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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5月18日（金），東京都北区王子の北
とぴあにて，創立125周年の記念式典が開催
されました．記念式典は，第一部の記念講演
会，第二部の記念式典そして第三部の記念祝
賀会の三部作で構成され，講演会と式典には
174名，祝賀会には101名の皆様が参加されま
した．
　それぞれのイベントの内容は以下のとおり
です．

第一部　記念講演会

（北とぴあ・つつじホール　 10:30 〜 12:15）
記念講演「地質学はどこで生まれ，どこへ行
くのか」
　日本地質学会の創立は1893年で，世界最古
の英国の地質学会の創立は1807年です．しか
し地質学のルーツはもっと古く，16 〜 17世
紀まで遡ります．大地の現象を解明しようと
した「地球論」を端緒として，“鉱山学の父”
といわれるアグリコラの著『デ・レ・メタリ
カ』のように鉱山や人間の生活に応用する部
分が相交わって地質学は発展してきました．
これからも，さらなる理論的な深化と，災害
対応など人間生活に密接に関わる部分が相交
わって進んでいくことでしょう．今回は，地
質学のルーツを辿りながら，未来に向かって
地質学が社会にどのように関わり，そして発
展していくのかを考えたいと思います．
講師：理事・125周年記念事業実行委員長　
矢島道子
講師プロフィール：日本地質学会理事，同
125周年記念事業実行委員会委員長．古生物
学者．科学史家．理学博士．東京成徳大学
中・高等学校教諭を経て，現在，日本大学な
ど非常勤講師．著書に『化石の記憶—古生物
学の歴史をさかのぼる』（東京大学出版会）
ほか多数．

（ 講 演 内 容 は， 本 誌 に ま と め て い ま す； 
p. 6参照）

第二部　記念表彰式

（北とぴあ・つつじホール　13:30 〜 16:00）
開会挨拶　代表理事・会長　渡部芳夫（挨拶

の内容は，本誌にまとめています；本誌 
p. 9参照）
来賓祝辞
 ・ 国立研究開発法人 産業技術総合研究所　

理事長　中鉢良治 様（祝辞代読：地質調
査総合センター長　矢野雄策 様）

 ・ 一般社団法人 全国地質調査業協会連合会　
会長　成田　賢 様

 ・ 公益社団法人 日本地球惑星科学連合　会
長　川幡穂高 様

祝電披露
　以下の方々から祝電を頂戴しました．
 ・ 公益社団法人　地盤工学会　会長　村上　

章様
 ・ 国際航業株式会社　代表取締役社長　土方　

聡様
 ・ 株式会社パスコ　代表取締役社長　古川顕

一様
 ・ 日本印刷株式会社　代表取締役　佐藤正則

様
記念報告「日本地質学会125年の歩み」理事・
125周年記念事業実行委員会副委員長　佐々
木和彦（報告の内容は，本誌にまとめていま
す；p. 11参照）
125周年記念特別表彰
個人（4名：50音順）

（1）阿部國廣（地学教育の推進に貢献）
（2）小玉喜三郎（地質学の社会的認知拡大に
貢献）

（3）佐藤　正（国際研究活動の推進に貢
献）・・・ご都合によりご欠席

（4）橋辺菊恵（日本地質学会の発展に貢献）
団体（6団体：50音順）

（1）株式会社 朝倉書店（地学図書出版活動
の推進に貢献）

（2）共立出版 株式会社（地学図書出版活動
の推進に貢献）

（3）一般社団法人 全国地質調査業協会連合
会（地質学の実社会への応用に貢献）

（4）特定非営利活動法人 地学オリンピック
日本委員会（高校生の地学教育推進と地学の
普及に貢献）

（5）特定非営利活動法人 日本ジオパークネ
ットワーク（ジオパーク整備と地質学の普及
に貢献）

（6）日本放送協会（放送事業を通じ，地学の
国民的啓発に貢献）

表彰理由
阿部國廣会員（地学教育の推進に貢献）
　阿部國廣会員は，日本地質学会普及教育実
行委員会の学校教育ワーキンググループの幹
事として活躍され，初等中等教育における地
学教育の確立と普及に貢献されました．
　地学教育についての学会活動では，社会教
育や学校教育全般にわたって普及していくこ
とが必要であるとの当時の学会執行委員会の
見解に基づき，1997年普及教育実行委員会が
設置されました．同委員会に設置された学校
教育ワーキンググループ活動で中心的役割を
担った阿部國廣会員は，初等中等教育に地学
教育を根付かせることに精力を注がれまし
た．
　同時に，日本地球惑星科学連合に加盟する
学協会の教育関係会員とともに，同連合の教
育問題検討委員会委員長として多領域にわた
る地学教育の内容に関する議論を整理し，す
べての高校生が学ぶべき地球人としての科学
リテラシーのために，高等学校「理科｣ にお
ける全員必修科目の創設とその内容に関する
提言をまとめ，文部科学省と中央教育審議会
へ提言しました．同省はこれを契機に，同連
合が地学教育に関する窓口となることを認知
しました．このようにして，現行の小学校，
中学校，高等学校におけるバランスの取れた
地学教育が実施されるようになりました．
　以上のように，阿部國廣会員は地学教育の
充実に大いに貢献されており，ここに表彰す
るものです．

小玉喜三郎会員（地質学の社会的認知拡大に
貢献）
　小玉喜三郎会員は，1997年から2001年まで
工業技術院地質調査所長として，資源・環
境・防災に深く関係する地球科学の発展と成
果の国民への還元の必要性を訴えて，その指
導力を発揮されました．その後，産業技術総
合研究所副理事長としての要職を務めるとと
もに，2006年から活動を開始した国際連合の
国際惑星地球年の日本での活動推進母体であ

日本地質学会
創立125周年記念式典開催さる
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る「国際惑星地球年日本」の会長として，日
本学術会議と連携し，中核的国内学会である
日本地質学会の強力な支援を得て，数々の記
念的事業を連携して立ち上げ，その中心とな
ってこれを推進されました．
　国際惑星地球年の国内での活動としては，
関係学協会・機関が連携し，日本におけるジ
オパークの認定，地質の日の制定，国際地学
オリンピックへの参画について重点的に進め
ることが決定されました．
　2008年5月に設立された日本ジオパーク委
員会は，文部科学省など関係する多くの省庁
の合意のもとで，日本におけるジオパークの
公式認定機関として発足し，現在に至ってい
ます．日本のジオパークは年ごとに発展し，
2018年4月までに43の国内ジオパークが認定
され，そのうち8地域がユネスコ世界ジオパ
ークに認定されています．
　2007年3月に地質関係の組織・学会が発起
人となり，5月10日を地質の日とすることが
定められました．5月10日は1876年にライマ
ンらによって日本で初めて広域的な地質図で
ある200万分の1「日本蝦夷地質要略之図」が
作成された日であるとともに，1878年に地質
の調査を扱う組織である内務省地理局地質課
が発足した日でもあります．2008年よりスタ
ートした地質の日は，地学系博物館などを拠
点として様々なイベントが日本全国で毎年開
催されるようになりました．
　国際地学オリンピックについては，2008年
国際地学オリンピック日本委員会の設立によ
り，同年の第2回フィリピン大会に初めて参
加しました．以後，日本は毎年の国際地学オ
リンピックに参加し，高いレベルのメダルを
数多く獲得しています．
　以上のように，小玉喜三郎会員は地質学の
社会的認知拡大に大いに貢献されており，こ
こに表彰するものです．

佐藤　正名誉会員（国際研究活動の推進に貢
献）
　佐藤　正名誉会員は，1990年から1991年ま
で日本地質学会副会長を務められ，日本で初
めて，そしてアジアでは2回目の開催となる
第29回万国地質学会議の組織委員長として，
日本開催招致活動から精力的かつ献身的に準
備を進められ，1992年8月24日から9月3日ま
での11日間，国立京都国際会館を主会場とす
る会議を成功裏に導かれました．名誉総裁に
皇太子殿下を戴き，渡部恒三通商産業大臣の
参列をうけるなど，盛大な開会式が催され，

参加者は総計4,437名であり，これまでの大
会に比べ遜色ない国際会議となりました．あ
わせて，会議の具体的成果を含め，国内外か
ら高く評価されました．
　この会議の成功は，組織委員会の設立・運
営，募金活動，日本学術会議を含め日本地質
学会など6学協会との連携，各種団体の協賛，
国際地質学連合との協力，事務局を担った工
業技術院地質調査所の協力，等々多くの諸活
動について，佐藤　正名誉会員が総責任者と
して指導力を発揮されたことが要因のひとつ
です．
　佐藤　正名誉会員はその後国際地質学連合
の副会長の要職等を務められ，国際地質学連
合と万国地質学会議の統合化への議論や機関
誌であるEpisodesの位置づけの議論などを主
導してそれを前進させるなど，国際的に活躍
され，日本の地質科学コミュニティを代表し
て国際的貢献をされました．
　以上のように，佐藤　正名誉会員は国際的
に大いに貢献されており，ここに表彰するも
のです．

橋辺菊恵氏（日本地質学会の発展に貢献）
　橋辺菊恵氏は，1967年に本学会事務局に入
局されて以来現在まで，学会運営に必要な総
務，経理を担当されています．2002年からは
事務局長を務められ，2008年の退職後も引き
続き事務局長として招聘されて，50年に亘る
大きな貢献をされました．
　事務局の役割は，人の身体に置き換える
と，空気のようなものです．普段は意識しな
いけれど，空気が無くなると人は生きていけ
ません．学会活動も同様であり，空気のよう
に学会全ての循環・流れをスムーズに整える
役割を担うのが事務局と言えます．そのよう
な事務局にあって，橋辺菊恵氏はその時々の
学会員と多くのコミュニケーションを持ち，
学会とは何か，日本地質学会の個性とはどの
ようなものかを常に自問自答されていまし
た．そしてその経験を活かして，学会事務の
あり方をより良く改善することを，愛情を持
って継続的に実践されました．
　学会事務には，会員からの行事などの問い
合わせや会費・参加費の入金，本部行事・支
部行事における直接・間接の会計，総会や学
術大会の本部事務・本部会計，また国内外の
関連学協会との連絡調整，地質学雑誌・ニュ
ース誌の編集校正，更に会員の個人情報の管
理などがあります．橋辺菊恵氏はこのよう
な，様々な分野の広くそして細やかな多くの

学会事務について精通したエキスパートであ
り，他の事務局の方々と良く相談を行い，常
に先手を打って事務を遂行してこられまし
た．橋辺菊恵氏は，「忙しい時こそ楽しく仕
事を」と，お互いに膝を詰めて相談し合うこ
とがスムーズに事務処理が進む秘訣だと語っ
ておられます．
　以上のように，橋辺菊恵氏は学会運営を通
じ学会が125周年を迎えられたことに大いに
貢献されており，ここに表彰するものです．　

株式会社朝倉書店（地学図書出版活動の推進
に貢献）
　株式会社朝倉書店は，日本地方地質誌「東
北地方」〜「九州地方」の初版を1950年〜
1962年に，1971年〜 1984年にはこれらの4巻
の改訂版を刊行されました．このシリーズで
は「北海道地方」が未刊でしたが，日本地質
学会の編集により，2006年〜 2017年に「北
海道地方」から「九州・沖縄地方」にいたる
新シリーズ全8巻が刊行され，初めて国土を
網羅したシリーズとして完結したものとなり
ました．
　この新シリーズでは，従来の知見に加え
て，最近25年間の，地質学・地球物理学等の
多分野での日本列島の地球科学に関する知見
を網羅し，詳細で系統的なデータに基づいた
各地方の層序・化石・資源などが記載され，
それらデータを駆使して列島の生い立ちが述
べられています．執筆は，各地方の地質研究
の第一線に立つ日本地質学会会員を中心にな
されています．
　この新シリーズの刊行は，わが国の地質学
に関する最新の成果をとりまとめ，総合的に
提示したもので，地質学の普及と成果の社会
還元に大きく資するものです．また，今後の
地質学研究の進展の基礎となる極めて有意義
な企画でした．
　以上のように，株式会社朝倉書店は，日本
地方地質誌の新シリーズの刊行によりわが国
の地質学界へ大いに貢献されており，ここに
表彰するものです．

