塩鉱物脈の産状は，断層運動時に水圧破
砕が生じたことを示しており，シュードタキライトはその水圧破
砕の後に生じていたことが明らかとなった．含水堆積物中でのシ
ュードタキライトの形成には，断層運動時の摩擦発熱による間隙
水圧の上昇を打ち消す作用として水圧破砕が有効に機能する必要
がある．
Key words：X線コンピュータ断層撮影(X線CT)，シュードタ
キライト，水圧破砕，断層動的すべり弱化，延岡衝上断層，プ
レート沈み込み帯

8．Petrotectonic setting of the provenance of Lower 
Siwalik sandstones of the Himalayan foreland basin, 
southeastern Kumaun Himalaya, India

Pradeep K. Goswami, Tanuja Deopa

インド・クマウン地方南東部ヒマラヤ前縁盆地に分布する下部シ
ワリク亜層群供給源の造溝場
　ヒマラヤ・クマウン地方南東部に分布する古第三系下部シワリ
ク亜層群の供給源の造溝場を特定するために，砂岩試料35点の薄
片を対象に詳細な岩石学的記載とモード解析を行った．砂岩試料
は，細粒〜粗粒（粒径0.14 〜 0.63 mm）で，低〜中程度に分級さ
れた，岩片を含むアレナイト〜グレイワッケである．試料は全て
QtFL（全石英−長石−岩片）図もしくはQmFLt（単晶質石英−
長石−岩片及び多晶質石英(図で分類でき，亜湿潤気候下におけ
る再生型の造山帯が起源であることを示す．砂岩試料の鉱物は単
晶質および多晶質の石英が豊富で，低変成度および高変成度の変
成岩片のほか，若干の長石（斜長石の比率低い）などを含む．こ
うした亜成熟な組成は，砂粒子が近傍の大ヒマラヤ山塊を主と
し，部分的にはテチス帯や小ヒマラヤ山塊に由来することを示唆
している．過去の研究により，砂岩組成のデータはパキスタン北
西部，インド北西部，クマウン地方南部，ネパール西部および南
東部に分布する下部シワリク亜層群でも得られている．それらと
本研究のデータを比較すると，下部シワリク亜層群堆積時にクマ
ウン地方南東部を流れていた河川は，他の地域と同様に大ヒマラ
ヤ山塊の大部分と，テチス帯および小ヒマラヤ山塊の一部を流域
に持っていたと考えられる．
Key words：供給源，堆積岩岩石学，岩石相，下部シワリク亜
層群，ヒマラヤ・クマウン地方

11-12_IslandArc.indd   12 18/03/26   10:28



13日本地質学会News　21（３）

はじめに
　私は構造地質・変動地形が専門で，普段の研究は沈み込み帯
の中でも特に日本海溝に注目し，連続変形を再現するアナログ
モデル実験と地形解析を行っている．今回，国際深海科学掘削
計画（IODP）の第 372次航海「ヒクランギ沈み込み帯におけ
るガスハイドレートが引き起こす地すべり及びスロースリップ
イベントの発生メカニズムの解明にむけた掘削コアの採取と検
層」にDownhole measurements/Physical propertiesとして参
加させていただいた（写真1）．航海はアメリカ船ジョイデス・
レゾリューション号で行われた．本航海は2017年11月26日から
2018年1月4日のスケジュールで実施され，続く375次航海とセ
ットでヒクランギ沈み込み帯の調査が行われる．私にとって初
めてのIODPであり，初めての海外での生活でもあった．実際
に乗船することが決まってからはとにかく英語を勉強しなけれ
ば，と思ったが結局そのような崇高な思いは果たされることな
く乗船日が来た．

出航から掘削サイトまで
　オーストラリアのフリーマントル港に到着すると，ジョイデ
スの隣には南極観測船しらせが停泊していた．しらせの方がジ
ョイデスより見た目1.5倍ほど大きく驚いた．我々の集合は11月
25日だったが，出航スケジュール調整から1日余裕があったた
め，サイエンティスト全員で町を散策することができた．その
際，しらせ乗船の方も多く見かけた．フリーマントルには醸造
所があり，夜はビールをしこたま飲んだ．
　我々の乗るジョイデスはしらせより先に出港した．本航海に
はニュージーランドまで約2週間のトランジットが含まれてい
た．私は基本的に飛行機が大嫌いだったが，この長いトランジ
ットのおかげで，短時間で超長距離を移動することができる飛
行機のありがたさに気が付くことができた．ライト兄弟ありが
とうこんな便利なものを発明してくれて．
　トランジット中は主にミーティングが行われた．本航海での
乗船研究者はハイドレート，海底地すべり，沈み込み帯の３つ
に専門が分かれていたので，それぞれの基本的なターゲットの
すり合わせが必要だった．ほかにも電気電子工学に関するワー
クショップが行われ，検層に使われるようなセンサー類の基礎
的な仕組み・組み立て方についてトレーニングを行うことがで
きた．トランジット中の息抜きに外を見ていると，昼はクジラ，
イルカ，サメなどを，また夜はふたご座流星群を見ることがで
きた．どれも偶然見られたものだったので， 写真を撮ることが
できなかった．

生活
　生活に関して，ジョイデスは非常に快適だった．食事は何を
食べてもおいしいし，ファミレスのようなドリンクバーがある
し（コーラ，スプライトなど炭酸もある），おやつ・ケーキは
食べ放題で，立派なジムやシアタールームも使えた．洗濯と部
屋のクリーニングは毎日して頂ける．インターネットが遅かっ
たのは海上の環境では仕方がないが，それでもほとんどのジャ

