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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

IGCP608「白亜紀アジア−
西太平洋生態系」の１年

活動延長と第6回国際研究集会：
1st Circular配付のお知らせ

　2013年3月より活動を始めたIGCP（地質科
学国際研究計画）608「白亜紀のアジア−西
太平洋地域の生態系システムと環境変動」

（略称：「白亜紀アジア−西太平洋生態系」）
は，今年の3月22日に，UNESCO-IGCP事務
局より1年活動延長の承認連絡があり，2018
年の活動を進めております．
　この度，6回目となる国際研究集会のFirst 
Circularの配布を開始しましたので，皆様に
ご案内します．今回は準備の都合上，各種日
程が大変短くなってなっておりますので，ご
理解の上お早めに申し込み下さい．

IGCP608 第6回　国際シンポジウム
日程：2018年11月15日（木）〜 16日（金）
開催場所：タイ　コンケーンのホテル
開催母体：IGCP608第6回国際シンポジウム
実行委員会
委員長：Dr. Sommai Techawanタイ鉱物資
源局（DMR）副所長
事務局長：Orn-Uma Summart氏，Sirindhorn 
博物館館長

プレ巡検
2018年11月12日（月）〜 14日（水）
コラート高原のジュラ紀−白亜紀の非海成堆
積物（Khorat層群）と多様な恐竜などの脊
椎動物化石産地．今回はPhuwiang 恐竜博，
Sirindhorn 博物館などを訪問します．

重要な日程：
2018年5月15日　第一次参加登録　締切
2018年5月30日　Second Circular　配布
2018年6月30日　発表要旨　締切
2018年7月30日　最終 Circular 配布

First Circularおよび申込書は，IGCP608の
Websiteからダウンロードできます．
http://igcp608.sci . ibaraki .ac.jp/index.
php?id=89
http://igcp608.sci . ibaraki .ac.jp/index.
php?id=5#Sixth%20Internat ional%20
Meeting

　白亜系を対象とする研究推進・発表の場と
して，またIGCP608の最後の国際集会として，
積極的な参加をお願いします．

連 絡 先：Orn-Uma Summart氏, Sirindhorn 
博物館館長　o_summart@hotmail.com
IGCP608リーダー　安藤寿男（茨城大学理学
部）

International Conference on 
Geoscience for Society 

(GeoSoc)

2019年3月14日〜 17日
場所：バングラデッシュのダッカ市
主催：AGID及びバングラデッシュ地質調査
所
共 催：IGEO, SAAWG, SEGMITE, AAWG, 
GIGE, GSAf, IAGR, IGC
主テーマ：A. Geoscience Education, B. Geo-
resources, Energy and Mineral based 
Industries, C. Geosciences in Developing 
Activities and Disaster Risk Reduction, D. 
Women in Geosciences.
締切日：
　・事前登録の提出　2018年6月
　・発表要旨　2018年8月
　・発表論文提出　2018年12月
First Circularと事前登録フォームは以下の
リンク：
https://www.data-box.jp/pdir/7085ba17d18
d49959128fd842853976a

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

東京工業大学理学院地球惑星科
学系助教公募

1．募集人員理学院地球惑星科学系専任助教
（任期5年以内，再任1回可3年）1名
専門分野：地球惑星内部物質学

（1）主に実験的手法を用いて，上記分野に関
する研究を推進できる方

（2）本系の他分野にも広く関心を持ち，他研
究室との共同研究も積極的に取り組む方

（3）学院の教育研究を通して，次世代研究者
育成に意欲的に取り組む方
2．応募資格：博士学位を有する方，または
着任までに博士学位取得見込みの方
3．勤務予定地：大岡山キャンパス（最寄り
駅：大岡山）
4．勤務時間等：裁量労働制（みなし勤務時
間：1日7時間45分，週38時間45分）
5．試用期間：6 ヶ月
6．社会保険等：厚生年金，共済（短期），雇
用保険，労災保険
7．雇用主：国立大学法人東京工業大学長

8．着任時期：採用決定後のできるだけ早い
時期
9．提出書類
次の（1）〜（6）のデータを電子ファイル（PDF
ファイル）にして提出してください．

（1）履歴書
（2）これまでの研究の実績（2000字程度）
（3）今後の研究・教育の計画・抱負（2000 
字程度）

（4）研究業績リスト：A．査読付き原著論文
（英文による国際雑誌掲載のもの）B．著書，
その他特記すべき出版物

（5）主な原著論文の別刷（コピー可）3編以
内

（6）応募者について参考意見をうかがえる方
の氏名・所属・e-mailアドレス（2名）
＃注：選考の過程で必要が生じた場合，追加
して書類を提出していただくことがありま
す．
10．応募締切：2018年6月29日（金）必着
11．応募書類の送付先
提 出 デ ー タ を，application.assistant.
professor@eps.sci.titech.ac.jp宛の電子メール
に添付書類（ファイルサイズ10MB以内）と
してご送付ください．提出データを受けとっ
た際には受け取り確認のメールをお送りしま
す．電子メール以外での提出を希望される場
合はご相談ください．
12．問い合わせ先
太田健二 e-mail:k-ohta_at_geo.titech.ac.jp

旭川市地域おこし協力隊
（ジオパーク専門員）募集

1．募集人員：地域おこし協力隊（ジオパー
ク専門員）1名
2．活動場所：上川中部地域ジオパーク構想
準備会事務局（旭川市6条通8丁目セントラル
旭川ビル7階旭川市教育委員会社会教育部社
会教育課内）ただし，ジオパーク構想の区域
全体（旭川市及び周辺町）を活動の範囲とし
ます．
3．活動内容:ジオパーク構想の学術的根拠を
担保する「ジオパーク専門員」として，次に
掲げる活動を行います．（1）地質学的な見ど
ころ（ジオサイト）に関する調査研究及びフ
ィールドワークに関する活動（2）ジオパー
クを活用した学習資料の制作に関する活動