共立出版株式会社（地学図書出版活動の推進
に貢献）
　共立出版株式会社は，2001年以降2017年ま
でに「国際層序ガイド−層序区分・用語法・
手 順 へ の ガ イ ド 」（2001），「 地 質 基 準 」

（2001），「地質調査の基準」（2003），「地質学
用語集」（2004），「海洋底科学の基礎」（2016）
を出版しました．また，2004年〜 2012年に

写真左から，記念特別表彰の様子．式典後表彰者記念撮影．写真右は，天覧の間での第三部記念祝賀会の様子．
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はシリーズ「フィールドジオロジー」全9巻
を出版し，そのKindle版が2017年に出版され
ています．
　「国際層序ガイド」は，国際地質科学連合
の 国 際 層 序 区 分 小 委 員 会 が 発 行 し た
International Stratigraphic Guide 2nd ed.の
日本語訳です．2冊の「基準」は，日本地質
学会が決めた調査・研究に係る基準の解説書
です．「用語集」は和英対応の辞書であり，

「基礎」は海洋底研究の基本を解説したもの
です．これらの図書は，地質学の調査・研究
を進める上で活用されており，調査・研究の
進展に大きく寄与してきました．
　「フィールドジオロジー」シリーズは，学
部学生，地質学を専門としていないが地質学
の基礎を学びたい大学院生・地質関係実務担
当者・地質技術者，アマチュアを対象に野外
地質学の基本を解説しています．初版出版以
来，版を重ね現在でも多くの方に読まれてい
ます．電子出版もされ，スマートフォンなど
により野外調査中にも参考にできるようにな
りました．このシリーズは野外地質学の教育
と普及に大いに寄与しています．
　以上のように，共立出版株式会社は多くの
地質学専門書籍の刊行によりわが国の地質学
界に大いに貢献されており，ここに表彰する
ものです．

一般社団法人 全国地質調査業協会連合会（地
質学の実社会への応用に貢献）
　一般社団法人 全国地質調査業協会連合会
は，1962年以来，会員会社の地質調査技術の
向上とその普及，地質調査費用の標準化と適
正化，地質調査を通じた社会への貢献を目指
して，多くの活動をされています．
　会員会社が実施する地質調査により，治山
治水，斜面防災，発電施設，鉄道・道路，建
築基礎，環境保全など,様々な社会資本整備
や防災・減災,さらには自然保護に関する必
要な情報を提供してきました．
　その中で一般社団法人 全国地質調査業協
会連合会は，地質調査技術の向上を目的とし
て1966年に開始し2015年に公的資格として認
定された「地質調査技士資格検定試験」の実
施，1973年に地質調査ボーリング技術を総合
的に取りまとめた「ボーリングポケットブッ
ク」の刊行，1979年から現在も続く地質調査
技術の定期機関誌である「地質と調査」の発
行，1990年から毎年開催する研究発表会であ
る「技術フォーラム」の開催，2001年からは
本学会を含む学協会31団体が参加する「土
質・地質技術者の生涯学習ネット，ジオ・ス
クーリングネット」の運用，さらに地質調査
技術の様々な分野に関わる自主的な研究や，
応用地形判読士，地質情報管理士の資格検定
試験の実施，地質学学術交流に関する支援な
ど，現在まで多くの活動をされています．
　本学会の多くの会員も一般社団法人 全国
地質調査業協会連合会の会員会社に所属し

て，これらの活動に関わっています．その中
で特に「技術フォーラム」では，地質技術を
社会で実践している若手やベテランが多く発
表し，その場での質疑応答や意見交換も活発
であり，地質学の重要性を内外に広める代表
的な研究発表会の一つともなっています．
　以上のように，一般社団法人 全国地質調
査業協会連合会は，地質学の重要性の啓発と
地質技術の実践，地質学の社会への普及に大
いに貢献されており，ここに表彰するもので
す．

特定非営利活動法人 地学オリンピック日本
委員会（高校生の地学教育推進と地学の普及
に貢献）
　地学オリンピックは，毎年開催される国際
地学オリンピックに，わが国の代表選手とし
て高校生を選抜・派遣する事業であり，2017
年9月に第11回を迎えました．
　2007年2月に日本地球惑星科学連合に国際
地学オリンピック小委員会が設立され，日本
地質学会などの関連学会の協力のもと，国際
地学オリンピックに高校生を派遣参加させる
かどうか慎重に検討が行われました．その結
果，2007年12月にわが国の地学教育普及と振
興を目的として，第2回国際大会に参加する
ことを決定し，同時に日本地球惑星科学連合
に国際地学オリンピック日本委員会の設置を
決定しました．
　その後，2009年2月に同委員会は特定非営
利活動法人 地学オリンピック日本委員会と
なりました．現在では毎回約2000名の高校
生・中学生から国内予選を行い，代表選手4
名を選抜しています．また2016年8月に国際
地学オリンピック・日本大会を三重県で開催
し，大会を成功裏に導くことができました．
　以上のように，特定非営利活動法人 地学
オリンピック日本委員会は，わが国の高校地
学教育の普及と振興に大いに貢献されてお
り，ここに表彰するものです．

特定非営利活動法人 日本ジオパークネット
ワーク（ジオパーク整備と地質学の普及に貢
献）
　ユネスコの正式プログラムとなったジオパ
ークは，地球科学として価値の高い地質・地
形のある自然遺産を保護・保全し，教育や防
災活動，ジオツーリズムなどに活用し，地域
の持続可能な開発をめざすものです．
　日本国内のジオパーク活動の中心を担って
いる特定非営利活動法人日本ジオパークネッ
トワークは，国内のジオパークとジオパーク
をめざす地域の運営と活動をサポートする組
織です．2007年12月に，日本の地質研究者や
地質調査を行う民間団体の支援のもと「日本
ジオパーク連絡協議会」が設立され，2008年5
月には日本の地球科学の研究者が中心となっ
てジオパークの評価を行う「日本ジオパーク
委員会」が設立されました．2009年5月に「日

本ジオパーク連絡協議会」は「日本ジオパー
クネットワーク」に発展的に移行しました．
　2018年4月時点の特定非営利活動法人日本
ジオパークネットワークは，ユネスコ世界ジ
オパークを含む日本ジオパーク43地域と，日
本ジオパークを目指す18地域によって構成さ
れています．
　特定非営利活動法人日本ジオパークネット
ワークの目的は，日本のジオパークとジオパ
ークをめざす地域のネットワーク活動に寄与
すること，地域資源の保全と地域住民の意識
向上を促進すること，国内におけるジオパー
ク広報の中心的役割を担うこと，ジオツーリ
ズムの促進とサポートをすること，そして日
本のジオパークの質的向上を図ることとして
います．その中で，各地域の地質学的な特徴
が，どのようにユニークな文化や習慣をもた
らしたのかというストーリーづくりに取り組
んでいます．
　以上のように，特定非営利活動法人日本ジ
オパークネットワークは，国民に対しての地
質学の普及に大いに貢献されており，ここに
表彰するものです．

日本放送協会（放送事業を通じ，地学の国民
的啓発に貢献）
　日本放送協会は，開局以来，教育教養番組
に重点を置いて番組を編成されてきました．
その中でも自然科学や自然災害をテーマとす
るドキュメンタリー番組は，多様かつタイム
リーな放映が続いており，視聴者の幅広さを
踏まえると，我が国における地球科学や自然
防災への理解の向上に大いに貢献されていま
す．特に最近25年間のテレビ放送の技術革新
はめざましいものがあり，1994年以降の
NHKスペシャルや2010年からのハイビジョ
ン特集等の大型番組では，国内だけでなく世
界中の地域事象の鮮明映像やコンピューター
グラフィックスの高い技術を駆使し，視聴者
の理解が飛躍的に進むこととなりました．
　特に2011年の東日本大震災以降は，地震災害
に関する特別番組を毎年のように切り口を変え
て製作・放映し，地質学研究の最新の成果の普
及とともに，地球科学のリテラシー向上による
自然防災意識の向上に貢献されました．
　また，専門的な内容を扱いながら，タモリ
氏とその地域の専門家らとの楽しいやりとり
により,視聴者に地形や地質への親しみを大
いに広げた「ブラタモリ」に対し，日本地質
学会は昨年度地質学会表彰として検証しまし
た．以上のように，日本放送協会は，地質学
的に多様な生い立ちと構成をもつわが国にお
いて，安全で安心な生活の知恵ともなる地質
学への興味や親しみを広げる事業を，継続
的，積極的に進めて，国民に対する地質学の
普及に大いに貢献されており，ここに表彰す
るものです．

閉会挨拶　理事・副会長　松田博貴
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第三部　記念祝賀会

（東武サロン16F・天覧の間　16:30 〜 18:30）
開会挨拶　代表理事・会長　渡部芳夫
来賓祝辞
 ・ 特定非営利活動法人 地学オリンピック日

本委員会　理事長　川村教一 様
 ・ 特定非営利活動法人 日本ジオパークネッ

トワーク　理事長　米田　徹 様
祝宴
125周年記念事業による記念出版物等紹介　
理事・125周年記念事業実行委員会委員　緒
方信一

閉会挨拶　理事・副会長　松田博貴

125周年記念事業への醵金者

※ 記念式典直前の2018年5月9日現在（敬称
略・50音順））

個人会員
計193名558口（1口5千円以上）
名誉会員

（10口）石原舜三　岡田博有　斎藤靖二　山
田直利

（6口）波田重煕
（5口）水谷伸治郎
（4口）沖村雄二　蟹澤聰史　志岐常正　柴田　
賢　鈴木堯士　鈴木博之

（2口）秋山雅彦　猪郷久義　石崎國熙　石田
志朗　糸魚川淳二　井上英二　植村　武　黒
田吉益　佐藤　正　杉村　新　諏訪兼位　原　
郁夫　藤田　崇　町田　洋　水野篤行　村田
正文　吉田　尚

（1口）加藤　誠　中澤圭二　星野通平

正会員
（20口）石渡　明　白尾元理
（15口）井龍康文
（10口）金　光男　佃　栄吉　矢島道子　匿
名1名

（6口）天野一男　安藤寿男　小尾　亮　平　
朝彦　渡来めぐみ

（5口）太田英将　佐々木和彦　山本高司
（4口）大藤　茂　大友幸子　緒方信一　木村　
学　小井土由光　嶋本利彦　田上洋人　田宮
良一　棟上俊二　仲井　豊　藤本光一郎

（3口）石橋　隆
（2口）青野道夫　赤羽貞幸　浅野俊雄　足立
勝治　阿部國廣　荒戸裕之　在田一則　有馬　
眞　安間　莊　池田保夫　石井良治　石田　
高　市川八州夫　伊藤　孝　伊藤谷生　伊藤　
慎　井本伸広　岩部良子　岩森　光　上原康
裕　植村和彦　後　誠介　内村公大　浦野隼
臣　永広昌之　遠藤　毅　大平芳久　大和田
正明　岡田　誠　小野　晃　小幡喜一　小原
泰彦　笠原芳雄　加藤　潔　加藤芳郎　金澤
直 人　 狩 野 彰 宏　 川 端 清 司　KUEPPERS　
Andreas　木戸芳樹　木村公志　清川昌一　
倉本真一　栗原俊己　栗本史雄　小嶋　智　
小玉喜三郎　小林弘幸　小宮　剛　斎藤　眞　
齋藤文紀　榊原正幸　坂口有人　坂巻幸雄　
嵯峨山　積　櫻井皆生　佐野晋一　澤口　隆　
宍戸　章　菖蒲幸男　神保幸則　杉田律子　
鈴木徳行　醍醐隆治　高木秀雄　高嶋礼詩　
高橋直樹　高柳栄子　滝田良基　竹内圭史　
竹内　誠　武田和久　田近　淳　田村芳彦　
辻森　樹　堤　浩之　椿　和弘　利光誠一　
鳥越祐司　内藤一樹　永岡靖雄　仲川隆夫　
中里俊行　中澤　努　中野伸彦　仲谷英夫　
奈良正和　新井田清信　西　弘嗣　二ノ宮　