ーナルにアクセス可能な状況だったので，非常に便利だった．
　英語に関しては，多くの乗船員の方にお世話になった．聞き
取れているか不安だったので，毎回近くにいた人に内容を確認
していた．みんな親切だったので嫌がらずに教えてくださった．
冗談なんかが言えたらとも思う場面もあったが，英語圏同士で
も文化が違えば通じない冗談も多いらしく，単に英語さえでき
たら冗談を話せるようになるわけでもなさそうだった．
　日本の漫画のことは多く聞かれた．特にドラゴンボールとキ
ャプテン翼は人気が高かった．Sedimentologistのセバスチャン
さん は小さい時にクリリンと呼ばれていたということから，
ドラゴンボールのクリリンの名前の意味を聞かれた．クリクリ
坊 主 か ら だ と 思 う， と 答 え た ら， 一 緒 に い たPhysical 
Properties Specialist/Downhole Measurementsのダヴィデさ
ん から“My personal Kuririn”と彼の生まれたばかりのハゲ
チャビンの子供の写真を見せてもらえた．キャプテン翼は，翼
＝オリビエとキャラクター名が訳されているらしく，ドラゴン
ボールより会話に困難が生じた．必殺技は訳されていないこと
が判明し，スカイラブハリケーンの話で切り抜けることができ
た．

掘削
　本航海はLogging While Drilling（LWD）とよばれる掘削時
検層がメインで，コアのサンプリングはハイドレート性地すべ
りのサイトのみであった．
　ハイドレート性地すべりのサイトでは，コアが上がって来た
際にIRカメラで濃集したハイドレートを探す仕事をした．ハイ
ドレートは低温なので，IRカメラで温度を可視化することで簡
単に濃集した個所を探すことができる．コアが上がってくると
きは緊張感がある．コアキャッチャーとよばれる金属弁を外す
際，高まったガス圧でコアキャッチャーが砲弾のように飛んで
くる可能性があるので非常に危ない．なので，コアが上がって
くる際にはIRカメラ部隊（2名）はコアデッキの壁際に待機し，
他の人はデッキにはなるべくいないようにするという状態にな
っていた．無事にデッキまでコアが運ばれると，明瞭な低温領
域 を 探 し， マ ジ ッ ク で マ ー ク を し た． そ れ と 同 時 に
Geochemistryの人がガスのサンプリングを行った．コチーフ
とテクニシャンがマークを見てサンプリングしていくが，わず
かな時間でもガス圧でサンプルが膨張しマーキングした場所と
濃集箇所がずれていくため，サンプリングの直前にはもう一度
IRカメラで位置を確認してサンプリングを実施した（写真2）．
　LWDでの掘削時には，私は画像解析チームにいて，主にデ
ータ処理と報告書の作成を分担した．画像解析では，上がって
きた検層データの中でも比抵抗から得られた画像データを扱っ

IODP第 372次航海 ジョイデス乗船記

東京大学大学院　新領域創成科学研究科
自然環境学専攻

高下裕章（博士後期課程2年）

院生コーナー

写真1：参加者の集合写真．
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た（写真3）．Schlumberger社のソフトウェアTechlogを用いて
生データから静的・動的画像データに変換し，その後，孔壁の
地質構造（層理面や割れ目など）の走向・傾斜の記載を行った．
作業を通じて一通りの処理・表示方法・解釈の仕方を教わり非
常に勉強になった．また，ユニット分けの作業にも参加した． 

クリスマスと新年
　航海期間中にクリスマスと新年の2つのイベントが催された．
どちらもその日はスペシャルな料理が用意された．乗船直後カ
ンファレンスルームやラボもクリスマス仕様になっていた．有
志で合唱隊が組まれて，彼らは船内の様々な場所で練習してい
た．私は歌が苦手であるので参加しなかった．当日は合唱をは
じめ，朗読などさまざまな催し物が行われ，最後は乗船者たち
で持ち寄ったクリスマスプレゼントを交換した．プレゼントが
渡 さ れ る と き に はDownhole Tools Specialist/Physical 
Properties Specialistのグレッグさん 扮するサンタクロースと1
人ずつ写真撮影が行われた．私は日本茶を持って行って，アイ
マスクをもらった ．このようなアメリカ独特のイベントが催
されるたびに，アメリカ船に乗っているのだと実感した． 
　新年の年越しの時にもデッキでイベントが催された．ジョイ
デス号では年越しの瞬間に鐘をたたく習わしがあり，船内で最
年長と最年少の2人がその役を務める．最年長はグレッグさん
で，最年少は船員のキリヌス さんだった．グレッグさんはサ
ンタクロースも務めたので，今回の航海では非常に活躍されて
いた．またデッキにはミラーボールが登場し，派手なライトで
彩 ら れ た（ 写 真4）． 元 旦 は 早 起 き し て デ ッ キ でPhysical 
Properties Specialist/Downhole Measurementsのアンさんと
Physical Properties Specialistのマイケルさん と3人で初日の出
を見た．初日の出はこの世の終わりのように真っ赤で，その真
っ赤な空をアホウドリが何羽も旋回していて，とても奇妙な景
色だった．