（3）ジオパーク構想の普及に関する活動（4）
日本ジオパークネットワークへの参画に関す
る活動（5）日本ジオパークの認定申請に関
する活動（6）ジオパーク構想の推進に関す
るその他の活動
4．活動期間：平成30年8月1日から平成31年3
月31日まで　※事業の取組状況や成果を勘案
し，1年単位で延長することができます．（平
成33年3月31日まで）
5．任用形態：ジオパーク専門員の身分は地
方公務員法（昭和25年法律第261号）第3条第
3項第3号に規定する非常勤の特別職となりま
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す．ジオパーク専門員は旭川市の委嘱を受
け，その活動の対価として報酬の支給を受け
るものとし，旭川市との雇用関係は存在しま
せん．なお，活動内容に支障のない範囲での
就労等は可能です．
6．待遇：

（1）報酬月額250,000円（時間外手当，賞与
の支給はありません）

（2）住居費補助月額40,000円（住居の手配は
御自身でお願いします）など
7．応募条件：次のすべての条件を満たす方
とします．

（1）ジオパーク活動に興味・関心がある方
（2）大学・大学院で地球科学（地質学，地理
学等の地球を研究対象とした自然科学）を専
攻・研究した者で大学院修士課程修了以上の
学歴を有する方，又はそれと同等以上の学力
を有すると認められる方（3）普通自動車免
許を有し，日常的な運転に支障のない方（4）
次のいずれかに該当し，隊員決定後に生活拠
点と住民票を旭川市内に移すことができる方　
ア）応募の時点で3大都市圏（東京都，埼玉
県，千葉県，神奈川県，愛知県，岐阜県，三
重県，大阪府，京都府，奈良県，兵庫県）の
都市地域または政令指定都市に住民票がある
方　※対象となる地域については，お問い合
わせください．イ）他の市町村において2年
以上の地域おこし協力隊員の経験があり，か
つ，当該地域おこし協力隊員としての活動期
間を終えてから1年以内の方（5）地域活性化
及び住民との協働に関心があり，積極的にコ
ミュニケーションを図ることができる方（6）
パソコンを用いた一般的な操作に支障のない
方（7）地方公務員法（昭和25年法律第261
号）第16条に規定する欠格事項に該当しな
い，心身ともに健康で誠実に活動を行うこと
ができる方
申込受付締切：平成30年6月13日（水）
　　　　　　　※当日消印有効
応募方法ほか詳細は下記まで
http://www.geosociety.jp/outline/content0016.
html
問い合わせ先：
上川中部地域ジオパーク構想準備会
事務局　友田・川辺
旭川市教育委員会社会教育部社会教育課内
〒070-0036　北海道旭川市6条通8丁目セント
ラル旭川ビル7階
電話：0166-25-7190　FAX：0166-25-8210
E-mail：shakaikyoiku@city.asahikawa.
hokkaido.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

平成30年度土佐清水ジオパーク
構想学術研究支援事業助成金募集

1．助成対象研究
土佐清水ジオパーク構想エリアにおける以下
の各号に関する事項とする．

（1）地球科学に関する調査研究
（2）動植物に関する調査研究
（3）歴史・文化等に関する調査研究
（4）ジオパーク活動を通じた観光，地域づく
り，地域経済にかかわる調査研究

（5）その他土佐清水ジオパーク推進協議会会
長が認める調査研究
2．助成対象者
協議会が定めた期日までに実績報告書の提出
が可能で，次のいずれかに該当する個人もし
くはグループとします．

（1）研究機関に所属する研究者
（2）学会発表や論文執筆に意欲のある学生
（高校生，大学生，大学院生等）
（3）その他土佐清水ジオパーク推進協議会会
長が認めた研究者
3．助成金の額等

（1）助成金の額
予算の範囲内で，1件あたり10万円以内．た
だし，助成対象研究は１助成対象者につき１
件とします．

（2）助成対象経費
①調査研究地までの交通費※ガソリン代は調
査に要したもののみを対象とする．
②調査研究のための宿泊費※土佐清水市内の
宿泊施設利用分のみを対象とする．学生（要
綱第３条第２号に該当する者）は海洋生物研
究施設「じんべえ館」利用分のみを対象とす
る．
③調査研究のための物品購入に要する経費
④その他研究活動に要する経費で協議会会長
が認めるもの

（3）助成率　10/10
申し込み先：土佐清水ジオパーク推進協議会
〒787-0392　高知県土佐清水市天神町11-2
TEL：0880-82-1115　FAX：0880-82-1126
E-MAIL：geopark@city.tosashimizu.lg.jp
5．応募締切
第1回　平成30年5月31日（木）※必着
第2回　平成30年7月31日（火）※随時受付．
ただし，予算に達し次第募集は終了します．
応 募 書 類 の 詳 細・ 様 式 等 は，http://
tosashimizu-geopark.jp/info/post160

フィールド研究プログラム募集

　フィールド研究に市民を派遣している認定
NPO法人アースウォッチ・ジャパンが，新
しい研究プログラムを募集しています．公募
の対象は，環境保全分野に加えて，自然環境
の再生・修復・伝統的利用・循環を追求する
研究です．プログラムに参加する市民ボラン
ティアは，16歳から70代までの異年齢・異職
種の方々．研究チームと一緒に寝泊まりしな
がら調査作業を手伝い，レクチャーや懇親会
を通じて交流します．「研究の意義を広めた
い」「市民にフィールド研究の面白さを知っ
てほしい」そんな方は，ぜひご応募くださ
い．
応募締切　2018年7月20日（金）まで
プログラム募集の詳細は
http://www.earthwatch.jp/for_researchers/
sac_apply.html