淳　楡井　久　橋本修一　長谷川敏喜　林　
誠司　久田健一郎　平田大二　平野義明　廣
木義久　福冨幹男　藤林紀枝　星　博幸　保
柳康一　堀ノ内　央　本合弘樹　松田達生　
松田博貴　松田義章　三浦　亮　水野清秀　
満岡　孝　宮下純夫　向山　栄　森野善広　
山口耕生　山崎俊嗣　山路　敦　山野井　徹　
山本芳樹　吉田晶樹　米田茂夫　和田穣隆　
渡部芳夫　匿名3名

（1口）荒木英夫　石井秀明　江藤哲人　北里　
洋　君波和雄　阪口和則　芝川明義　田切美
智雄　丹羽俊二

賛助会員，企業・団体
計36団体（1口5万円以上：35団体52口，1口
未満：1団体）
賛助会員

（2口）応用地質株式会社　川崎地質株式会社　
基礎地盤コンサルタンツ株式会社　株式会社
建設技術研究所　国際航業株式会社　国際石
油開発帝石株式会社　石油資源開発株式会社
総合地質調査株式会社　株式会社ダイヤコン
サルタント中央開発株式会社

（1口）興亜開発株式会社　ＪＸ石油開発株式
会社　株式会社日さく　株式会社ニュージェ
ック　株式会社パスコ
企業・団体

（3口）大成建設株式会社
（2口）株式会社愛智出版　清水建設株式会社　
一般社団法人全国地質調査業協会連合会　株
式会社阪神コンサルタンツ　山本司法書士事
務所

（1口）株式会社アサノ大成基礎エンジニアリ
ング　株式会社安藤・間　株式会社九州地質
コンサルタント株式会社京都フィッショント

記念事業による出版物等（上段左から，はじめての地質学，英語版ジオルジュ，記念クリアファイル，会員カード，下段は，地質学雑誌記念特集号）
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ラック　四国電力株式会社島建コンサルタン
ト株式会社　中電技術コンサルタント株式会
社　西日本技術開発株式会社　日本原子力発
電株式会社株式会社蒜山地質年代学研究所　
株式会社復建技術コンサルタント　北電総合
設計株式会社　八洲開発株式会社　匿名 1社

（1口未満）NPO法人日本地質汚染審査機構

学会の沿革

189 3（明治26）　東京地質学会 創立　地質学
雑 誌 創 刊（The Geological Magazine．
現在 Journal of the Geological Society of 
Japan）

193 4（昭和9）　日本地質学会に改称
195 3（昭和28）　日本地質学会賞 創設
200 8（平成20）　一般社団法人日本地質学会 

設立
201 0（平成22）　任意団体日本地質学会 解散．

すべての事業及び財産を一般社団法人に

移行
201 8（平成30）　創立125周年 
201 8年4月現在　会員数：約3,600名

一般社団法人 日本地質学会　主な役員

（※2018年5月1日現在）
代表理事・会長：渡部芳夫
理事・副会長：松田博貴

執行理事
常務理事：齋藤　眞
副常務理事：安藤寿男
運営財政部会　緒方信一・西　弘嗣
学術研究部会　岡田　誠・山田泰広
広報部会　坂口有人・小宮　剛・内藤一樹
編集出版部会：中澤　努・田村芳彦
社 会貢献部会：平田大二・杉田律子・廣木義

久・辻森　樹

理事
天野一男・有馬　眞・市川八州夫・井龍康
文・大藤　茂・笠間友博・狩野彰宏・亀尾浩
司・川端清司・川辺文久・清川昌一・佐々木
和彦・澤口　隆・沢田　健・菖蒲幸男・竹下　
徹・田村嘉之・仲谷英夫・奈良正和・楡井　
久・福冨幹男・星　博幸・保柳康一・松田達
生・三田村宗樹・向山　栄・矢島道子

理事会議長：向山　栄
理事会副議長：佐々木和彦
監事：藤本光一郎　山本正司
事務局長：橋辺菊恵

125周年記念事業実行委員会
委員長：矢島道子
副委員長：佐々木和彦
委 員：天野一男・永広昌之・緒方信一・佃　

栄吉・久田健一郎・平田大二・宮下純夫・
渡部芳夫 

　日本地質学会は創立125周年を迎えました．
125周年を記念して，「地質学の過去・現在・
未来」について話したいと思います．まず，
125周年記念ポスターに注目してください．
このポスターは125周年記念実行委員会の知
恵を集めて製作しました．現在の地質学は多
岐にわたっていますので，GEOLOGYの文字
の中に多様な地質学のジャンルを図と文字で
入れてみました．そして，125周年記念のロ
ゴがルーペに基づいていましたし，地質学会
のロゴにハンマーがありますので，地はフィ
ールドノートを意味する方眼紙にし，プロト
ラクターと鉛筆を配して，地質学者の必需品

を表してみました．地質学の歴史と，その現
状をデザインしてみたものです．

１．地質学の歴史の一端を4つのトリ
ビアで

　地質学の歴史全体を1時間で話すのはとて
も無理ですので，まずはトリビアを4つ話し
ます．トリビアと言うよりも，エピソードと
言った方がよいのかもしれませんが，トリビ
アとしておきます．

125周年記念事業実行委員会委員長　矢島道子

記念講演会「地質学はどこで生まれてどこへ行くか」

左から，図1　ダーウィン『種の起原』中の
たった1枚の図．図2　種の枝分かれを示す
図．ダーウィンの手記から．

125周年記念ポスター
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1-1．トリビア1　ノーベル賞
　ノーベル賞には地質学部門がありません．
その理由はわかりません．しかし，創設者の
アルフレッド・ノーベル（Alfred Bernhard 
Nobel 1833- 1896）が地質学に近いところに
いたことは確かです．
　アルフレッド・ノーベルはダイナマイトの
発明特許で大きな財産を築き，遺産をノーベ
ル賞にしました．梶（1994）によれば，アル
フレッドの父はペテルブルクで水中火薬を製
造し，次兄ルードヴィックは砲架を製造して
いました．そして，1876年，アルフレッドは
長兄ロベルトと次兄とともに現在のアゼルバ
イジャンのバクーでノーベル兄弟石油会社

（The Petroleum Production Company Nobel 
Brothers, Limited Branobel ともいう）を設
立しました．1878年には世界で最初の石油タ
ンカー「ゾロアスター」を作り，使用しまし
た．ロシアでトップの石油精製会社でした．
この会社は1920年にポリシェヴィキのバクー
制圧に伴い国有化されるまで存続しました．
そして，ノーベル兄弟石油会社はスウェーデ
ンに移りますが，その正式な解散は1959年で
した．さらにノーベル賞は1901年から始まっ
たもので，まさに20世紀の産物です．

1-2．トリビア2　ダーウィンは地質学者
　私はカイミジンコの化石の研究をして生物
の進化を探ろうとしました．あまりうまくい
きませんでしたが．ダーウィン（Charles 
Robert Darwin 1809-1882）はもちろん生物
の進化の道すじ・その営力を明らかにしまし
た．不遜ではありますが，進化つながりとい
うことで，私はダーウィンが大好きです．一
般には，ダーウィンは生物学者ということに
なっていますが，実は，ダーウィンは地質学
者だと考えられる業績も残しているのです．

　『地質学者・ダーウィン』（Herbert, 2005）
という本も出ています．ハーバートは，ケン
ブリッジ大学に所蔵されているダーウィンの
遺品を調べました．遺品にはハンマー，地層
の傾きを測るクリノメーター，鉱物の面角を
はかるゴニオメーター，フィールドノートな
どがあります．125周年記念のポスターを思
い出していただきたいものです．ダーウィン
は岩石の薄片標本も作っていました．ダーウ
ィンの岩石標本はきれいにトリミングされて
います．ダーウィンはビーグル号に乗って世
界周航の旅に出ましたが，ダーウィンの作図
した南米の地質図と断面図もあります．
　『ダーウィン自伝』（八杉龍一・江上生子
訳，2000）には，ダーウィンの生まれたシュ
ルーズベリーという町にベルストーンがあ
り，ダーウィンはその起源についていろいろ
な意見があったことを小さい時から耳にして
いて，地質学に興味をもったと書いてありま
す．ベルストーンがどんなものか，日本の生
物学史家はずっと無視していました．私は，
シュルーズベリーに行って，ベルストーンを
見てきました．鐘の形をしている石ですが，
氷河の迷子石なのです．ダーウィンは小さい
時から植物や動物と共に，石や石の起源の議
論にも親しんできました．
　ロンドン地質学会は1807年創立で，世界で
1番古い地質学会です．すでに2007年に創立
200年を記念しています．Wollaston Medalは，
その学会の1番古い賞です．パラジウムを発
見したり，カメラルシダを発明したウォラス
ト ン（William Hyde Wollaston 1766 - 1828）
が遺産を寄付したものです．地質学にはノー
ベル賞がないので，Wollaston Medalが1番権
威のある賞かもしれません．ダーウィンはロ
ンドン地質学会の事務局長を無給で務めたこ
ともありますが，それとは関係なしに1859年

2月にWollaston Medalをもらっています．11
月に『種の起原』が刊行されていますから，
その直前です．ダーウィンはライエルの『地
質学原理』を読んで地質学を勉強したと言わ
れていますが，ライエルのWollaston Medal
の受賞は1866年でダーウィンよりもだいぶ後
なのです．ちなみに日本人では2003年に久城
育夫先生が受賞されています．
　ダーウィンの主著『種の起原』を読んでみ
てください．終わりのほうで，地質学は高貴
な科学と書いてあります．そして『種の起
原』に入っているたった1枚の図を見てくだ
さい（図１）．この図をダーウィンは2回引用
して説明しています．横線は第4章では世代
を，第10章では地層を表しています．分岐し
た線は生物の時間経緯を表しています．この
図は時間軸が縦方向です．それも下から上へ
と時間が流れます．時間軸が縦の図は地質学
者しか使いません．これは地質学独自の論
理・手法なのです．生物学者はこの図の意味
がよくわからないので，ダーウィンのレッド
ノート，すなわち手稿に載っている図（図
２）を使って枝分かれの進化理論を説明する
ことがよくあります．この図は，枝分かれは
よく表していますが，時間の概念が入ってい
ないのです．
　ダーウィンは1809年に生まれて1882年に亡
くなっていますので，まさに19世紀の人です．

1-3．トリビア3　第四紀，第三紀
　今，チバニアンが人々の口の端にのぼって
いますが，これは第四紀の78万1千年前から
12万6千年前を示す時代名をどうするかとい
う世界的な問題です．
　学生の頃，地質時代名を習ったときは第三
紀と第四紀がありました．学生の時にはあま
り不思議に思わなかったのですが，ふと，第
一紀と第二紀はどうしたのだろうかと思いま
した．『種の起原』を読んでいたら，第二紀
は出てきましたが，第一紀はついにどこにも
見つけることができませんでした．なぜかと
いうと，primaryを始原紀と訳していたので
す．

　 第 一 紀， 第 二 紀， 第 三 紀 は ド マ イ エ
（Benoît de Maillet 1656-1738）が『テリアメ
ド（Telliamed）』（1748），という本に書きま
した．死後出版です．テリアメドはドマイエ
の名前を逆に読む言葉遊びをしたものです．

『テリアメド』はその当時に広く社会に流通
していたものの考え方をまとめたものです．
最初に陸地があって，これを第一紀としまし
た．ですから化石の出ない地層です．次に第
一紀（の地層）が侵食され堆積してできたの
が第二紀．第二紀には化石が出ます．そして
第二紀（の地層）が侵食され堆積したのが第
三紀という具合です．図3は『テリアメド』
に出ている図ではなく，ゴオー（1999）に掲
載されている，現在の地質学史家が描いた説