下船
　下船時，我々は船内で入国手続きを行った．その際，「最も
長く滞在した国」の欄に困惑した．ジョイデスは，ちょうどス
ケジュール上オーストラリアとニュージーランドの領海にいた
期間は半々ぐらいだったためだ．隣にいたPhysical Properties 
Specialist/Downhole Measurementsのウマさんとこりゃ困っ
たなと話していたら，入管の人が来て「そこはEEZと書け」と
教えてくれて，なるほどなるほど…と無事手続きを済ませ，昼
にはクライストチャーチに降り立つことができた．昼間は各自
自由に行動した．私の場合は植物園に行き，そこから町の中に
延びる川沿いを散歩した．川沿いには2011年の地震で亡くなっ
た方々の慰霊碑が建てられていた．町の中には地震の跡が多く
残っていた．夜はロビーに集合し，外のレストランでずっとビ
ールを飲んで終わった．翌日，帰宅する日は朝から大雨で出か

けるのも大変だったので，みんなでホテルの1階にある喫茶店
で た む ろ し た．Physical Properties Specialist/Downhole 
Measurementsのマテオさんが悲しそうにしていたので聞くと，
毎日いたメンバーとバラバラになっていくので寂しいとのたま
った．Sedimentologistのモルガンさんがそれに同意し，場がし
んみりとした．ポストクルーズミーティングでの再会を楽しみ
に，昼にはオークランドまで同じ便であった3人のメンバーと
ともに帰路についた．

謝辞
　今回の乗船では，初めてのIODPだったため，乗船前，乗船
中，乗船後のすべての場面で様々な方々のお世話になりました．
この場を借りてお礼申し上げます．今回掲載した写真は
Timothy Fultonさんが撮影した写真を使わせていただきまし
た．

院生コーナー

左から，写真2：IRカメラでの作業の様子．セバスチャンさん．写真3：Downhole measurementsの作業中．左がダヴィデさん、右がベン
さん．写真4：年越しの様子．

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）

関東支部2018年度総会・
地質技術伝承講習会

2018年4月21日（土）
場所：北とぴあ　第2研修室

※関東支部会員の方で総会に欠席される方は委任状の
ご提出をお願いします．

委任状提出締切：4月20日（金）18時
詳しくは，ニュース誌2月号または
ホームページをご参照ください．

支部コーナー
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学　会　記　事

日本地質学会2017年度 
第3回理事会議事録

日　時：2017年12月2日（土）14:00-17:00
会　場：北とぴあ　901会議室
　　　　（東京都北区王子1-1）
出席�役員�理事（32名）：天野一男　安藤寿男　

市川八州夫　大藤　茂　岡田　誠　狩野
彰宏　川端清司　川辺文久　小宮　剛　
斎藤　眞　佐々木和彦　坂口有人　沢田　
健　菖蒲幸男　杉田律子　田村嘉之　辻
森　樹　内藤一樹　中澤�努　　仲谷英
夫　奈良正和　西　弘嗣　楡井　久　保
柳康一　平田大二　廣木義久　星�博幸　
松田達生　松田博貴　矢島道子　山田泰
広　渡部芳夫

監事（1名）：山本正司
事務局：橋辺菊恵
欠席�役員�理事（12名）：有馬�眞　井龍康文　

緒方信一　笠間友博　亀尾浩司　清川昌
一　澤口　隆　竹下�徹　田村芳彦　福
冨幹男　三田村宗樹　向山　栄　

監事（1名）：藤本光一郎
＊�成立要件：理事総数44名の過半数23名　本

日の出席者　32名で本理事会は成立．
＊�議決：出席者の過半数　17名
＊�開催にあたって書記2名を選出：川端・奈

良

報告事項

１．執行理事会報告（斎藤常務理事）
�・�斉藤常務理事より2017年度第4 〜第6回執

行理事会についての報告があった．
�・�関連して小宮理事より「こどもゆめ基金」

にともなうWeb教材企画の進行状況につ
いて報告があった．

�・�会員動向：前回理事会以降に逝去された正
会員3名の氏名が報告され，黙祷を捧げた．

２．理事及び委員会等報告
１）� 行事委員会（岡田理事）
�・�愛媛大会について，台風にともなう中止日

程があったにもかかわらず，763名の参加
があり黒字運営となったことの報告があっ
た．

�・�札幌大会は，会場及び宿舎の予約を勘案し
て平日となるが2018年9月5 〜 7日で開催
し，連携協定を結んでいる海外5学会（イ
ギリス，韓国，タイ，モンゴル，台湾）の
代表を招　いたシンポジウムを行うことな
どが報告された．小さなE.S.のつどいにつ
いては金曜開催を予定している．

�・�山口大会では，脇田会員を実行委員長，坂
口理事を事務局長とすること，宿舎予約の
都合と鉱物科学会との調整の必要から日曜
日開始の3日間の日程で調整中であること
が報告された．

２）� 地質学雑誌編集委員会（中澤理事）
�・�投稿数の変遷について，2006年の地質学論

集終了，2015年の巡検案内書組み入れ，
2016年の125周年特集号投稿開始といった
対処を施したものの投稿数は漸減を続け，
2017年の通常論文数は過去最低レベルに
あることが報告され，この状況に対して通
常論文投稿を促す必要が大きいこと，この
ままでは月刊誌としての維持が危機的と
なること，出版形態の変更の可能性も考慮
する段階かもしれない，との認識が示され
た．

�・�125周年特集号について編集状況が示さ
れ，とりまとめに遅れのみられる号の世話
人に対して一層のお願いをしている旨の
報告があった．

�・�アイランドアーク編集委員会（田村理事代
斎藤常務理事）：特集号や一般原稿の編集
状況が説明されるとともに，「Issue�1」を

「Free�sample� issue」としていた従来の制
度を改め，過去2年間に引用件数が高かっ
た論文の上位10編をオープンアクセス化
し，注目論文の宣伝，IFの向上，著者へ
のインセンティブとすることが報告され
た．