現在協働している調査プログラム（日本国
内）は
http://www.earthwatch.jp/pj_domestic/
index.html

アースウォッチとは
1971年米国ボストンで発足した国際的な
NGO．研究者の野外調査の現場に，市民を

「サイエンスボランティア」として派遣する
活動を行う．アースウォッチ・ジャパンは，
米国アースウォッチの活動を日本に広げるた
め，1993年に発足．50以上の国内調査プログ
ラムを運営し，1,500人を超えるボランティ
アが参加してきた．

問い合わせ
認定特定非営利活動法人 アースウォッチ・
ジャパン（担当：伊藤）
〒113-8657 東京都文京区弥生1-1-1　東京大
学大学院
農学生命科学研究科　フードサイエンス棟4
階
TEL 03-6686-0300　FAX：03-6686-0477
e-mail: yitoh@earthwatch.jp
URL: http://www.earthwatch.jp/
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C A L E N DAR
2018.4～

　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
■5月　May
★科学的特性マップに関する対話型
全国説明会
主催：NUMO ／経済産業省資源エネルギー庁
5月10日（木）〜 5月26日（土）
場所：全国6会場（大阪，茨城，島根，鳥取，
兵庫，香川）
https://www.numo.or.jp/taiwa/2018/

★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

★日本地質学会2018年度（第10回）
代議員総会
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）
ht tp : / /www.geo soc i e ty . j p /ou t l i n e/
content0152.html

★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」
5月19日（土） 17:30〜20:00
会場：北とぴあ 第2研修室
http ://www.geosoc ie ty . jp/geopark/
content0021.html

○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
http://www.jpgu.org/meeting_2018/

○第210回地質汚染イブニングセミナー
5月25日（金）18：30〜20：30
場所：北とぴあ902会議室
講師：三田村宗樹（大阪市立大学）
テーマ：大阪層群最下部相当の帯水層での自
然水位観測とその評価
http://www.npo-geopol.or.jp

○OCEANS’18 MTS / IEEE Kobe 
/ Techno-Ocean2018（OTO’18）
5月28日（月）〜31日（木）
会場：神戸コンベンションセンター
https://www.techno-ocean.com/

（後）日本原子力学会 特別国際シン
ポジウム

「断層リスクに向き合う原子力安全のアプローチ」
5月31日（木）13:30 〜 18:00
場所：東京大学弥生講堂一条ホール
http://www.aesj.net/activity/conference/
symp20180531

■6月　July
○石油技術協会平成30年度春季講演会
6月13日（水）〜 14日（木）
場所：朱鷺メッセ（新潟市）
http://www.japt.org/

○日本古生物学会2018年年会
6月22日（金）〜 24日（日）
場所：東北大学理学研究科理学部キャンパス
http://www.palaeo-soc-japan.jp/events/

○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
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） ｢設計業務等標準積算基準書の
解説｣ 説明会（地質編）
主催：全地連・経済調査会
7月2日（月）〜 8月31日（金）
場所：全国9地区（東京，高松，大阪，仙台，
名古屋，札幌，広島，新潟，福岡)
https://seminar.zai-keicho.or.jp/seminar/
detail/index/148/6

（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/

○第72回地学団体研究会総会（市原）
8月17日（金）〜 19日（日）
会場：千葉県市原市市民会館
http://ichihara2018.com/

■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）
講演申込締切：6月13日（水）
http//www.geosociety.jp

（共）2018年度日本地球化学会第65
回年会
9月11日（火）〜13日（木）
場所：琉球大学・千原キャンパス
http://www.geochem.jp/meeting/index.
html

○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）
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

■11月　November
○IGCP608「白亜紀アジア−西太平
洋生態系」第6回国際研究集会
11月15日（木）〜 16日（金）（研究集会：タ
イ・コンケーン）
11月12日（月）〜 14日（水）（プレ巡検：コ
ラート高原のジュラ系−白亜系Khorat層群
と恐竜化石群）
共催：タイ鉱物資源局，Sirindhorn博物館
http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/

2019年
○Internat ional Conference on 
Geoscience for Society (GeoSoc)
2019年3月14日（木）〜 17日（日）
場所：バングラデッシュ・ダッカ市
締切：事前登録2018年6月，発表要旨2018年8
月
https://www.data-box.jp/pdir/7085ba17d18
d49959128fd842853976a
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Vol. 27,  Issue 3（May）
［RESEARCH ARTICLES］
1．Depositional ages and characteristics of Middle-Upper 

Jurassic and Lower Cretaceous lacustrine deposits in 
southeastern Mongolia

Hitoshi Hasegawa, Hisao Ando, Noriko Hasebe, Niiden 
Ichinnorov, Tohru Ohta, Takashi Hasegawa, Masanobu 
Yamamoto, Gang Li, Bat-Orshikh Erdenetsogt, Ulrich 
Heimhofer, Takayuki Murata, Hironori Shinya, G. Enerel G., 
Oyunjargal O., Munkhtsetseg, Noriyuki Suzuki, Tomohisa Irino, 
Koshi Yamamoto