図 3 　 C a r o z z i ,  i n 
Schneer, (1969)より第
一紀，第二紀を示す
図．
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明図です．
　 そ の あ と， イ タ リ ア の ア ル ド ゥ イ ノ

（Giovanni Arduino 1714-1795）がアルプス
の地質に第一紀，第二紀，第三紀というドマ
イエの枠組みを採用しました．第四紀は19世
紀に入って，第三紀の上に新しい地層が発見
されて，作られたものです．
　一から四の数字はあくまで順番をあらわし
ているだけで，相対的なものですから，場所
や国が違うとつながらなくなります．世界的
には対比できませんので，不便ですからしだ
いに使われなくなりました．第一紀と第二紀
はすぐなくなりましたが，第三紀と第四紀は
国が違ってもつながっていると理解されてい
ましたので，前の二つよりもずっと長い間使
われていました．ただあくまでも相対的なも
のですから，第三紀は近年使われなくなりま
した．第四紀も地質学者はもう使いたくない
のですが，第四紀は基本的に人間（ヒト）の
時代なので，考古学や人類学などでは便利だ
から，残ったというわけです．こういった地
質時代の制定は18世紀ころから始まったとい
えましょう．

1-4．トリビア4　デカンショ
　最後のトリビアになります．私は最近，デ
カンショ節を凄いなあと思うことがありま
す．デカルト（René Descartes 1596-1650），
カ ン ト（Immanuel Kant 1724-1804）， シ ョ
ー ペ ン ハ ウ エ ル（Arthur Schopenhauer 
1788-1860）を半年でマスターする，後の半
年は寝て暮らすのですから．最近になってデ
カルトの本を読むことが多くなりましたが，
理解するのにとても半年では終わりません．
実は，デカルトは地質学の始まりの理論＝地
球論を述べています．またカントも，ラプラ
スと一緒に宇宙論を述べています．
　デカルトの地球論は『哲学原理』第4部に
書いてあります．日本語の『哲学原理』は大
方が第2部までしか訳されていませんので，
多くの人の目に触れていませんが．デカルト
の地球論は1644年に出版され，その後，多く
の地球論が出ました．地球論は少なくとも17
世紀には始まっていたのです．

1-5．4つのトリビアの謎解き
　なぜトリビアを４つ並べたのか．それは，
地質学的な学問は16-17世紀からずっと，続
いてきたということを申し上げたかったので
す．ともすれば，地質学は19世紀の学問だと
か，ハットンとライエルの斉一説で始まった
とか言われることが多いのですが，地質学は
もっと長い歴史をもった，由緒正しい学問な
のです．
　地質学は19世紀の学問だろうかという問題
をもう少し述べます．たとえば，世界で最初
の地質図をつくったのはイギリスのウィリア
ム・スミス（William Smith, 1769-1839）と
いわれていますが，そうではないという説も

あります．たとえば，フランスのラヴォアジ
ェがいます．ラヴォアジェ（Antoine-Laurent 
de Lavoisier 1743-1794）は化学者として有
名で，フランス革命でギロチンにあったこと
や，ラヴォアジェ夫人も女性の化学者の最初
として有名です．このラヴォアジェがゲター
ル（（Jean-Étienne Guettard 1715-1786） と
一緒に地質調査をして地質図を出版しまし
た．地質図ではなく鉱物図とタイトルが書い
てありますが，まさに地質図です．18世紀の
ことです．
　地質学という呼称はかなり古いものです．
ア ル ド ロ ヴ ァ ン デ ィ（Ulisse Aldrovandi，
1522-1605） が 使 っ て い ま す（Vai and 
Cavazza, 2006）．その後，Geognosyが使わ
れることが多く，デラック（あるいはドリュ
ックJean-André Deluc 1727-1817）が，1778
年に出版した本の脚注につつましく地質学と
命名して「地質学」の使用が増えました．
　有名な水成説-火成説の論争も19世紀には
じまったのではなく，古くから行われていま
した．
　物理学も化学もだいたい16，17世紀の科学
革命のころ始まっています．地質学だけが19
世紀から始まった若い学問ではなく，他の学
問と同じような歴史をたどっています．地質
学は由緒正しい科学なのです．

2．自然史と資源の開発と理論の三つ
のないまぜの歴史

　地質学の歴史を概観すると，自然史と資源
の開発と理論の三つのないまぜで進んできた
といえましょう．たとえば金という話題を考
えてみましょう．金は重要で高価ですから，
昔の人も一所懸命に取り組みました．まず，
どこにどれくらいの金があるか報告が必要で
す（自然史）．実際に金を掘っているところ
ではどのように掘ったらいいかが大問題です

（資源の開発）．学者は少し離れたところにい
て，金はどうしてできるのだろうと考えます

（理論）．

2-1．自然史
　自然史の世界をもう少し見てみましょう．
Natural Historyは自然史でも，自然誌でも，
博物学でも，ナチュラルヒストリーでも好き
なことばをお使いください．いまだ訳語は確
定していませんから．自然史の世界は古いで
す．古代ローマのプリニウス（Gaius Plinius 
Secundus 23-79）の「Historia naturalis（一
般には博物誌）」が有名です．プリニウスは
ヴェスヴィオス火山の爆発を調査に行って，
火山ガスで亡くなっています．その後，甥の
小プリニウスが後を継ぎました．
　どこに何があるという記載が主になった自
然史，博物学はどこの国でも行われており，
日本でも『日本書紀』に石油の事が出てきま
す．時代が下って江戸時代になると木内石亭

が『雲根志』と題された本を執筆しました．
この本の題は，雲の根，雲がわくところ，す
なわち山であり，岩のことを意味しています．
欧米の自然史の世界で，私の好きなところは
17世紀の欧米の博物館です．大航海時代を経
て，アフリカやアジアやアメリカから見たこ
とのないものがたくさん入ってきます．王侯
貴族が財産を尽くして蒐集したのです．『驚
異の部屋』の時代でもあります．これは博物
館のもとであり，化石研究のもとであり，鉱
物研究のもとでもあります．このあたりはも
っと日本に紹介されていいところです．ただ，
日本は長い鎖国の後，明治時代になって国を
開いたら，欧米の科学・技術が大変進んでい
ることに気が付き，追いつき・追い越せと自
然史の部分を除いて，日本の科学が進んでき
た傾向があるところに問題があります．

2-2．資源の開発
　２つめの資源の開発の世界は，これは経済
が関わってきますから，みなさん必死です．
アグリコラ（Georg Agricola 1494-1531~1535）
の『デレメタリカ』は採鉱や冶金の技術を扱
った16世紀の著作です．ラテン語で書かれて
いますが，英語に訳したのは，のちに大統領
になったフーヴァー（Herbert Clark Hoover 
1874-1964）です．フーヴァーは鉱山技術者で
した．欧米のどこの鉱山も鉱山図絵をもって
いました．そして日本にもたくさんの鉱山図
絵があります．私のあまり研究していないと
ころなので，軽くふれるのみにしておきます
が，ここは地質学の歴史の中で重要です．

2-3．理論-地球論
　いよいよ3つ目の理論の世界に入ります．
地質学の理論を考えるうえで，これまであま
り触れられていない17世紀に着目する必要が
あるのではないでしょうか．デカルトから始
ま り， キ ル ヒ ャ ー（Athanasius Kircher 
1601-1680））， フ ッ ク（Robert Hooke 1635-
1703），ステノ（Nicolaus Steno 1638-1686），
ス ピ ノ ザ（Baruch De Spinoza 1632-1677），
ラ イ プ ニ ッ ツ（Gottfried Wilhelm Leibniz 
1646-1716）と綺羅星のように，研究者という
より，哲学者が地球について考察し始めます．
　地球論の中でいくつか好きなものだけ触れ
ます．キルヒャーは奇妙な図を描く研究者と
して知られていますが，実は，奇妙な図はか
なりよくできていて，17世紀の考え方がよく
わかります．彼はヴェスヴィオス火山の火口
の中に入って調べているのです．
　ロバート・フックの『ミクログラフィア』
は顕微鏡で初めて細胞を見たということで知
られていて，生物学の教科書によく出てきま
す．物理の教科書に出て来るばねの法則であ
るフックの法則は同じフックです．そして，
フックは化石もたくさん研究し，地震につい
ての講義もしているのです．
　知る人ぞ知るのはステノで，面白いのは地
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層累重の法則と面角一定の法則が両方とも
「固体の中の固体」というひとつの命題から
導かれているところです．地層のほうはイタ
リアの実際の地層の積み重なりを説明するた
めに導かれました．詳しくは山田（2017）を
ごらんください．

3．これからの地質学

　地質学の歴史は調べれば調べるほどおもし
ろいことが見つかって，ついつい深入りをし
てしまいます．もう時間も時間ですから，地
質学の長い歴史をふまえて，これからどの方
向に地質学は進んでいくかという話を少しだ
けしたいと思います．
　自然史，資源の開発，地球論の３つのない
まぜ合わせは同じだと思いますが，これから
は資源のところに，エネルギー，災害—防災
などが入ってくると考えられます．
　自然史に関しては，ジオパークという最近
導入された新しい制度が新しいことがらをも
たらす可能性があります．最近の地質学は海
洋や宇宙といった領域も対象にし始めました．
　資源の開発などの地質学の応用面も変わり

つつあります．必要に応じて進んできた応用
地質学が新しい地質学を切り開く可能性もあ
ります．
　科学が新しい理論を切り開くときは，２つ
の場合があるといえます．新しいデータが得
られて今までの理論では説明がつかなくなっ
たときと，データは変わっていないが人々の
考えが変わった時に見られることが多くあり
ます．重要な地質学の理論としてプレートテ
クトニクスと大陸移動説が挙げられますが，
プレートテクトニクスはやはり，海底のデー
タがたくさん入手できたことで導かれたと思
いますし，大陸移動説は新しい考え方が導入
されたことによるのではないでしょうか．
　これから地質学がどうなっていくか，とて
も楽しみなところであります．

文　献
Carozzi, A. V. “de Maillet’s Telliamed (1748): 

An Ultra-Neptunian Theory of the Earth” 
in Schneer, C. J. [ed] “Toward a history of 
geology” M.I.T. Press 1969

ダーウィン，チャールズ（八杉龍一訳）『種
の起原上・下』岩波文庫，1990

ダーウィン，チャールズ（八杉龍一・江上生
子訳）『ダーウィン自伝』ちくま文庫，
2000

ゴオー，ガブリエル（菅谷暁訳）『地質学の
歴史』みすず書房，1997

Herber t ,  Sandra  “Char l e s  Darw in , 
Geologist” Cornell University Press, 2005

梶　雅範，1994，第9章科学技術，in　原卓
也監修　『世界の歴史と文化ロシア』　新潮
社， 299-300.