３）各賞選考委員会報告（星理事）�
�・�学会賞：1件，国際賞：3件，小澤賞・柵山

賞：3件，研究奨励賞：5件，論文賞：3件，
小藤文次郎賞：3件，学会表彰：1件の応募
があったこと，現時点では各賞の検討を開
始し，3月までに結果をとりまとめ，4月の
理事会で報告の予定であること，との報告
があった．研究奨励賞は若手が対象である
が，他学会に比して受賞者が少ない感じが
するとの意見があり，多くの推薦を欲しい
ということであった．

４）� 法務委員会報告（山路委員長代斎藤常
務理事）

�・�斉藤常務理事から，旅行業法の厳格な適用
がされている中，「法務委員会の委嘱によ
り，高木弁護士から観光庁と東京都に，旅
行業法の中での学会巡検の位置づけにつ
いて問い合わせをしていただき，現状の巡
検のように営利性がなければ（収支がトン
トン）旅行業法の適用外と見られる旨の回
答を得た」との報告があった．支部で実施
する巡検も同様である．なお，今後，高木
弁護士と法務委員会とで細部を詰めてい
く．

５）� 125周年記念事業実行委員会（矢島理事）
�・�2018年5月18日に記念式典，祝賀会を開催

すること，事業の進行・検討状況，記念式
典の検討状況，収支の状況，また学会に功
労のあった4個人，6団体を表彰する計画で
ある事などの報告があった．

６）� ジオパーク支援委員会（天野理事）
�・�あるジオパークにおける地質調査におい

てジオパーク関係者との間でトラブルが
生じたことや，世界ジオパークがユネスコ
の所掌となったことに伴い，学術的担保が
今まで以上に求められる様になったこと
等を受け，愛媛大会でのランチョンミーテ
ィング等で議論を重ね，ジオパークと研究

者とが，互いに助け合いつつ共存できる仕
組みを構築する方向で調整をする事にな
ったとの報告があった．ＪＧＮに自然（地
質）保護のＷＧが立ち上がっているので，
地質学会ジオパーク支援委員会からもメ
ンバーに入って検討に加わる（当面は天野
委員長）．

審議事項

１．山本副会長逝去に伴う件
�・�山本副会長が逝去されたが，定款32条に照

らすと理事や執行理事を補充する必要性
はない．副会長の補充については，代表理
事不在という事態ではないので，現体制で
乗り切りたいとの提案がなされ，了承され
た．

�・�代表理事に万一のことがあった場合に備
え，後任の序列をあらかじめ決めるなどの
案が出され今後の対応策の検討を継続す
ることとなった．

２．総会の日程について
�・�総会日程を2018年5月19日としたいとの提

案がなされ，了承された．
３．名誉会員推薦委員会委員の選出につい
て，理事会推薦委員1名の選出
�・�名誉会員推薦委員会の委員長を故山本副

会長から松田博貴理事に移譲する，との提
案がなされ，了承された．名誉会員推薦委
員会規則により下記の委員を選出し，全会
一致で承認された．
階層別委員4名（執行理事会の推薦）：
官公庁：加藤碵一，小中高教員:会田信行，
会社：足立勝治，大学：木村　学
職責委員（各支部長）7名：
竹下徹，柴正敏，有馬眞，大藤茂，三田村
宗樹，石塚英男，仲谷英夫
理事会推薦委員（1名）として西理事が選
出された．

４．創立125周年記念事業について
�・�矢島理事から，記念事業での4個人，6団体

の表彰について提案があり，了承された．
個人4名，団体6団体を記念式典に招待する
ことになる．

５．『地質学雑誌オープンファイル掲載細則』
の改正について
�・�中澤理事から，今後，動画や地理空間情報

などもオープンファイルに含められる様，
細則3を追加し，あわせて，関連する項目
や表現を修正することが提案され，了承さ
れた

６．2017年度事業経過報告・2018年度事業計
画骨子（案）
�・�渡部代表理事から，「2017年度事業経過報

告」ならびに「2018年度事業計画骨子
（案）」をあわせた説明があり，骨子（案）
として了承された．�

�・�125周年記念事業で支部活動も活発に行っ
て欲しいとの意見があった．�

�・�地質学雑誌欠号の可能性もあるので対応
策を考える必要がある，SNSサービス「ち
ーとも」の現況はどうか，「地震火山サマ
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ースクール」への支援形態はどうか，とい
った質問があり，これに対し「ちーとも」
の現状やサマースクールについての説明が
あった．�また2017年事業経過報告の中で
愛媛大会の際に台風により中止と記述され
ている市民講演会は，四国支部総会にあわ
せて12月17日に開催予定であることが紹介
された．
これらの意見をもとに4月の理事会に再提
案されて，総会に提案する最終案とする．