モンゴル南東部に分布する中部−上部ジュラ系および下部白亜
系湖成層の堆積年代と特徴
長谷川精，安藤寿男，長谷部徳子，Ichinnorov N.，太田 亨，長
谷川卓，山本正伸，Li G.，Erdenetsogt, B.，Heimhofer U.，村
田崇行，新谷広紀，Enerel G.，Oyunjargal G.，Munkhtsetseg 
O.，鈴木徳行，入野智久，山本鋼志
　モンゴル南東部には下部白亜系湖成オイルシェールが広く分
布する．最近の研究により，その年代は白亜紀前期だけではな
く，ジュラ紀中期も含む可能性が示されている．本研究は，モ
ンゴルのジュラ系および白亜系湖成層の堆積年代と特徴を解明
することを目的とする．下部白亜系シネフダグ層および中部ジ
ュラ系エーデムト層は，共に頁岩と苦灰岩の互層を主体とする．
頁岩は高水位期に，苦灰岩は低水位期に堆積し，その互層は降
水量変動に伴う湖水位変動を反映している．介在する凝灰岩の
U-Pb年代により，シネフダグ層は123.8±2.0 Maから118.5±0.9 
Maのアプチアン期前期に，エーデムト層は約165-158 Maのカ
ロビアン−オックスフォーディアンに堆積した．シネフダグ層
の頁岩中には藻類起源有機物と粘土鉱物の互層からなるマイク
ロラミナが見られ，ラミナの平均層厚と平均堆積速度（4.7±
2.6 cm/ky 〜 10.0±7.6 cm/ky）から，ラミナは年縞であると
解釈された．モンゴル南部の湖成層の堆積は，内陸盆地のテク
トニクス活動に加え，アプチアン期前期とカロビアン−オック
スフォーディアンにおいて湿潤気候が卓越したことが関係して
いたと考えられる．
Key Words：白亜紀，ジュラ紀，モンゴル，湖，年縞，オイル
シェール，U-Pb年代，湿潤気候

2．One Million Years tephra record at IODP Sites U1436 
and U1437: Insights into explosive volcanism from the 
Japan and Izu arcs

Julie Christin Schindlbeck, Steffen Kutterolf, Susanne M. Straub, 
Graham D. M. Andrews, Kuo-Lung Wang, Maryline J. Mleneck-

Vautravers

IODP掘削サイトU1436とU1437における最近百万年のテフラ
記録：日本弧および伊豆弧の爆発的噴火活動の理解
　IODP（国際深海科学掘削計画）の掘削孔U1436AとU1437B
はそれぞれ伊豆弧の前弧と背弧に位置する．掘削孔から得られ
た最近100万年のテフラ記録を解析し，それらの起源と噴出量
を推定した．全304テフラサンプルのうち260の初生テフラを同
定した．テフラ中のガラス片の主要・微量元素組成によって，
伊豆小笠原弧起源であるか，本州弧起源であるかを識別した．
33のテフラは本州弧起源であり，227は伊豆弧起源である．二
つの掘削孔において同一噴火による20枚の海底テフラが同定さ
れた．加えて，日本本土からもたらされた11枚の巨大噴火由来
のテフラを識別した．これには九州からもたらされた，1.05 
Maの猪牟田ピンク火山灰や3万年前の姶良Tn火山灰も含まれ
る．これらの火山灰は掘削孔堆積物に独自の時間軸を与え．
U1436A孔においては火山灰に基づいた層序（時間）の代替モ
デルを確立した．さらに，すべての噴火イベントにおいて．最
小の遠隔テフラ体積を計算し，本州弧と伊豆小笠原弧からのテ
フラ体積を比較した.
Key words：テフラ後背地，テフラ層序，テフラ体積，伊豆小
笠原マリアナ弧，IODP第350次航海

3．Rain-induced deep-seated catastrophic rockslides 
controlled by a thrust fault and river incision in an 
accretionary complex in the Shimanto Belt, Japan

Noriyuki Arai and Masahiro Chigira

衝上断層と河川侵食に支配された大規模岩盤すべり：豪雨が引き
金となった紀伊山地・四万十付加体での生起例
荒井紀之，千木良雅弘
　四万十付加体が分布する紀伊山地中央部で，2011年に台風タ
ラスによる豪雨により2つの大規模岩盤すべり（体積106m3以
上）が発生した．現地の地質構造と地形を調査した結果，これ
らの地すべりを支配していたのは付加体特有の非固結脆性破砕
帯を伴う衝上断層と破砕帯を含む山体の河川侵食であったこと
が明らかになった．2つの大規模崩壊は，厚さ6mにも及ぶ脆性
破砕帯を持つ衝上断層をすべり面とし，側部を斜面傾斜方向の
高角断層により限られていた．斜面脚部における河川侵食の進
行につれて衝上断層の地下深度が浅くなり，その上盤が不安定
化して重力斜面変形を生じ，これにより斜面上部に小崖が形成
された．非固結の脆性破砕帯は粘土質の破砕物質を含有してお
り，力学的弱層かつ遮水層となった．このような破砕帯を持つ
衝上断層は豪雨時に間隙水圧の急上昇をもたらし，大規模かつ
急激な岩盤崩壊を発生させると推定される.
Key words：付加体，重力斜面変形，降雨，河川侵食，岩盤す
べり，衝上断層

4．Depositional environments of well-sorted detrital 
limestone from the Minatogawa Formation in the southern 
part of Okinawa Island, the Ryukyu Archipelago, Japan

Kazuhiko Fujita, Kayo Aruga, Marc Humblet, Koichi Nagai

藤田和彦・有賀佳代・ハンブレ マーク・長井孝一
　淘汰の良い砕屑性石灰岩は，更新統琉球層群上部の典型的な
岩相の一つである．本石灰岩の堆積環境は極浅海性で，礁池や
砂丘を含むと考えられている．本論では沖縄島南部に分布する

Vol.27, Issue 3

　Islands Arcは，2016年より隔月出版となりまし
た．最新号のVol. 27, Issue 3 が2018年5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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港川層を構成する本石灰岩の堆積環境と古水深について，有孔
虫群集の定量分析により新たな解釈を提示する．石灰岩薄片中
の有孔虫化石群集を琉球列島の現世有孔虫群集の分布と比較し
た結果，本石灰岩は礁原と礁斜面に棲息する有孔虫の共存によ
り特徴づけられる．堆積環境の指標となる有孔虫を用いた3種
類の比率と多変量解析の結果，本石灰岩は水深40m以浅の礁斜
面に堆積したと推定される．この解釈は，サンゴ化石群集に基
づく解釈と一致し，港川層の堆積時には，サンゴ群落がパッチ
状に分布する緩やかな斜面が広がっていたと推測される．また，
古水深の層位変化と古土壌層を伴う複数の不整合面の存在は，
港川層の堆積時に最大数十m規模の海進・海退が繰り返し起き
たことを示唆する．
Key words：サンゴ，堆積環境，有孔虫，グレインストーン，
港川層，琉球列島，琉球層群，淘汰の良い砕屑性石灰岩