山田俊弘（ヒロ・ヒライ編集）『ジオコスモ
スの変容：デカルトからライプニッツまで
の地球論』勁草書房，2017

Vai, Gian Battista and Cavazza, William, 
2006, Ulisse Aldrovandi and the origin of 
geology and science. Special Paper of the 
Geological Society of America 411:43-63.In 
book: Special Paper 411: The Origins of 
Geology in Italy

（注）本講演で使用したスライドは，学会HP
に掲載しています．あわせてご覧下さい．
http://www.geosociety.jp/125th/content0001.
html

高貴なる科学，由緒正しい科学，地質学よ永遠であれ！

緒言
　本日は，一般社団法人日本地質学会創立
125周年の記念式典にあたり，会員の皆様に
加えて，地球惑星科学連合をはじめとする関
連学協会のみなさま，産業技術総合研究所・
国立科学博物館ほかの研究機関，そして全国
地質調査業協会連合会をはじめとする本学会
賛助会員の各社のみなさまのご臨席をいただ
き，誠にありがとうございます．
　最初に会長の私より，本学会創立125周年
記念事業のご紹介をさせていただきます．

創立時の日本の状況
　最初に本学会の創立について，簡単にご紹
介します．
　午前中の矢島理事の記念講演にもありまし
たとおり，学会創立前後の日本では，まさに
日本の地質学の礎が形作られつつありまし
た．1877年に創立された東京帝国大学は最初
の国立大学で，1879年には東京地学協会が設
立されております．東京地学協会を創設され
たのは，父親が伊能忠敬の弟子であった榎

えの

本
もと

武
たけ

揚
あき

です．ヨーロッパ在遊中に英国王立地理
学会がイギリスの発展に寄与していることを
見聞して協会設立を決意したもので，その外
遊には初代東京大学総長となった渡邊洪

ひろ

基
もと

も
帯同しておりました．
　この時期には，日本最初の広域地質図を発
行したライマン，地震学会を創立したミルン，
地質調査所を設立した帝国大学初代地質学教
授のナウマンといった面々も滞在中の折，ま
さに日本の地質学の夜明けの時代でした．

創立時の日本地質学会
　そしていよいよ1893年，すなわち明治26年
の5月13日に，当時国内唯一の国立大学であ
る東大理学部地質学教室から誕生したのが，
本学会の前身となる東京地質学会です．当初
の会員数は50名ほどで，草創期の本学会には
会長職がなく，創設12年目の1905年に会則が
変更されて会長職が設けられました．その初
代会長が，東京大学の鉱物学の教授（北海道
の地質構造論と白亜系生層序）神

じん

保
ぼ

小
こ

虎
とら

でし
た．

125年間の発展
　さて，初代神保会長以来110年ほど経ち，
現職の私で数えること第54代となります．会
員数も現在，3,600名を数える規模になって
おります．
　現在に至るまでの日本地質学会の発展の歴
史においては，地質図の整備に見られるよう
な日本の地質体系の精査と資源エネルギー探
査に係る「国土の把握」の時代（地質調査所
による1 ／ 100万の大日本帝国地質図の発行：
1898年）を経て，ヨーロッパアルプスの研究
に並ぶ大断層やナップ構造論の進展による

「大構造論」の時代，そして新しい分析機器
や実験技術の発展による「実験岩石学による
地殻成因論」と「惑星科学」への発展や，地
磁気や微化石の理解の進展による海洋底進化
の「プレートテクトニクス時代の島弧論」の

代表理事・会長　渡部芳夫

会長開会挨拶
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125 周年記念式典

ブレークスルーが次々に訪れました．これら
の地質学の進歩には，この間における日本地
質学会会員の諸先輩の弛まないご研鑽とご努
力が含まれており，これに深く敬意を表する
ものであります．

100周年
　この間には，去る1993年4月3日，日本地質
学会100周年記念式典が，東京大学教養学部
で開催されました．その前年には，４年ごと
に開催されるIGC万国地質会議が日本で初め
て京都で大々的に開催され，その組織委員長
には筑波大学の佐藤 正先生がつかれました．
また，日本第四紀学会，日本岩石鉱物鉱床学
会，日本古生物学会，そして資源地質学会と
の共同編集にて本学会の公式欧文誌である
The Island Arcが発刊されており，日本の地
質学の集大成と国際化が一歩進んだタイミン
グでした．
　100周年記念出版物としては，75 周年記念
出版物の「日本の地質学」を大きく改訂した
学問の進歩の歴史書でもある「日本の地質学
100年」が発行され，記念式典，記念表彰，
記念講演会と記念祝賀懇親会等が開催されま
した．

125周年記念事業全体
　さて，それから25年を経た今回の125周年
記念事業になります．今回は，矢島道子理事
を委員長とする創立125周年記念事業実行委
員会を中心に，足かけ２年を準備に費やして
まいりました．ここで記念事業の内容につい
てご紹介を簡単にさせて頂きます．
　公開の催し物として，まず本日（5月18日）
の記念式典がございます．また，国際的な学
術記念シンポジウムを，当学会と協力関係に
ある５カ国からのご参加を得て9月北海道大
学にて開催いたします．
　記念出版物としては，地質学雑誌にて最近
25年間のレビュー特集号を昨年度から２年間
にわたって掲載中です．また，一般向けの地
質学普及書籍である「はじめての地質学」を
昨年9月に出版するとともに，学会広報誌

「ジオルジュ」の記念英文特別号を，記念式
典に向けて発行いたしました．さらに，「県
の石図鑑−全国都道府県の岩石・鉱物・化石
−」の記念出版に向け現在編集のさなかにお
ります．同時に専門書として昨年出版いたし
ました「Geology of Japan」も，ロンドン地

質学会と共同編集で記念出版したところで
す．
　その他の関連グッズに加えて，学会員の皆
様には，デジタル処理を可能とした会員カー
ドを昨年記念発行し，お渡ししたところで
す．
　なお，これらのいくつかは，本日ご出席の
皆様のお手元にご用意されていると聞いてお
ります．

創立125年目の現在位置
　今回の創立125周年記念事業の目的には，
最終的には地質学という学問の再認識とさら
なる発展を，日本地質学会がその一端を担っ
て先導すべく決意をお伝えすることでもあり
ます．この点について，それぞれの記念事業
に関連したご説明を簡単に申し上げます．
　まず現在位置の確認です．先の「日本の地
質学100年」の記念出版以降，最近25年間に
焦点を合わせた地球科学各分野の進展や成果
を，今回は単行本ではなく，地質学雑誌特集
号として2017年から２年間にわたって分野ご
とに順次発行しております．要点は，合計14
分野に及ぶレビューを本学会専門部会が中心
となってまとめ，原則として隔月で出版して
いる点にあります．
　この25年間の地球科学の進歩について改め
て拝見いたしますと，数多くのブレイクスル
ーが思い起こされます．それについては次の
記念講演に譲らせていただきますが，この間
の日本地質学会賞受賞業績を拝見し直しても
まさに，いずれも地質学の理解をよりグロー
バルにしつつ，同時に総合科学的な技術を駆
使してより細密化する進歩が大きく進んでい
ることを再確認いたしました．

社会と地質学のグローバリズム：札幌国際シ
ンポジウム
　特に近年には，大陸から分離した島弧地殻
の構成の理解の元で，従来の日本列島の地域
地質の研究が，近隣諸国の連続地質帯の調査
研究を伴うようになって来ています．日本地
質学会では，韓国，タイ，台湾，モンゴル，
ロンドンの海外５地質学会との互恵的相互協
力関係にあり，特に韓国地質学会とは密接な
お付き合いを継続しています．このような関
係をさらに周辺各国に広げると共に，学会員
の皆さんの研究だけではなく，一般市民のみ
なさまに対しても恩恵となるべく，その特別

な機会として札幌での国際シンポジウムを計
画いたしました．そこでは内外各国での市民
生活と地質学の関わりについて，分かりやす
い講演を予定しています．

成果普及とリテラシー向上
　二つ目は日本の社会における地学リテラシ
ーの向上と地質学の認知の必要性です．繰り
返される自然災害の多くは地質災害でもあ
り，被災者の皆様や自治体，そして国の対応
においてリテラシーの向上が望まれ続けてき
ました．
　日本地質学会は，地質学の最新の知識を社
会の知恵として利用頂くために，一般公開プ
ログラムや地質情報展などを全国に展開する
などの手段を尽くしていますが，これについ
ては全国規模の諸活動や企業のみなさまとの
協調が不可欠だと認識しております．
　本式典にもお越し頂いております，地学オ
リンピックや各地のジオパーク活動，専門と
普及の両面からのタイムリーな書籍出版，映
像技術の進歩を反映した質の高い公共放送な
どは，学会自らが行う事が難しいこと，すな
わち自ら気づかれておられない潜在的なカス
タマーに，地学の知識をお渡しすることで，
問題解決の知恵としていただくアウトリーチ
として，最も効果的なものだと敬意を表しま
す．
　また，賛助会員でおられます各社をはじめ
とする業界各社のみなさまにも，本学会への
引き続くご協力に答えるべく，成果の共有や
協働作業を進めたいと存じます．
　これらの決意に基づき，学会・地質学が社
会に対して大きな貢献をいただきましたみな
さまに，本日創立125周年記念表彰を差し上
げる機会を設けさせて頂きました．

結語
　以上，記念事業のご説明を簡単にさせて頂
きました．
　なお，最後になりましたが，本事業特別会
計に対してご寄付を頂きました，学会員，賛
助会員，関連会社・団体のみなさまに厚く御
礼を申し上げます．

（注）本挨拶で使用したスライドは，学会HP
に掲載しています．あわせてご覧下さい．
http://www.geosociety.jp/125th/content0001.
html
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　このたび，125周年記念式典において多く
の皆様に，当学会の125年にわたる歩みをご
説明しようと考えました．125年の歩みをま
とめるにあたっては，社会の動きや自然災害
の履歴と重ねることにより，学会がどのよう
な活動をしてきたかが，よりわかるようにし
ました．また，会員数や学会費など，会員が
直感として理解しやすい指標の時間的変遷も
整理してみました．では，日本地質学会125
年の歩みをみていきましょう．
　日本地質学会は，地質学の発展や普及を目
指して1893年に創立し，今年2018年は創立
125周年にあたります．学会には，大学や研
究機関の研究者，学校の先生，企業の地質技
術者，大学生・大学院生など約3,600人が所
属し，我が国の地球科学関連学協会の中では
最大の規模であると言っても過言ではありま
せん．
　この四半世紀には，とくに自然災害や地球
環境問題への対応，社会の持続的発展と国土
の強靱化に向けて，地質学が担うべき地質環
境の評価と適切な情報提供に注力してきまし
た．また，創立125周年を契機として，先端
的研究の推進やジオパーク，地学オリンピッ
クなどを通じた全国民的な地学教育の充実に
も邁進しています．
　その結果，自然災害や地圏の安全・安心な
利活用に対する国民の理解が高まり，社会の
持続的発展や新たなイノベーションを支える
ことができるようになると確信しています．

地質学に対する社会的な要請
　地質学に対する社会的な要請の変化をまず
みてみましょう．スライドでは，明治以降今
日までの約150年の主なイベントを図や写真
で示して時間軸としました．図の縦軸は，地
質学に対する社会の要請の程度を示したもの
であり，上にいくほど社会の要請が大きいと
思ってください．
　1868年の明治維新以降，近代化のための鉱
物資源開発が盛んになりました．当時の社会
要請は，いわゆる「資源地質学」が主体でし
た．一方，明治後半から国内の社会インフラ
整備が進み，いわゆる「土木地質学」も資源
地質学同様，社会から要請されるようになり
ました．
　1945年の終戦後は，戦後復興のための石
炭・石油開発と社会インフラ整備が急務とさ
れ，「資源地質学」と「土木地質学」が必要
とされました．
　1950年代後半から1970年代前半の高度成長
期には，資源地質分野では金属資源や天然ガ
ス開発が盛んになったもののそれまで主力で

あった石炭産業が衰退し，「資源地質学」は
全体に低調となってきました．代わりに，新
幹線，高速道路，空港整備などに対応する

「土木地質学」が主流となってきました．
　昭和の後半から，地震災害や土砂災害から
人や社会を守るための「防災地質学」や地質
汚染の社会現象を契機とした「環境地質学」
が社会に必要とされてきました．
　平成に入ると，公共事業の縮小により，

「土木地質学」のテーマも社会インフラの開
発から維持管理に変わり始めました．そのか
わり，阪神淡路大震災や地球温暖化防止を契
機に，「防災地質学」や「環境地質学」が伸
びてきました．
　2010年以降は，「防災地質学」や「環境地
質学」の発展に加え，事前に地質リスクを評
価して社会活動を適切に進めるという考え方
から「地質リスク学」が誕生しました．「土
木地質学」では少ない公共事業費を効果的に
活用するため，維持管理分野での活躍が期待
されています．また，「資源地質学」では，
新エネルギー開発やＣＣＳ，メタンハイドレ
ード，レアメタル・レアアースなどの開発が
不可欠となってきています．
　このように，地質学は時代時代の社会状況
や社会要請に応じて，社会に貢献してきまし
た．今後も，複雑化する社会要請に対応でき
るように，様々な基礎研究や応用研究が進め
られ，その成果を社会に役立てる活動が続く
ことでしょう．