以上

2018年1月20日
一般社団法人日本地質学会
理事会議長　　　向山　栄
理事会副議長　佐々木和彦
代表理事：会長　渡部芳夫

（以下理事氏名省略）

2017年度第6回執行理事会議事録

期　日：2017年12月2日（土）10:30〜12：30
場　所：北とぴあ901会議室
出席�者：渡部会長　松田副会長　齋藤常務理

事　安藤　岡田　小宮　坂口　杉田　内
藤　辻森　西　中澤　平田　廣木　山田　

（事務局）橋辺　
欠席�者（委任状提出あり）：田村，緒方
＊�定足数（12，委任状含む）に対し，出席者

16名，委任状1名，合計17名の出席．�
＊�前回議事録の承認

Ⅰ　審議事項

１．巡検と旅行業法に関して（法務委員会　
山路，斎藤）�
　山路法務委員長から，巡検実施における旅
行業法との関係について高木顧問弁護士に質
問し，高木弁護士から関係官庁に確認をとっ
てもらった．その結果を検討し，案内者の経
費（旅費，宿泊費）を参加費で賄うこと，参
加者が最少催行人員より多い場合にでる余剰
の扱い，案内者の謝金の扱いなどについて弁
護士に再確認することとした．
２．山本副会長逝去に伴う件
�・�現状では副会長の欠員補充規定がないこ

と，残任期間は松田副会長がカバーするこ
ととして，山本副会長の後任を補充しない
ことを理事会に提案する．

�・�会長，副会長に欠員が出た場合の規則整備
を総会までの課題とする．

３．三賞選考についての選考検討委員会委員
の選出1名
　千々和一豊会員（山口大教育）を選出し，
本人の承諾を得たうえで選考委員会に推薦す
る．＊後日，千々和会員からの承諾を得た．
４．理事会審議事項および資料の確認

　向山議長が欠席のため，佐々木副議長とと
もに，午後の理事会運営についての確認をし
た．
５．2018年度総会日程について確認
　5/19の開催ならびに新年度理事会等のスケ
ジュールについて確認した．

Ⅱ　報告事項

１．全体的報告
１）山本高司副会長は11月21日，急逝され
た．山本副会長が11/11の執行理事会に出席
された以降逝去されるまでの経緯が会長から
報告された．
２．運営財政部会：総務委員会��（緒方・西）　　
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞　
１）兵庫県立人と自然の博物館より記念フォ
ーラム「日本の恐竜時代を探る！」（2/18）
の後援依頼を承諾．
２）JSE2017（高校生科学技術チャレンジ）
の最終審査と表彰式の案内（12/9-10）←　
欠席
３）㈱リバネスより「サイエンスキャッスル
2017」（11/19-12/23）の後援依頼を承諾した．
４）東北大学東北アジア研究センター公開講
演会“玉�—その起源と東北アジア先史の

「石」文化—”の後援依頼←資料回覧をして
承認
＜会員＞　
１．今月の入会者　
正会員（1名）：金本美流
２．今月の退会者　
正会員（2名）�坂井　卓，小川　誠
３．逝去者　
正会員（2名）：磯部重光（4/6）・山本高司

（11/21）
４．2017年11月末日会員数
賛助：28，名誉：57，正会員：3658（正会
員：�3460，正（院割）会員：184，正（学部
割）会員：14）合計�3743（昨年比�-58）
５．3月末退会予定者（31名）　�
＜会計＞
１．愛媛大会の収支は，黒字となり，助成金
は申請辞退書を提出した．
２．科学技術振興機構（JST）から著者抄録
使用料（地質学会の場合は地質学雑誌分を提
供）について段階的な値下げの後，無料提供
となる通知があった．
　1抄 録　 現 行-2018/9：400円，2018/10-
2019/3：300円，2019/4-2020/3：150円，
2020/4〜：無料提供
３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮・内
藤）
�・�ジオルジュ 2017年後期号を発行．
�・�ジュンク堂で開催（11/1-11/30）の日本地

質学会フェアが好評裏に終了，これについ
ては後日News誌で報告をする．

４．学術研究部会（岡田・山田）
（１）行事委員会（岡田）
１）愛媛大会参加者数：763名
２）札幌大会関係
�・�記念シンポジウム会場を確保済み，大学内

の講堂を期間中（3日間）400名定員．会場
費等の見積もりを受領した．

�・�情報展の開催準備も進行中，9/7-9（金土
日の3日間，金曜は学会と重なる）に開催，
会場（かでる2・7）

（２）国際交流委員会（井龍）
特になし

（３）JIS，標準担当（中澤）
特になし
５．編集出版部会（中澤・田村・小宮）

（１）地質学雑誌編集委員会　（山路編集委員
長，中澤担当）　
１）編集状況報告（11月30日現在））
�・�2017年投稿論文　101編［総説33（和文

33）・論説40（和文40）・報告11（和文10，
英文1）・ノート2（和文2）・講座2（和文
2）・口絵5（和文4，英文1），巡検案内8］
査読中：45，受理済み：16（うち125特集
号7）

�・�投稿中の特集号（125ではない）：2件
　①�「富山トラフと周辺部の堆積作用と後背

テクトニクス」世話人：高野　修ほか
　②�「三次元地質モデル研究の新展開：その

2」世話人：木村克己ほか
�・�123巻11月号（通常号）:論説3，報告4（合

計73ページ，12/4発送予定）
�・�123巻12月号（通常号）:総説1，論説2，報

告2，ノート1（合計約60ページ，入稿準備
中）

２）125周年記念特集号状況
３）地質学雑誌の投稿推移について
４）地質学雑誌オープンファイル掲載細則の
改正について：前回審議した結果の修正を
し，理事会にて審議に付す．

（２）アイランドアーク編集委員会　（田村）　
１）編集状況報告（資料のみ）

（３）企画出版委員会（小宮）　
１）子ども夢基金の作業進捗状況報告を理事
会で行う．
６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木・辻
森）
特になし
７．ジオパーク支援委員会（平田）
�・�JGNより同運営会議に天野支援委員長の参