5．The origin of strata within the inner accretionary 
prism of Nankai Trough: Evidence from clay mineral 
assemblages along the NanTroSEIZE transect

Michael B. Underwood

　南海トラフ沈み込み帯において，メガスプレイ断層より島弧
側に位置する内部付加プリズムは，同時期に堆積したフィリピ
ン海プレート上の四国海盆堆積物や南海トラフを埋積する第四
紀の粗粒なタービダイトとは異なる堆積相を示す．粘土鉱物組
成を見ると，内部付加プリズムの泥岩はどれもスメクタイトに
乏しいのに対し，四国海盆堆積物は時代と共にスメクタイトの
割合が減少する．フィリピン海プレート境界の復元結果は，こ
の謎に一つの解を与える．15-10 Maにおいては，NanTroSEIZE
測線付近には太平洋プレートが沈み込んでおり，海溝三重会合
点は北東へ移動中であった．すなわち，この時期の付加堆積物
は，太平洋プレート上に堆積したものである．その後，フィリ
ピン海プレートの運動方向が10-6 Maに変化し，付加堆積物は
三重会合点付近のものとなった．これら四国海盆と太平洋プレ
ートの堆積物の違いは，南海トラフの摩擦特性などの解釈に重
要な示唆を与える.
Key words：Nankai  Trough,  Shikoku Basin ,  inner 
accretionary prism, megasplay fault, clay mineral provenance, 
NanTroSEIZE transect, Pacific plate, Philippine Sea plate, 
Integrated Ocean Drilling Program

表紙紹介

第9回惑星地球フォトコンテスト　日本地質学会創立125周年記念賞：
月に浮かぶ大瀬崎南火道

写真：露木孝範（静岡県）
撮影場所：静岡県沼津市　大瀬崎南火道

撮影者より：週末はダイバーで賑わう大瀬崎．外海のダイビングポイントから少し南に歩いた場所に伊豆半島ジオパー
クを構成する地形があると知り，月夜に撮影に向かいました．現地では，ヤリイカ狙いの釣り船が，岸近くを強烈な明
かりを灯して遊弋していて，ダイナミックな溶岩地形の前で強烈な非日常感を味わいながら撮影を行いました．

審査委員長講評：伊豆半島の北西端には大瀬崎があり，その南500ｍに大瀬崎火道があります．縦位置のこの作品では
右半分に大きく大瀬崎火道の溶岩を，その向こうには愛鷹山と富士山，そして沼津市の街明かりを配置しています．大
瀬崎南火道に月光が当たる月齢や時間をよく計算された上で撮影されたのでしょう．足場の悪い海岸を夜に歩いて行か
なければなりませんが，勝手を知った地元の人ならでは作品です（白尾元理）．

名誉会員　　岡田博有（2017年12月22日）　　　　　　　　　正会員　　生越　忠（2017年4月28日）
　　　　　　堀口萬吉（2017年12月26日）　　　　　　　　　　　　　　高橋有三（3月31日）
　　　　　　徳永重元（5月8日）　　　　　　　　　　　　　　　　　　金森邦夫（4月13日）

本会の次の方々が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

訃　報
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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

08_出版物案内.indd   8 18/05/29   15:17
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小さなEarth Scientistのつどい
日本地質学会第125年学術大会(札幌大会)

申込締切 2018年7月13日（金）
日本地質学会地学教育委員会 行き （Fax 03-5823-1156）

小さなEarth Scientistのつどい ～第16回小，中，高校生徒「地学研究」発表会～

参 加 申 込 書

地学教育のページ
地
学
教
育

学校名※ 
（クラブ名） 

学校長名 

担当教員名※ 

研究者名（連記） 

（内，発表会参加生徒数   名） 

タイトル（仮題でも可） 
※ 

発表概要 
（可能であれば簡単に） 

担当者連絡先※ 学校所在地 〒   － 
 
電話            ，Fax 
メールアドレス 

机の使用※  する ・ しない （どちらかに○をつける） 

備考・連絡事項 

※については必ず記入してください． 

～第16回 小，中，高校生徒「地学研究」発表会～　参加校募集

　標記発表会への参加校を募集しています．参加応募の詳細は学会HP等をご覧ください．地学，理科クラブ
の研究活動の発表，そのほか，この１年間に授業の中で行った活動の報告，児童・生徒の研究レポートなど
地学的な活動，研究内容であれば構いませんので，ぜひ応募してください． FAXで参加申し込みをする場合
は以下の申込書をお使いください．メールの場合形式は問いませんので，同様の内容を記してお送りください．申し込みの際の参
加生徒数，発表タイトル，発表概要は予定でも結構です．参加生徒には，参加証とともに，優秀な発表に対しては審査のうえ，
「優秀賞」などの賞を授与いたします．
 日本地質学会地学教育委員会（担当：三次）
 （日本地質学会ホームページ　http://www.geosociety.jp）

09_地学教育.indd   9 18/05/29   15:17
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☆北海道支部