地質学界の主なイベント
　次に，時代とともに，どのような地質学界
の主なイベントがあったかを見てみましょ
う．
　明治維新の5年後の1873年，アメリカから
ライマンが来日しました．北海道の地質調査
や日本の石炭，石油調査を行って，1891年に
帰国しました．1876年にはライマンが作成し
た「日本蝦夷地質要略之図」を作成しまし
た．5月10日に刊行されたことから，この日
を「地質の日」として制定されました．
　ライマンに続き1875年にドイツからナウマ
ンが来日しました．多くの功績を残しました
が，フォッサマグナを命名したことは有名で
す．また，功績を称えて1924年にナウマンの
名を冠したナウマンゾウが命名されたことは
皆様よくご存知のことでしょう．
　1891年に濃尾地震（Ｍ8.0，震度７）が起
き，最大水平変位7.6ｍの地震断層が出現し
ました．この国指定特別天然記念物の根尾谷
断層は岐阜県本巣市により地震断層観察館・
体験館の中で保存展示されています．

　1899年には，日本で最初に全土をカバーし
た地質図である「100万分の１大日本帝国地
質図」が現在の産業総合技術研究所地質調査
総合センターの前身である地質調査所から刊
行されました．
　大正時代の1923年に，死者・行方不明者が
10万人に及ぶ大惨事である関東大震災（Ｍ
7.9，震度6）が起こりました．発生した9月1
日は，1960年に「防災の日」として制定さ
れ，以後地震防災を忘れない日として現在に
語り継がれています．
　戦後復興から高度成長の時代を迎えた1964
年に新潟地震（M7.5，震度5）が発生しまし
た．石油コンビナートの火災と液状化による
ビル倒壊が特徴であり，日本で地震保険がで
きる要因となった地震です．
　1991年に長崎県の雲仙普賢岳が噴火しまし
た．大規模火砕流のため，火山学者ら43名も
のも死者・行方不明者が生じました．一方，
翌年の1992年に，当時東アジアでは初めての
第29回万国地質学会議が京都で開催されまし
た．400名を超える参加があり，大盛況でし
た．
　1995年1月に，阪神淡路大震災（M7.3，震
度7）が発生しました．地震後の火災が被害
を拡大し，死者・行方不明者は4,000名を超
えました．「直下型地震」，「活断層」という
専門用語が国民に普及したきっかけとなった
震災です．
　リーマンショックで世界的な経済不況が起
きた2008年に5月10日を「地質の日」とする
制定が行われました．さきほど説明した，ラ
イマンによる初の地質図である「日本蝦夷地
質要略之図」が刊行された日にちなんでいま
す．また，糸魚川ジオパーク以下7地域が日
本ジオパークに最初に認定されました．2017
年9月現在43地域が日本ジオパークに，その
うち8地域がユネスコ世界ジオパークにそれ
ぞれ認定されています．
　2011年3月11日に，東日本大震災（M9.0,震
度7）が発生しました．7年が経ちましたが，
悲惨な災害の記憶は今も多くの国民に残って
います．この地震では津波遡上高は過去最大
の40.1mに達し，この津波によって，死者・
行方不明者は18,000人を超える大惨事となり
ました．同時に，東京電力福島第一原子力発
電所事故も起こり，ピーク時には40万人を超
える避難者が出ました．2018年2月現在も7万
人を超える方々が未だ避難生活を余儀なくさ

125周年記念事業実行委員会　副委員長　佐々木和彦

記念報告内容
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125 周年記念式典

れています．
　2016年8月に，三重県津市で第10回国際地
学オリンピックが開催されました．26の国・
地域から100名の参加があり，日本は4名の高
校生がチェレンジして，金メダル３，銀メダ
ル１の好成績を収めました．
　駆け足で125年にわたる地質学界のイベン
トを紹介しました．これらイベントの多く
に，日本地質学会あるいは当学会員が深く関
係し，大いに活躍してきたことは言うまでも
ありません．

学会本体の沿革
　先ほどは，地質学界全体でのイベントをみ
てきましたが，今度は私たちの学会本体の沿
革についてみてみましょう．
　何度も説明したように，明治維新から25年
後の1893年，すなわち日清戦争の前年に，日
本地質学会は，東京地質学会として創立しま
した．そして，1934年に，現在の呼称である

「日本地質学会」に改称しました．
　1975年には，それまで東京大学に置いてい
た事務局を神田鍛治町の丸石ビルに移転しま
した．ちなみに，丸石ビルは1931年建築で築
90年に達しようとしており，神田周辺では戦
災を免れた数少ない建物のひとつです．ご存
知の方も多いと思いますが，入口にはライオ
ン像や見事な装飾の彫刻が施され，文化庁の

「登録有形文化財」に指定されています．
　1979年には，学会誌である「地質学雑誌」
が通算1,000号に達しました．
　そして，1999年には，20年間お世話になっ
た丸石ビルから，現在の神田岩本町の井桁ビ
ルに事務局を移転し，現在に至ります．2010
年には，学会の社会的認知度をより高め，社
会的責任をさらに果たすために，学会組織を

「一般社団法人」としました．
　現在，我が国における地球科学関連学協会
のなかでは最大の規模であり，当学会が果た
すべき社会的な責任が大きいことは当然のこ
とです．
　日本地質学会は創立125周年を迎えました
が，関連する学協会の創立はいつ頃なのでし
ょうか．
　明治維新直後の数年から20年の間には，東
京地学協会，地質調査所，東京帝国大学，国
立科学博物館，地震学会などが創立・設立し
ました．
　太平洋戦争後には，地学団体研究会，地学
教育学会，物理探査学会，地盤工学会，学術
会議，鉱物科学会，技術士会など，多くの学
協会が創立・設立されました．
　高度成長期には，全国地質調査業協会連合

会，第四紀学会やJAMSTEC（海洋研究開発
機構）が創立・設立されました．
　平成に入ると，JABEE（日本技術者教育
認定機構），日本地球惑星科学連合，地学オ
リンピック日本委員会，活断層学会，日本ジ
オパークネットワーク，地質リスク学会な
ど，社会の要請に応じた多彩な学協会が創
立・設立され，今日に至っています．

学会員数の変遷
　創立から約50年経過した，すなわち太平洋
戦争が勃発した頃には，会員数は1,000人に
達しました．終戦後，世の中の高度成長に合
わせて会員数は順調に増加しました．バブル
景気に突入した1987年に，会員数は5,000人
に達しました．この頃から会員の増加傾向は
低調となりました．
　バブル崩壊後の1999年に，会員数は5,300
人を超え，学会史上最多の会員数となりまし
たが，その後は，急激に会員数は減少し，現
在約3,600人となっています．
　今後，少子化の影響で再び会員を増加させ
ることは極めて困難と言えます．そのため，
積極的な入会勧誘活動に加え，高齢者を含め
た現会員の維持と，若年層や市民を対象とし
た「ちーとも」会員が会員予備軍となるよう
な活動を行って，会員減少を抑えるようにす
る必要があります．
　今月（2018年5月）に刊行される地質学雑
誌は，1,492号となります．それでは，125年
にわたる学会誌出版の歴史をみてみましょ
う．
　学会誌は，A5版,B5版そしてA4版のサイズ
や表紙の種類，文字の書き方によって，6種
類に分けられます．それらのうち，横書き
B5版の学会誌が，太平洋戦争勃発前の1938
年から平成の1994年まで，56年間という長い
期間続きました．年配の会員の方々には，創
立以来ネズミ色の表紙のこの学会誌が，懐か
しく想い出されることでしょう．
　1994年に待望のカラー表紙となり，2009年
には表紙のデザインが更新され，現在に続い
ています．しかしながら，「地質学雑誌」の
古風な独特の文字は，創立以来125年間引き
継がれ，学会の歴史を伝えています．

学会費の変遷
　「学会125年の歩み」の最後は，学会費の変
遷です．
　戦前の学会費情報はほとんど残っておら
ず，大正時代に年会費3.6円，4.8円，6円とい
った記録がわずかにあるだけです．一方，戦
後は会費データが残っており，それによると

約60年間で計16回の会費改訂が行われまし
た．
　時代とともに，会費は値上がりし，1993年
には10,000円となりました．ただし，収入の
少ない院生に対しては割引を行って会費を
8,000円に低減させる救済措置をとりました．
2000年には12,000円にさらに増額しました．
会費値上げは会員には厳しいものの，年12回
の学会誌発行など会員サービスの充実に努め
ています．2000年以降現在までの18年間，会
員が急激に減少するなか，学会費の値上げを
行っていません．経費節減や効率的な学会運
営に努めることにより，会員減少による収入
減をなんとか克服している状態です．
　戦後直後が40円から300円の会費であった
のに対し，現在が12,000円であるので，数十
倍以上も会費が値上がりしたように感じられ
ます．しかしながら，時代により貨幣価値は
異なるので，国内総生産（ＧＤＰ）を主とし
て用いた物価変動を使って2016年を基準にし
た金額換算を試みました．それによると，貨
幣価値換算した会費は時代とともに増加して
い る も の の， お よ そ60年 間 で4,000円 か ら
12,000円と，3倍程度しか増加していないこ
とになります．
　駆け足でしたが，社会の動きや自然災害と
の関連で，学会がどのような活動をしてきた
か，そして会員数や学会費など，会員が直感
として理解しやすい指標を使って，学会がど
のように運営されてきたかをご説明しまし
た．
　日本地質学会は，これからも自然災害や地
圏の安全で安心な利活用に対する国民の理解
を高め，社会の持続的発展や新たなイノベー
ションを支えることができるような活動をさ
らに進めていく所存でございます．

おわりに
　そのために，会員の皆様には，研究，教
育，普及，実践としての社会活動など，いろ
いろな立場で，これまで以上に活動していた
だくことをお願いします．また，関係学協会
や関連団体の皆様には，当学会活動に対し，
暖かいご支援やご協力をお願い申し上げま
す．
　日本地質学会は，これからさらに活発な活
動を展開して，25年後の創立150周年を目指
します．

（注）本報告で使用したスライドは，学会HP
に掲載しています．あわせてご覧下さい．
http://www.geosociety.jp/125th/content0001.
html
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一般社団法人日本地質学会
2018年度総会議事録

　以下のとおり，2018年度定時社員総会を開
催した．

日時　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）

�・�総会開催にあたり本日出席の代議員から，
議長として早坂康隆代議員を，副議長とし
て道林克禎代議員を選出した．

�・�議長は審議開始に際し，書記として加藤�
潔代議員ならびに金丸龍夫代議員を指名
し，また，同時に議事録署名人として，両
名を指名した．

�・�議長は，出席者数を確認し，総会定足数で
ある代議員の過半数56名をこえる出席者が
あるので成立している旨宣言し，議事に入
った．

代議員（＝社員）総数　111名，
　　　　　　　　議決権総数111個．
代議員の出席者数（委任状，議決権行使者含
む）　83名，この議決権総数�83個．

出席役員
代表理事（会長）：渡部芳夫
理事：松田博貴（副会長）
理�事：天野一男　安藤寿男　市川八州夫　緒

方信一　岡田　誠　笠間友博　狩野彰宏　
川端清司　清川昌一　小宮　剛　齋藤　眞　
坂口有人　佐々木和彦　菖蒲幸男　杉田律
子　田村芳彦　田村嘉之　辻森　樹　内藤
一樹　中澤�努　仲谷英夫　西　弘嗣　平
田大二　廣木義久　福冨幹男　星　博幸　
保柳康一　向山　栄　矢島道子　山田泰広　
以上，理事32名

監事：山本正司　藤本光一郎　以上，監事2名

1号議案　2017年度事業報告・2017年度決算
報告
１�）齋藤常務理事から資料に基づき2017年度

の事業報告があった．会員の動静，学会運
営に関する諸集会及び委員会等の活動，学
会の行事・事業についての報告がなされ
た．
　このうち，第124年学術大会２日目につ
いては，台風18号の影響による事業や関連
行事の中止および代替の特別セッションの
編成がなされたことが報告された．本部イ
ベント（街中ジオ散歩，フォトコンテスト
関連），創立125周年記念事業，「地質学者
に答えてもらおう」に関する報告もなされ
た．