画要請を受け，とりあえず年度内の参画に
ついて承諾し，その後は支援委員会内で検
討のうえとした．

８．地学オリンピック支援委員会（平田）
９．県の石支援委員会（辻森）
�・�出版作業状況は，写真やイラストなどの収

集に伴い精度の点で，やや難航している

以上

2018年1月20日
一般社団法人日本地質学会執行理事会�

会　長（代表理事）渡部芳夫
署名人�執行理事���斎藤�眞
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2017年度第7回執行理事会議事録

期　日：2018年1月20日（土）13:00〜17：00
場　所：地質学会事務局
出席�者：松田副会長　齋藤常務理事　安藤　

緒方　岡田　小宮　坂口　杉田　内藤　
西　中澤　平田　廣木（事務局）橋辺　

欠席�者（委任状提出あり）：渡部会長　田村　
辻森　山田

＊�定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
13名，委任状4名，合計17名の出席．�

＊�前回議事録は異議なく承認された．

Ⅰ　審議事項

１．地球惑星科学分野新規大型研究計画の創
出について
　第24期日本学術会議地球惑星科学委員会及
び地球・惑星圏分科会の協同による大型研究
計画の永続的支援と新規計画についてのヒア
リング（3月28日（水））に向けて
�・�1月中にGeo-Flashで会員・専門部会長に周

知し応募案を募る．
�・�提案計画を執行理事会として取りまとめ

て，大型研究提案を行う．
２．防災学術連携体より次期の防災連携委員
について交代があれば推薦の依頼（5/31期限）
�・�5月，新年度の理事会後に決定．
３．シンポジウム「学術研究にもとづく日本
地質学会のジオパークへの貢献」（ジオパー
ク支援委員会提案）の開催について（平田）
�・�5/19総会・新年度理事会の後にミニシンポ

ジウム開催を承認（北とびあ　17:30〜
20:30）

４．会長，副会長に欠員が出た場合の規則整
備について（山本監事に相談中の案）
�・�理事会規則整備で行う方針で準備を進め，

次回理事会を経て総会で決定する．

Ⅱ　報告事項

１．全体的報告
１）故山本副会長のお別れ会は，1月26日

（金），川崎地質（㈱），全地連，新潟大学同
級生一同，地質学会が発起人となり開催され
ることとなった．学会および理事会有志一同
でそれぞれ供花をし，会長がお別れのご挨拶
をする．学会として弔意を示すための予算5
万円を承認．
会場　TKP品川ガーデンシティ（品川駅　
高輪口1分）
時間　18：00〜20：00（開場17：30）
２）平成30年度大学入試センター試験（本試
験）について（廣木）
　理科①，②の中間集計について確認し，本
集計が判明した段階で対応を考える．
３）日本経済新聞土曜版日経プラスワンの取
材「全国の地層のランキング」に対応し，各
界から選者をお願いした．斎藤）
２．運営財政部会：総務委員会（緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞　
１）科学教育研究協議会第65回全国大会（群

馬，8/3-5）の後援を承諾
２）日本工業新聞社より地盤技術フォーラム
2018（旧　土壌・地下水浄化技術展）の協賛
名義使用依頼を承諾
３）地球化学研究協会（兼岡一郎会長，1972
年創設）は2018年3月末日をもって解散，同
会主催の「三宅賞」は2018年度から地球惑星
科学連合に引き継がれる．
４）石油技術協会誌は2018年度より冊子体発
行を中止し，ネット購読への切り替えを実施
する．地質学雑誌は従来どおり寄贈送付する
が，協会誌のネット購読はしない．
５）三菱財団自然科学研究助成の公募案内，
応募期間1/10-2/7　←HP，Geo-flash�，News
に掲載
６）住友財団2017年の助成結果報告，基礎研
究助成102件および環境研究助成44件を採択�
７）千葉県環境生活部環境政策課より，職員

（地質職）募集案内　←HP，Geo-flashに掲載
８）石灰石鉱業協会より会長退任（竹内章
氏）の挨拶状，当面副会長（吉澤・松波の両
氏）」が代行とのこと．
９）日本水環境学会第52回年会の案内，
3/15-17，札幌市　←　HP，Geo-flash�に掲載
10）第18回こどものためのジオカーニバル

（後援）の開催報告，11/4-5の2日間の来場者
数は3,500名
＜会員＞
１）今月の入会者（３名）　
正会員（2名）：金子朋樹，古角晃洋，吉越洸
太朗
２）今月の退会者　
正会員（3名）�内園立男，山本力哉，阿部正宏
３）逝去者（４名）　
名誉会員（2名）：岡田博有（2017/12/22），
堀口萬吉（2017/12/26）
正会員（2名）：　生越　忠（2017/4/28），林　
唯一（2017/8/12）
４）2017年12月末日会員数
賛助：28，名誉：57，正会員：3656（正会
員：�3458，正（院割）会員：184，正（学部
割）会員：14）合計�3741（昨年比�-58）
＜会計＞
１）次年度予算案のために執行理事会各部会
ならびに専門部会，支部に対して事業計画お
よび予算案の提出を求める．
２）科研費の残額については返却した．
３）子どもゆめ基金にかかわる支出手続きも
行った．
３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮・内藤）
�・�今年度のフォトコン応募数：590件
�・�ジオルジュの配架先についてジュンク堂本