お知らせ

☆関東支部

お知らせ

北海道支部平成30年度総会・
例会（個人講演会）

　下記の要領で，北海道支部平成30年度総会・例会（個人講演
会）を開催いたしますので，皆様ふるってご参加ください．
日時：2018年6月16日（土）
総会：11:00 〜 12:00　例会：13:00 〜 18:00（時間は予定）
場所：北海道大学理学部5号館大講堂（5-203）
参加費：一般会員500円，非会員 1000円，学生無料
講演申込：2018年5月25日（金）締切
講 演タイトル・発表者を明記のうえ，電子メールまたは郵送で

お申し込みください．発表はすべて口頭形式で，発表17分，
質疑3分の予定です．

講演要旨の提出：2018年6月6日（水）締切
1講演あたりA4で1 〜 2ページ，PDFまたはMS Wordファイ
ルで作成し，下記アドレスまで送付してください．
講演要旨PDFファイルを支部ホームページに公開します．公
開を希望されない場合は，その旨を必ずお申し出ください．

申込み・問い合わせ先：
北海道支部幹事庶務：亀田　純
北海道大学大学院理学研究院・自然史科学部門
〒060-0810  札幌市北区北10条西8丁目
電話：011-706-4642　メール：kameda@sci.hokudai.ac.jp

2018年度地学教育・アウトリーチ巡検
「箱根〜北伊豆地域の自然災害の跡を巡る」

のお知らせ
　地質学会関東支部では，より多くの方々に，地学の面白さを
実感し地球科学に対する理解を深めていただきたいという主旨
で，教育関係者および一般の方を対象とした地学教育・アウト
リーチ巡検を実施しています．
　今年度の巡検は「自然災害」がテーマです．神奈川県西部〜
静岡県東南部にかけては，富士山や箱根火山，伊豆単成火山群
の噴火や，関東地震，北伊豆地震，など大規模な地殻変動に見
舞われてきました．また1958年の狩野川台風では大きな被害を
受けました．巡検では，地形や地層に記録されているこれらの
痕跡を辿り，自然のエネルギーを実感します．そして，自然災
害と人間社会について考えたいと思います．
　講師は国府津−松田断層帯や富士川河口断層帯等，第四紀地
殻変動研究の第一人者であり，「日本列島100万年史」（講談社
ブルーバックス）の著者でもある山崎晴雄首都大学東京名誉教
授と箱根火山砂防対策委員や伊豆半島ジオパークガイド養成講
座の講師等も担当されている火山研究者の小林　淳首都大学東
京特任准教授です．

（担当幹事：田村糸子・米澤正弘・小田原 啓）

実施日：2018年8月7日（火）〜 8日（水）：1泊2日
対 象：教育関係者および地学に興味のある一般の方（地質学会

会員でなくても可）
募集定員：20名（先着順）
講 師：山崎晴雄（首都大学東京 名誉教授）・小林　淳（首都大

学東京 特任准教授）
集 合：JR小田原駅西口　北条早雲公像付近　9：30　解散：JR

小田原駅西口　18：00（予定）（中型バスを使用．道路状況
により時間が前後することがあります）

予定コース（天候などにより変更することがあります）：
8月7日　小田原駅⇒Stop1：二宮町吾妻神社（箱根のテフラ）

⇒Stop2：松田山（国府津−松田断層）⇒昼食⇒Stop3：大口
橋・文命堤（富士宝永噴火,御殿場泥流，箱根TP火砕流，）
⇒Stop4：長尾峠（箱根火山）⇒宿舎（箱根周辺，2食付）　

8月8日　宿舎⇒Stop5：丹那盆地（丹那断層と北伊豆地震）
⇒Stop6：だるま山展望台（伊豆の衝突）⇒昼食⇒Stop7国士
越（カワゴ平テフラ）：⇒Stop8：筏場（狩野川台風と蛇喰山
崩壊）⇒Stop9：狩野川放水路・資料館（水害対策）⇒小田
原駅

費 用：22,000円（バス代，宿泊代，保険代，資料代を含む．昼
食代別）．

参 加確定後，地質学会関東支部の口座（別途ご連絡します）へ
お振込いただきます．

キ ャンセルについて：地質学会の規定により，以下のキャンセ
ル料が発生します．参加確定後〜巡検3日前まで50％，巡検2
日前以降100％

問 い合せ：田村糸子（首都大学東京：TEL042-677-2592, Mail 
itoko@tmu.ac.jp）
申込み期間・方法：5月31日（木）〜 7月6日（金）

申込み先着順：定員20名に達した時点で終了．メール件名
「アウトリーチ巡検参加申込」とし，my-yonezawa@y6.dion.
ne.jpまで．その際，メール本体に，氏名，所属，連絡先（電
話番号・携帯電話番号），性別・生年月日（保険契約に関わ
る情報）を記載してください．

清澄フィールドキャンプ
参加者募集のお知らせ

　今年度も引き続き京都大学理学部地球惑星科学専攻地質学鉱
物学教室のご支援を受け，フィールド教育の継承・発展を目的
とした清澄フィールド・キャンプを実施します．実習フィール
ドは東京大学千葉演習林（清澄）内の七里川ならびにその支流
ですが，地質調査の基礎的な訓練を行うには，第１級のエリア
です．京都大学が行う清澄山実習と同時期に，同じカリキュラ
ムで実施しますので教育効果が高まります．地質調査の基礎を
習得したい学生の皆さんのご参加をお待ちしています．また，
先生方には募集のご連絡などご高配を賜りたく存じます．昨年
の実施報告は、ニュースレター（2017年9月号）に掲載されて
おります（支部HPにも掲載予定）．
　ご不明な点は，日本地質学会関東支部（kanto@geosociety.
jp）までお寄せください．

協力：石油資源開発株式会社，株式会社ダイヤコンサルタント
期間：2018年8月20日（月）〜 25日（土）　5泊6日
場所：東京大学千葉演習林（〒299-5505　千葉県鴨川市清澄）
費用：40,000円程度を予定（宿泊・食事・保険・タクシー代込）