　また，2017年度内および総会開催の本日
までに逝去された（逝去が判明）会員18名

（うち名誉会員5名）に対し，黙祷を捧げ
た．

２�）会計担当の西理事から2017年度決算につ
いて報告があった．
　2017年度が赤字決算となったこと，収支
差額が大きいのは主に１２５周年記念事業
寄付金を2018年度への前受処理にしたこと
によるとの説明がなされた．

３）会計監査報告
　山本監事より会計監査の実施報告があっ
た．会計は適正に処理されているとの報告
があった．会員数の増加が見込めない中，
財政を立て直す時期に来ているとの付帯意
見があった．
　本議案については，特に質疑応答はな
く，全会一致で承認された．�

2号議案　代議員および理事選挙結果
　佐藤選挙管理委員長より，現理事全員が本
総会終了と同時に任期満了し退任となるた
め，�代議員および理事選挙を実施した旨と結
果報告があった．代議員立候補者全員の無投
票当選，代議員からの理事立候補者全員の無
投票当選が報告された．
　本議案については，全会一致で承認され
た．

3号議案　2018年度事業計画 
　渡部会長より，2017年度の本学会の事業成
果を踏まえた2018年度の事業計画の基本方針
が示された．学術大会における海外５学会

（ロンドン，韓国，タイ，モンゴル，台湾）
との国際シンポジウムの開催，地質学雑誌
125周年記念特集号の刊行推進，地質災害ポ
ータルからの情報発信，普及活動，社会貢
献，CPD発行によるサービス強化，「ゆめ基
金」助成金事業で進められている小中学生を
対象とした教材企画，IGC2024（2024年釜山
開催）における巡検準備（大韓地質学会から
の要請）などについて述べられた．
　本議案については，議決権行使書による保
留が1件，議場においては特に反対意見はな
く，賛成多数で承認された．

4号議案　2018年度予算案 
　西理事より2018年度の予算案についての説
明がなされた．125周年記念事業に関しては，
前受金の収入，当該引当金全額，目的に適っ
た引当金の取り崩しをもって実施することな
どが説明された．
　本議案については，「法人化後，本会予算
と支部予算が統合されたことにより，支部活
動の独立性が失われた．支部活動の活性化お
よび独立性を担保する観点から，本会から各

支部に活動資金を配当し，各支部は自由に支
部運営を行うことが望ましいと考える．」と
の議決権行使書による反対意見が1件提出さ
れた．これについては，当該科目の収支上マ
イナス部分は配分云々に関わらず，学会が負
担し支部活動を支えていること，また，意見
については次期体制でも，検討重ねることと
した．
　このほか本議案については議決権行使書に
よる保留が1件あったが，議案は賛成多数で
承認された．

5号議案　名誉会員の選出
　松田委員長より，名誉会員候補者として，
坂巻幸雄会員・寺岡易司会員・徳岡隆夫会員�
の3名の選出および推薦理由の説明がなされ
た．
　本議案について特に質疑応答はなく，全会
一致で承認された．

　以上をもって審議を終了し，渡部芳夫会長
の退任挨拶の後，議長は閉会を宣言した．

2018年5月19日

　以上，決議を明確にするためこの議事録を
作成し，議長，副議長および出席代議員，理
事がこれに記名，押印する．

一般社団法人日本地質学会2018年度総会�
総会議長　早坂　康隆

総会副議長　道林　克禎
議事録署名人　加藤　　潔
議事録署名人　金丸　龍夫

代表理事　渡部　芳夫
理事　齋藤　　眞

2017年度事業経過報告

１．報告事項
１）会員の動静
　2018年4月末現在の会員は，賛助会員28社，
名誉会員55名，正会員3514名（うち院生割引
116名,�学部割引4名），会員総数3597名，2017
年4月末と比べて58名の減少であり，その内
訳は次のとおりである．

入�会者：139（賛助　1社，正会員　138
名〔うち院生割引　82名，学部割引　
12名〕）

退�会者：102（賛助　0社，正会員　102
名〔うち院生割引　12名，学部割引　
0名〕）

除�籍者：78（正会員　78名）
逝�去者：17（名誉会員　4名，正会員13

名）［名誉会員：相原安津夫（2017/4/30），

一般社団法人日本地質学会2018年度総会
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藤井昭二�（6/5），岡田博有（12/22），
堀口萬吉（12/26），正会員：清水克己

（2017/3/25），磯部重光（4/6），生越　
忠（4/28），吉村典久（6/6），大矢規
夫（6/8），松原　誠（7/10），林　唯
一（8/12），河原林育朗（8/31），山田
徳生�（9/2），中村昭勇（10/12），山本
高司（11/21），高橋有三（2018/3/31），
金森邦夫（4/13）］

２）学会運営に関する諸集会及び委員会等の
活動
＜2017年度定時総会＞
　日時：2017年5月20日　12：30〜13：30
　会�場：幕張メッセ国際会議場３F　302会

議室
　議�決権のある社員総数　111名（定足数：

56名），議決権の数　111個
　　出�席社員数（委任状および議決権行使書

提出者を含む）94名，
　　議�決権の総数　94個，出席理事　29名，

出席監事　1名
　審�議事項：1）2016年度事業報告・決算報

告，2）2017年度事業計画，3）2017年度
予算案，4）選挙規則の改正，5）名誉会
員の選出　いずれの議案も賛成多数で承
認．

＜委員会等の開催＞
�・�執行理事会（9回）議事内容，報告等につ

いては，随時HP,ニュース誌に掲載
�・�理事会（3回）議事内容，報告等について

は，随時HP,ニュース誌に掲載
�・�その他委員会（メールによる会議を含め，

随時開催）

３）学会の行事・事業
１．日本地質学会第124年学術大会
　会期：2017年9月16日〜18日
　会場：愛媛大学城北キャンパス
　参加者：722名（会員618名，非会員104名）

�・�一般発表：543件（口頭314件，ポスター
229件）

�・�国際シンポジウム：1件（口頭7講演）
�・�アウトリーチセッション：ポスター 3件
�・�優秀ポスター賞の授与：10件
�・�巡検：実施5コース
�・�ランチョン：専門部会を中心に8件
�・�夜間小集会：6件
�・�若手会員のための業界研究サポート（中

止）
　＊�台 風18号 の 影 響 に よ り， 大 会2日 目

（9/17）の行事はすべて中止となった．
大会2日目の発表のうち，学生・院生の
希望者を対象に大会3日目（9/18）に特
別セッションを編成し，講演を行った

（口頭19件，ポスター 38件）．
＜日本地質学会各賞の授与式・記念講演会＞
日�時：9月16日（ 土 ）15：30 〜 17：30， 会

場：南加記念ホール（愛媛大学城北キャン
パス内）

�・�来賓挨拶　宇野英満氏（愛媛大学学術担当

副学長）
�・�日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ：平

内　健一会員（静岡大学理学部地球科学
科）「蛇紋岩と私」

�・�日 本 地 質 学 会 国 際 賞 受 賞 記 念 講 演：
Richard�Fiske氏（スミソニアン協会・国
立自然史博物館）「Submarine�volcanoes�
along� the� Izu-Bonin� arc� southwest� of�
Japan;�New�discoveries�have�led�to�world-
wide�understandings」

�・�日本地質学会賞受賞記念講演：ウォリス　
サイモン会員（名古屋大学大学院環境学研
究科）「野外調査に根ざした構造岩石学と
テクトニクス研究：28年目の中間報告」

＜�年会関連行事：台風18号の影響により大会
2日目（9/17）の関連行事はすべて中止＞

�・�地質情報展2017えひめ―再発見　えひめの
地質―　実施日：9月16日・18日，参加者：
1101名

�・�市民講演会「地質学を活用して地域イノベ
ーションを共創しよう」（中止．12月7日の
四国支部総会にて開催）

�・�小さなEarth�Scientistのつどい（中止．愛
媛大会会期後，デジタルポスター発表会を
実施し，審査した）

２．地質の日ほか，本部イベント
�・�街中ジオ散歩�in�Tokyo「国分寺崖線と玉

川上水」徒歩見学会（日本応用地質学会と
の共催行事）：5月14日（日），参加者28名，
講師：山崎晴雄，中山俊雄

�・�第8回惑星地球フォトコンテスト表彰式：4
月8日（土），北とぴあ，審査委員長：白尾
元理

�・�惑星地球フォトコンテスト入賞作品巡回展
示（2017年4月〜2018年3月）：銀座プロム
ナードギャラリー　6月10日（土）〜24日

（土）［第8,7,6回入選作品］／第124年学術
大会（地質情報展会場，愛媛大学ミュージ
アム）�9月16日（土）〜18日（月・祝）［第
8回入選作品］／蒲郡生命の海科学館　11
月23日（木）〜2018年2月25日（日）［第8
回入選作品］

３．創立125周年記念事業
�・�125周年記念特集号の刊行スケジュールの

整理･原稿受付（123巻4号〜順次掲載）．
�・�記念事業にたいする醵金者名簿の公開．
�・�記念ロゴを配した会員証の発行．
�・�オリジナルクリアファイルを作成．A4，

両面フルカラー．3種一組500円で販売．
�・�記念出版物「はじめての地質学」（ベレ出

版）を発行．2口以上の醵金者へ配布．
�・�125周年記念特別表彰として，4個人，6団

体を選出．
�・�125周年記念式典（講演会・式典），祝賀会

を2018年5月18日（金）に北とぴあにて開
催することとした．来賓者，式次第の決
定．

�・�札幌大会にて，学術交流協定を締結してい
る海外5学会（イギリス，韓国，タイ，モ

ンゴル，台湾）の代表を招聘し，125周年
記念国際シンポジウム「社会と地質学」を
開催する（開催日：2018年9月6日（木））．

�・�第9回惑星地球フォトコンテストに125周年
記念特別賞を設け1点を選出した．

�・�ジオルジュ 125周年記念特集号国際版の発
行（1000部印刷，記念式典等の記念品にす
る）．

�・�祝賀会の参加受付を開始し，125周年事業
の会員にたいする広報活動（随時）．

４�．地質学者に答えてもらおう（2012年3月
〜運用開始）

　運用開始からの質問件数の総数は137件
（うち，2017年度中に届いた質問は27件）．こ
れまでの質問の主なものとその答えは学会
HPにて公開中．

４）出版物の刊行・WEB教材の開発
＜地質学雑誌＞
�・�123巻4号（2017年4月）〜124巻3号（2018年

3月）を刊行した．総ページ数は1116ペー
ジ．

＜日本地質学会ニュース＞
�・�20巻4号（2017年4月）〜21巻3号（2018年3

月）を発行した．総ページ数は348ページ．
＜Island�Arc＞
�・�Island�Arc� 編集委員会の編集により，

Wiley社 よ りVol.26,� Issue�3〜Issue�6,�
Vol.27,�Issue�1〜Issue�2�を刊行した．総ペ
ージ数は679ページ．

＜ジオルジュ＞
�・�前期号（2017年5月），後期号（同年11月）

各20ページを発行．
�・�バックナンバーのフリー配架：［ジュンク

堂池袋店］11月のブックフェア・イベント
（地質系推薦書籍コーナーを設置），ジオル
ジュ 2017年後期号とバックナンバーを無
料配布．［ジュンク堂福岡店］2018年2月に
ブックフェア・イベントを開催．ジオルジ
ュ 2017年後期号とバックナンバーを無料
配布．

＜その他＞
�・�「はじめての地質学」（ベレ出版）2017年9

月19日発行
�・�「日本地方地質誌２「東北地方」」（朝倉書

店）2017年10月10日発行（シリーズ全巻完
結）

�・�平成29年度子どもゆめ基金（（独）国立青
少年教育振興機構）の助成金の交付を受
け，WEB教材「ボクたちの”足もと“か
ら地球のことを知ろう〜地層と地形が教え
てくれるボクたちのルーツとミライ〜」を
開発