店と打ち合わせし，主な都市の支店に置い
てもらえることになった．2月にジュンク堂
福岡店でもフェア開催しジオルジュを配布
予定．ジオパークにも廉価で配布を検討中

４．学術研究部会（岡田・山田）
（１）行事委員会（岡田）
１）札幌大会関係
�・�大会業務委託先についての検討：現在北海

道の業者からの見積もりについて従来の

業者との比較検討中．北海道の業者に対
し，再見積もり依頼中，遅くとも2月中旬
までには決定したい．

（２）国際交流委員会（井龍）
�・�125周年記念国際シンポジウムの運営につ

いては行事委員会が主導し，国際交流委員
会を中心に準備を始めるよう，また実行委
員会に対しても行事委員長から要請する．

（３）JIS，標準担当（中澤）
�・�宮下委員長の下で選定を終了し，現在規格

協会で申請案を審査中．
５．編集出版部会（中澤・田村・小宮）

（１）地質学雑誌編集委員会　（山路編集委員
長，中澤担当）
１）編集状況報告（1月16日現在）
�・�2017年投稿論文：109編（昨年比：＋14）

うち通常号原稿：63編，125特集号原稿：
46編　種別内訳：総説37（和文37）・論説
43（和文42　英文1）・報告11（和文10，英
文1）・�ノート2（和文2）・講座3（和文3）・
口絵5（和文4，英文1）・巡検案内8）査読
中：47，受理済み：18（うち125特集号7）

�・�123巻12月号（通常号）：総説1，論説2，報
告2，ノート1（70ページ，12/26発送）

�・�124巻1月号（125特集）「深海掘削計画
（IODP）10年の成果（その2）」：総説6（計
92ページ，�1/23校了予定）

�・�124巻2月号（通常号）：論説4�or�5（入稿
準備中）

２）125周年記念特集号状況（掲載予定順）
（２）アイランドアーク編集委員会　（田村）　
１）編集状況報告
�・�外国人著者の和文要旨について，編集委員

会で作成が原則で，対応できない場合に執
行理事会でも助力することを再確認した．�

（３）企画出版委員会（小宮）　
�・�ゆめ基金進捗状況：子どもゆめ基金の作成

コンテンツ（ページ，画像，動画等）を
Websiteに掲載する準備中．3月中提出の報
告書に間に合うように2月を目処に作成中

６．社会貢献部会（平田・杉田・廣木・辻森）
�・�5/13に実施予定の街中ジオ散歩（川崎市生

田丘陵）の準備中．案内者にも依頼済み
�・�案内・広報先や広報の仕方，参加応募者多

数の場合の対処法を検討中
７．ジオパーク支援委員会（平田）
�・�JGCの審査報告・5月総会時（夜間）にシ

ンポジウム開催を提案（→審議事項）
８．地学オリンピック支援委員会（平田）
�・�予選の結果は1月下旬に発表予定．
�・�とっぷ・レクチャー（3/11）本選選抜をか

ねた講演会（つくば市）を開催．
９．県の石支援委員会（辻森）
特になし．

以上

2018年3月3日
一般社団法人日本地質学会執行理事会�

会　長（代表理事）渡部芳夫
署名人�執行理事���斎藤�眞

15-17_学会記事.indd   17 18/03/26   10:28



18 日本地質学会News　21（３）

元日本地質学会会長・名誉会員
岡田博有先生を偲ぶ

　元日本地質学会会長・名誉会員の岡田博有先生は，病気療養
中のところ，2017年12月22日にご逝去された（享年84歳）．
　岡田先生は1933年に大分県国東市においてお生まれになり，
1961年に九州大学大学院理学研究科博士課程終了後，九州大学
助手を経て，1972 〜 76年に鹿児島大学教養部教授，1976 〜 88
年に静岡大学理学部教授，1988 〜 97年に九州大学理学部教授
を勤められた．九州大学退任後，1997 〜 2003年にかけて，応
用地質株式会社おいて技術顧問を勤められた．
　岡田先生は，1994 〜 95年に日本地質学会会長を務められ，
その後，2006年には名誉会員になられている．日本地質学会の
会長に就任される前には，日本堆積学会の前身である堆積学研
究会の会長を長く務められ（1989 〜 96年），日本における堆積
学研究の礎を築かれた．
　岡田先生は九州大学で松本達郎教授のもとで堆積学の研究を
始められて以来，堆積学および関連分野の研究者・専門家とし
て，枚挙に遑がないほどの様々なご活躍を続けられた．初めて
の英国留学の際には，やがて堆積学のスーパースターとなる世
界の研究者たちとの交流を積極的に行い，親交を深めることに
よって日本における地質学・堆積学の海外進出への端緒をつく
られた．岡田先生の世界における堆積学者としての名声を高め
られたのは，何といっても1972年にJournal of Geology誌に発
表された砂岩の分類における新提案であろう．岡田先生はこの
論文においてチャートの特徴的な挙動を初めて明らかにされ，
世界的名声を得られた．その後も日本における堆積学研究の推
進や普及にご尽力され続け，1998年刊行の「堆積学辞典（堆積
学研究会編）」の編纂では編集委員長として，項目の選定から
記載事項のチェックまで細かな編集作業に携われた．岡田先生
はまた，堆積学のみならず，海洋地質学やプレートテクトニク
スに関しても造詣が深く，DSDPへの積極的な参画や北海道中
軸部蝦夷前弧堆積盆の堆積テクトニクス研究などを推進された
ほか，東アジアの白亜紀研究にも積極的に携われて中心的役割