支部コーナー

☆関東支部

お知らせ

10-13_支部・院生コーナー.indd   10 18/05/31   14:08
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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

定員：最大5名（学生のみ，最少催行人数は4名）
応募締切日：7月6日（金）（＊応募書類は所定のフォーマット
を使用のこと）
応募書類や日程，持ち物など詳しくは，支部HP（http://kanto.
geosociety.jp）をご参照ください．

支部コーナー

10-13_支部・院生コーナー.indd   11 18/05/31   14:08
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はじめに
　2018年2月2日〜 4日にかけて愛媛県松山市の愛媛大学で日本
古生物学会第167回例会が開催された．今回は，この学会の様
子について報告する（写真1）．

シンポジウム・懇親会
　初日に開催されたシンポジウム「ゴンドワナ生物相-その進
化と特異性-」では，古生代から中生代にかけて特異な生物相
が進化・分布したゴンドワナ大陸を対象とした古生物学的・地
質学的研究についての講演が行われた．本シンポジウムでは，
ゴンドワナ植物の分布変遷，トリゴニア類の古生物地理学，ゴ
ンドワナ沖パンサラサ南部の前期三畳紀コノドントフォーナ，
三畳紀〜ジュラ紀の放散虫フォーナ，ゴンドワナ由来の哺乳類
の分子系統学，そして「失われた大陸」として知られる
Zealandiaの存在とその古生物学的な面についての講演が行わ
れた．
　Zealandiaに関する講演は特別招待講演として，数々の
Zealandiaに関わる論文，著書に携わったHamish Campbell博
士（GNS Science, New Zealand）により講演していただいた．
か つ て 大 陸 と し て 存 在 し た 面 積 の94 ％ が 海 中 に 沈 ん だ
Zealandia の移動履歴や，これまであまり情報が得られていな
かったニュージーランド北島に分布するHuriwai Groupの堆積
環境についての知見が語られた．古生物学的内容としては主に
Zealandiaがゴンドワナ大陸の一部であった古生代〜中生代の
二枚貝，腕足類化石，また放散虫やコノドント化石などの動物
相について述べられた．Huriwai Group上部のMatira Siltstone
か ら は 新 し く 淡 水 性 二 枚 貝Unio属 の 産 出 が 確 認 さ れ，
Zealandiaの生物相がこれまで考えられていたより更に多様で
あった可能性が示唆されているようである．

　講演終了後は愛媛大学の
生協食堂において懇親会が
行われ，地酒や特産品を使
った料理が供せられた．全
国的に見て盛んな鯛の養殖
が行われている愛媛県なら
ではの鯛めしは，一つのメ
イン料理として提供された．
愛媛県では2種類の鯛めしが
存在するらしく，これまで

「鯛めし」と言われると，鯛
を一緒に炊き込んだものを
思い浮かべていたが，こち
らは「松山鯛めし」で，懇
親会において提供された鯛
めしは白米に鯛の刺身が乗
せられ，出汁と薬味がかけ
られている「宇和島鯛めし」
であった．また，脂の乗っ

た完全養殖のスマの刺身も振舞われた．マグロに劣らず美味な
こちらの魚は，愛媛県と愛媛大学の共同研究により完全養殖に
成功し，2017年から出荷が開始されているとのことである．懇
親会では毎度のことではあるが，学生，学芸員，教員を問わず
一堂に会し，各々研究の話で盛り上がるなど終始和やかな雰囲
気であった（写真2）．Campbell博士もご家族とともに参加さ
れ，酒を酌み交わしながら様々な研究者の方々とご歓談を楽し
まれていた．

会長講演
　例会2日目の最初のプログラムは，前古生物学会会長である
九州大学の前田晴良教授による講演「アンモノイド化石を起点
としたタフォノミーの挑戦」から開始した．講演の中で個人的
に印象的だったのはアンモノイドの個体変異についての内容だ
った．アンモノイドにおいては，数十万〜数百万年のスケール
で多様な個体変異を呈することが様々な時代で認識されている
が，生態学的・分類学的には大きな問題ではないとされている．
しかし，こうした形態の違いが意味する事柄については未解決
のままであることが多いとのことである．また，同一種内にお
ける二型現象についても，成熟した個体でないと明確な二型が
認識できず，同一種の異なる成長段階の個体同士を別の種とし
て記載しているケースが複数存在するなど，分類の再検討を要
する場合も多いのが現状とされている．こうした諸問題は，膨
大な数の標本の検討に基づいたものでないと解決しないという
ことは，講演のスライドに示されたアンモノイドの個体変異を
見れば自ずと納得できるものであった．筆者は微小な甲殻類の
一種である介形虫(オストラコーダ)を研究対象としている．介
形虫は前期オルドビス紀から現在まで存在している左右2枚の
石灰質の背甲を持つ甲殻類で，化石として多産する．そのため，
標本数は一般的に得やすく，形態の変異については考察が進ん
でいる分類群である．介形虫の形態の変異についての知見が多
く得られている大きい要因は現生種の研究が進んでいる点にあ
り，生育する環境によって表面の装飾が変化することや，背甲
に性的二型が現れることも知られている．このように現生種に
同様の分類群を持ち，化石としての産出量の多い分類群であれ
ば上記のような形態の変異についての考察を行う上での比較対
象があり，考察は行いやすい場合が多い．しかし，現生種との
比較が困難な化石種の形態を考察する上では，成長段階による
形態の差など，リアルタイムで観察できるものではないため，
できるだけ多くの標本を扱うことが如何に重要かということは
容易に理解できる．
　前田教授の講演の最後は「露頭の前では万人平等」，誰にで
もチャンスはあるという言葉で締められ，若手や学生にとって
は鼓舞されるお言葉を頂いた．露頭での観察，試料採取の結果
は，経験や知識に大きく左右されるということはこれまでの
様々な場面で体験してきたので，これから赴くフィールドでは
この言葉を思い出し，より良い結果が得られるようにしていき
たいと思った．