を果たされた．このような貢献からして，まさに日本の堆積学
および関連分野のパイオニアということができるであろう．
　岡田先生は数多くの論文や著書を著されているが，とくに堆
積学の後進に対する影響度が高く，岡田先生の主義主張が溢れ
る代表的著書として，「堆積学：新しい地球科学の成立」（古今
書院：2002年刊行）と「地球科学の基礎分野〜堆積学の潮流」

（古今書院：2006年刊行）の二連作をあげることが出来るであ
ろう．岡田先生は科学史観，すなわち科学の発展の歴史的経緯
と科学者の貢献を，研究を行う際の中心観点として据えておら
れたが，これら二連作の内部構成や記述にそれがよく表されて
いる．二連作のうち，前者（「堆積学」）は堆積学の概念の個々
の項目の解説を，後者（「潮流」）は概念の進展にかかる研究者
個々の生涯と成果の記述に焦点が当てられているが，その一方
で，両者ともに，「堆積学の学問としての成立過程を追いなが
ら，その立役者となった研究者の生涯や貢献を説く」という点
が共通点として貫かれている．後者については，堆積学研究会
および日本堆積学会の学術誌である「堆積学研究」にシリーズ
として個々の研究者ごとに掲載された記事をもとに編纂された
ものであり，シリーズ掲載当時，「是非これらをまとめて著書
にされては」と何人かの堆積学研究者から勧められ，著書とし
て出版されたとのことである．生前ご自身が著名研究者本人に
会われた際に撮影された肖像写真もふんだんに使われていると
ともに，人物伝表記は詳細で高尚であり，一読する誰にでも感
銘を与えるものである．このような歴史観をもって堆積学およ
び関連分野の真髄を語れる研究者という点からしても，岡田先
生は貴重で希有な存在であった．
　岡田先生はその風貌違わず非常に温厚で，丁寧，真面目で几
帳面な性格の持ち主であった．言うまでもない博学さに加えて，
真摯な研究姿勢，やさしい語り口，慈愛の眼差し，そして常に
後進を育てる姿勢は，人々の心を引きつけてやまなかった．岡
田先生は鹿児島大学，静岡大学，九州大学と3つの国立大学で
教鞭をとられたが，とくに最後の九州大学では当時優れた若手
研究者でありながら学位をまだ取得していない人たちに積極的
に学位を与えるなど，常に若手研究者の将来を見据えた行動を
とっておられた．また，海外著名研究者の招聘セミナーを企画
された際，ご丁寧に参加者一人一人に案内の手紙を書かれ，挙
げ句に講師が土壇場でキャンセルした際にも，再度，ご丁寧に
参加者一人一人にお詫びの手紙を出されていたことが強く印象
に残っている．
　岡田先生は，晩年，福岡市内を歩行中に転んで頭にけがをさ
れたことが原因で認知症になられ，最期には旧知の人も誰か分
からない状態となっておられたが，奥様の献身的な介護のもと
悠然と毎日を過ごされていたようである．晩年，岡田先生に論
文別刷や著書をお送りすると，奥様が丁寧に状況と事情を説明
された一言を添えて返送されていたことも複数の関係者間で語
り継がれている．岡田先生は最期には肺炎になられ，他界され
たとのことである．日本堆積学会では，岡田先生に日本堆積学
会功労賞をお贈りすることを決めていたが，残念ながら生前の
授与は叶わなかった．
　岡田先生がご自身の著書「堆積学の潮流」でされていたよう
に，今度は我々が岡田先生自身の生涯と功績をまとめる役割を
担うこととなった．幾多の事柄や考え方をお教えくださった岡
田先生へ厚い感謝を申し上げるとともに，心から先生のご冥福
をお祈り申し上げたい．

（八木下晃司・高野　修）

追　悼
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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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一般社団法人日本地質学会第10回総会開催について

　第 10 回総会を下記の次第により開催いたします．なお，議案については，4 月 7 日の理事会において確定いたしますので，
とりあえず予定としてお知らせいたします．確定版は本誌 4 月号に掲載いたします．また，代議員には直接メールでご案内い
たします．

（日本地質学会　執行理事会）

2018年5月19日（土）13:30 ～ 15:30
会場　北とぴあ　第 2研修室（東京都北区王子 1-11-1）

総会議事次第
　１．議長選出
　２．開会
　３．議案（予定）
　　第１号議案　2017 年度事業報告・決算報告
　　第２号議案　代議員および理事選挙結果報告
　　第３号議案　2018 年度事業計画
　　第４号議案　2018 年度予算案
　　第５号議案　名誉会員の選出
　４．閉会

同日同会場にて下記の催しが予定されています．
第 9回惑星地球フォトコンテスト表彰式・展示会　時間：11:00 ～ 12:30
ミニシンポジウム「日本地質学会のジオパークへの学術的貢献」　（主催：日本地質学会ジオパーク支援委員会）　時間：17:30～ 20:00
※これらの情報は，学会ホームページ，メールマガジン等で随時お知らせ致します．

１． 定款 20 条により，本総会は役員ならびに代議員による総会となります．代議員には，総会開催通知とともに総会

に必要な資料等を別途お送りいたします．ご都合で欠席される方は，定款 28 条第 1項にもとづき，議決権行使書

および議決権の代理行使（委任状）などにより，総会に出席したものとして議決権を行使することができます．

２．正会員は，総会に陪席することができます．ただし，総会規則 12 条 3 項により，許可のない発言はできません．
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