ランチョン小集会：みんなで語ろう「若手交流の会」
　一般公演の第一部が終わった後，日本古生物学会若手交流の
会の結成に向けてランチョン小集会が開催された．岐阜県博物
館の高津翔平学芸員と金沢大学のロバート・ジェンキンズ助教
を世話人として企画されたこの小集会は，2017年3月14日〜 3
月16日に東京大学三崎臨海実験所で開催された解剖学ワークシ
ョップの際に上がった話が，本例会において古生物学会のプロ
グラムの一つという形でより多くの学生・若手研究者が集まっ
て意見交換を行うために開催された．本例会が学期末，卒論・
修論発表の時期であるにも拘わらず，参加者は会場が満席にな

日本古生物学会第167回例会参加報告

新山颯大（博士前期課程2年）
（熊本大学大学院自然科学研究科）

院生コーナー

写真1　日本古生物学会第167回
例会の案内看板
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るほど多く，学年，立場を問わず数多くの意見が寄せられた．
　筆者は現生の介形虫を対象としているため，古生物学会以外
の学会にも参加することがある．いくつかの学会では若手交流
の会が定例的に行われており，筆者がかつて参加した他学会の
若手交流の会では，菓子や飲み物が用意された会場でやや砕け
た雰囲気で行われ，プレゼンテーションなどを通して各大学や
研究機関でどのような研究が行われているのかを知る/伝える
場として機能し，各研究機関に所属する若手研究員の「横の繋
がり」を強める場となっているように感じた．研究室に配属さ
れる前や配属されたばかりの学生，また大学入学前の学生にと
ってはコミュニケーションを自発的に行う場として重宝されて
いるであろう．今回の小集会の中で出されていた意見の中で，
若手交流の会主催の巡検を行うといったことが挙げられてい
た．古生物学会の若手交流の会として行う行事としては非常に
実現性が高いと感じた．また，学会期間中の若手交流の会のみ
ならず，各地方での小さな活動も重ねることができれば，横方
向の繋がりを強めるきっかけをより多く創出でき，かつフィー
ルドで様々な視点からの議論を行える機会を設けられることか
ら，若手にとって非常に有益であると感じた．古生物学会若手
交流の会の発足が近々実現するようであれば，将来的には現在
の学部生〜大学院生が主体となって運営し，発展させていくは
ずである．筆者自身もそうした立場になる可能性も高いと思わ
れるので，他分野の若手交流の会での経験等を活用させること
ができれば何かしらの貢献ができるであろうと感じた．今回の
小集会の雰囲気は非常に良いと感じたので，このままの流れで
正式に古生物学会若手交流の会が発足した暁には，古生物学会
はより一層活気づくことが予想される（写真3）．

ポスターセッション
　本例会の一般公演のポスター発表は，高校生の発表を合わせ
て49件の発表が行われた．2会場に分かれた発表会場では，所
狭しと学会参加者がポスター前で演者と活発な議論を重ねてい
た．筆者はポスターセッションで北部ベトナムの浅海域におけ
る現生介形虫(オストラコーダ)群についての発表を行った．日
本古生物学会においては，今回が初めての筆頭演者としての発
表となった．本例会の参加者の中には，介形虫を対象とした研
究を行っている学生・研究者の数が非常に少なく，研究内容の
向上に直結するような専門的な内容に関する議論は無かったも
のの，専門外の学生・研究者を相手に発表を行うと，これまで
学内のゼミなどでは出ることのなかった疑問点，コメントが挙
げられ，答えに詰まってしまうようなこともあった．しかし，
これから様々な場で発表を行う上での改善点が見つかり，大き
な収穫となった．ポスター発表のセッションでは，半数以上が

古脊椎動物関係の発表で，コアタイム中当該する発表のポスタ
ー周辺は中々近づくこともできないほど多くの人で込み合って
おり，盛んな議論が絶え間なく交わされていた．
　本セッションでは，上部三畳系美祢層群桃ノ木層から産出し
たディキノドン類化石に関する講演が行われ，学会終了後にプ
レスリリースされた．日本国内初のディキノドン類化石の発見
であるとともに，ディキノドン類の化石記録が絶滅に向けて乏
しくなる上部三畳系からの産出は東アジアで初めての例であ
り，古生物地理に関する情報として重要な知見となった．
　数ある発表の中から，ポスター賞を受賞したのは同学年であ
る修士課程1年の学生二人であった．同学年の学生が完成度の
高い研究を行っているという事実を体感し，これからの研究活
動を行っていく上で大きな刺激となった．

まとめ
　これまで日本古生物学会への参加，聴講は多かったものの，
今回の例会で筆頭演者として初の発表を経験した．修士課程1
年から現在の研究テーマになり，未だに研究を進めていく上で
学習するべき事項が多々ある中発表に臨み，やはり自身の学習
不足を感じる点が多かった．これからは今の研究がより魅力的
なものになるよう精進していきたいと思った．若手交流の会に
ついては，より具体的な方針・活動内容などが固まり，盛んに
活動が行われることを期待したい．最後に，学会参加にあたり，
2017年度は数々の学会の開催地となりただでさえご多用な中，
例会開催実行委員会として愛媛大学での例会の開催に尽力して
くださった鍔本武久教授，堀利栄教授，岡本隆准教授，楠橋直
助教，並びに学生の方々，また，若手交流の会の小集会を企画
していただいた高津翔平学芸員，ロバート・ジェンキンズ助教
に大変お世話になり，実りのある機会となった．この場を借り
て皆さまに深くお礼申し上げます．

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（北大）
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　懇親会の様子 写真3　ランチョン小集会の様子
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