５）関連外部委員会への協力
　下記の関連外部委員会等に対して本学会か
ら選出された委員．継続してそれぞれの活
動，関連学会の発展と連携に協力した．
　日本地球惑星科学連合：評議員（渡部芳
夫），連絡委員（緒方信一），プログラム委員
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（岡田　誠，板木拓也），ダイバーシティ推進
委員会（宮下由香里），環境・災害対応委員
会-災害の委員（川畑大作），環境・災害対応
委員会-環境の委員（小荒井�衛），ジャーナ
ル企画経営委員（井龍康文），ジャーナル編
集委員（ウォリス　サイモン），自然史学会
連合（斎木健一），地質技術者教育委員

（CPD： 山 本 高 司（ 代 理　 天 野 一 男 ），
JABEE運営委員：竹内真司），地質の日事業
推進委員会（委員長：平田大二，副委員長：
中澤　努），日本ジオパーク委員会：委員

（平田大二），調査運営部会委員（利光誠一），
（NPO）地学オリンピック日本委員会広報小
委員会（坂口有人），放射性廃棄物の地層処
分技術WG（委員，渡部芳夫），地震火山サ
マースクール実行委員（講師�松田博貴），防
災学術連携体連携委員（齋藤　眞（常務理事
,前：地質災害委員長），松田達生（現：地質
災害委員長）），日本学術会議若手科学者ネッ
トワーク（辻森　樹）など．

６ ）その他報告事項（主に他学協会との共
催・後援，協賛行事など，開催時期に関わ
らず2017年度内において承認したもの）※
そのほかはNews誌，HPに掲載の執行理事
会議事録，理事会議事録参照．

＜他学協会などからの依頼＞
�・�国立科学博物館主催「海底火山研究国際シ

ンポジウム」（9/2）の共催．
�・�ふじのくに地球環境史ミュージアム企画展
「掛川層群の化石」（8/17-10/1）の後援.

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

（7/15-11/5）の後援.
�・�新潟大学学術情報基盤機構旭町学術資料展

示館企画展示 ｢放散虫とかたち｣（7/21-
8/31）の後援．

�・�NPO日本地質汚染審査機構主催「水環境
の恩恵と千葉県」（7/22）へ環境地質部会
が後援．

�・�第15回 高 校 生 科 学 技 術 チ ャ レ ン ジ
（JSEC2017）の後援（作品募集期間：9/1-
10/2）．

�・�こどものためのジオカーニバル企画委員会
（代表者：廣木義久），第18回子供のための
ジオカーニバル（11/4-5，大阪市）の後援．

�・�NPO地球年代学ネットワーク（理事長：
板谷徹丸），地球史研究所開所式（10/14-
15）への後援．

�・�日本ゼオライト学会「第33回ゼオライト研
究発表会」（11/30-12/1）の協賛．

�・�社会地質学会「第27回環境地質学シンポジ
ウム」（12/1-2）の共催．

�・�「第15回国際放散虫研究集会」（10/22-27）
への共催.

�・�日本アイソトープ協会「第55回アイソトー
プ・放射線研究発表会」（2018/7/4-6）の
後援．

�・�蒲郡市生命の海科学館企画展示「第8回惑
星地球フォトコンテスト入賞作品展」の共
催．

�・�兵庫県立人と自然の博物館記念フォーラム
「日本の恐竜時代を探る！」（2018/2/18）
の後援．

�・�（株）リバネス“サイエンスキャッスル実
行委員会”「サイエンスキャッスル2017」

（11/19-12/23）の後援.
�・�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―」（2018/2/10）の後援．

�・�科学教育研究協議会「第65回全国研究大
会」（2018/8/3-5）の後援．

�・�日本工業新聞社主催「地盤技術フォーラム
2018」（2018/9/26-28，東京ビッグサイト）
の協賛．

�・�三浦半島活断層調査会「城ヶ島観察会」
（2018/5/20）の後援．

�・�筑波大学朝永振一郎記念第13回「科学の
芽」賞（作品募集期間：2018/8/20-9/22）
の後援．

�・�日本原子力学会シンポジウム「断層リスク
に向き合う原子力安全のアプローチ」

（2018/5/31）の後援．
�・�ジオ神奈川（代表：蟹江康光），観察会
「城ヶ島の高潮・大正関東地震津波・地盤
隆起」（2018/5/19）の後援．

�・�全地連および経済調査会主催「設計業務等
標準積算基準書の解説」説明会（地質編）
の後援．

＜他学協会などへ依頼＞
�・�第124年学術大会：愛媛大会のポスト巡検
（9/19（火）日帰り：5コース，9/19（火）
〜20（水）1泊2日：3コース）について，
関連学協会15団体に協賛を依頼し，いずれ
の学協会からも承認された．

�・�第9回惑星地球フォトコンテストについて，
後援および協賛を依頼し承諾された．（　）
は後援および協賛金．後援：日本ジオパー
クネットワーク（3万円），深田研ジオ鉄普
及委員会（1万円）協賛：株式会社ウィン
ディーネットワーク（5万円）

�・�第125年学術大会：札幌大会のセッション
共催：堆積地質部会に関わる4�セッション
について，日本堆積学会，石油技術協会探
鉱技術委員会と日本有機地球化学会へ共催
を依頼し承諾された．

R9：堆積物（岩）の起源・組織・組成
／ R10：炭酸塩岩の起源と地球環境
R11：堆積過程・堆積環境・堆積地質　
／ R12：石油・石炭地質と有機地球化学

�・�街 中 ジ オ 散 歩�in�Kawasaki（2018/5/13
（日），神奈川県川崎市多摩区生田緑地公園
内）について，川崎市教育委員会へ後援を
依頼し承諾された．

７）支部の活動
＜北海道支部＞�
１．支部例会
　支部例会（個人講演会）（6/17（土））．個
人講演8件，招待講演1件，参加者27名．招待
講演：「地質学会が選定する北海道の化石

「アンモナイト」について」，講師：栗原憲一

（北海道博物館）
２．「地質の日」記念展示
　北海道のジオサイトに見る化石（4/28（金）
〜6/18（日），北海道大学総合博物館）．「地
質の日」展示実行委員会主催．日本地質学会
北海道支部・産総研地質調査総合センター・
道総研地質研究所・北海道博物館・札幌市博
物館活動センター・北海道地質調査業協会と
の共催．北海道教育委員会・札幌市・札幌市
教育委員会の後援．沼田町化石館の協力．来
場者数：期間中の博物館来場者数は35,267人．
関連する市民セミナー
�・�第一回「北海道ジオサイト107�への旅に出

て」（5/20（土）），講師：川村信人（北海
道大学大学院理学研究院），参加者：23名．

�・�第二回「ジオサイトとしての札幌の魅力」
（6/4（日）），講師：古澤�仁（札幌市博物
館活動センター），参加者：28名．

３．地質巡検
　春の日帰り巡検：「札幌の失われた川を歩
く」（6/18（日），見学コース：札幌市内　北
海道大学（南側）〜北海道大学植物園〜札幌
市立中央中学校（北4条東3丁目）付近），参
加人数：13名．
＜東北支部＞
１�．東北支部総会（2018/3/17（土），弘前大

学），実参加6名，委任状提出17名．ミニシ
ンポジウム（講演3件），総会議事，一般講
演7件，懇親会8名（内非会員2名）参加．

２�．東北支部巡検「青森県下北方面」（9/9
（土）〜10（日）），案内者：根本直樹（弘
前大），参加者6名．

＜関東支部＞
１�．地質技術伝承会「環境地質調査のはなし

－現場手法と解析－」（4/15（土），北区赤
羽会館），講演者：岡野英樹氏（㈱東建ジ
オテック本店技術部課長），共催：関東地
質調査業協会，参加者：47名．

２．地質見学会
�・�アウトリーチ巡検「火山灰を追跡する-浅

間火山の噴出物と噴火史」（8/7（月）〜8
（火），浅間山周辺），講師：大石雅之（立
正大学），参加者：21人．

�・�八丈島地熱巡検「再生可能エネルギーと地
質学」（11/24（金）〜25（土））,講師：松
山一夫（㈱地熱総合研究所，元東電設計
㈱），参加者：12人．

３�．フィールドキャンプ（8/21（月）〜26
（土），千葉県鴨川市清澄東大演習林）,京
都大学と同時開催，協力：株式会社ダイヤ
コンサルタント，石油資源開発株式会社，
参加者：4名．

４�．サイエンスカフェ「ブラマンネン　ブラ
タモリってどうやって作られるの？えぇ？
箱 根 っ て 火 山 だ っ た の？」（2018/2/25

（日），横浜市中区BAR�de南極料理人�
Mirai），講師：萬年一剛（神奈川県温泉/
地学研究所），堀村悠紀（NHKディレクタ
ー），ファシリテーター：岡山悠子（科博
SCA），参加者：30人．

５�．気候変動シンポジウム「激変する地球と
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災害リスク」（2018/3/17（土），横浜国立
大学），共催：横浜国立大学都市科学部，
協賛：株式会社ダイヤコンサルタント・株
式会社地圏総合コンサルタント・アジア航
測株式会社・石油資源開発株式会社・国際
石油開発帝石株式会社，参加者104人．

６．支部活動
�・�支部総会（2018/4/14（土），北とぴあ）：

活動報告，会計報告，活動計画，予算
�・�支部功労賞授与（2件）：中山俊雄氏，故山

本高司氏
�・�幹事会：10回開催（1回/月程度）
＜中部支部＞
１�．中部支部2017年支部年会（6/17，新潟県

糸魚川市フォッサマグナミュージアム），
総会，シンポジウム，個人講演およびポス
ター発表
シンポジウム「地質学とジオパーク�—現
状と今後の課題—」講演者5件，総合討論．
個人講演5件，ポスター発表15件，優秀な
ポスター発表に対して中部支部優秀学生ポ
スター賞を授与．参加者55名．
共催：新潟大学理学部地質科学教室，糸魚
川市，糸魚川市教育委員会，糸魚川ジオパ
ーク協議会，佐渡市教育委員会，後援：新
潟大学理学部，新潟大学災害・復興科学研
究所，新潟大学自然科学系附置地球環境・
地球物質研究センター，新潟大学自然科学
系附置形の科学研究センター

２�．大地のかけらを探せ！！ぼくのわたしの
石の標本作り：地質の日�in�白山手取川ジ
オパーク（6/3（土）），主催：金沢大学理
工学域自然システム学類地球学コース・白
山手取川ジオパーク推進協議会，対象：小
学校４年生〜高校生の親子（子どものみで
も参加可），参加人数：55名．

３�．富山市科学博物館主催「とやまの自然探
検「神通川の石ころ観察会」（4/29（土）
13:30〜15:30）/「常願寺川の石ころ観察会」

（5/13（土）13:30〜15:30）」への後援．�
４�．長岡市立科学博物館主催の特別展/企画

展への後援．
�・�ミニ企画展（2017/4/4（火）〜23（日）：

アルバートサウルスの前・後肢化石（レプ
リカ）

�・�GW特別展示（2017/4/29（土・祝）〜5/7
（日）：ハルキゲニア実物化石と生体復元模
型2種

�・�ミニ企画展（2017/5/10（水）〜6/4（日）：
パラサウロロフスの下顎化石（レプリカ）

５�．黒部市吉田科学館主催「川の石を比べて
ジオを知る」（2017/5/14（日））への後援．

６�．その他
　一般社団法人日本応用地質学会中部支部と
の連携に関する覚書の締結（2017/7/25（火））
＜近畿支部＞
１．行事報告
�・�第34回地球科学講演会「国石になった翡翠

について」（「地質の日」行事，5/14（日），
自然史博物館講堂），主催：地学団体研究
会大阪支部・日本地質学会近畿支部・大阪

市立自然史博物館　講師：宮島　宏氏（糸
魚川市フォッサマグナミュージアム），参
加者：130名

＜四国支部＞
１�．第16回日本地質学会四国支部総会・講演

会（12/16（土），愛媛大学メディアセンタ
ー），参加者：26名，個人講演：口頭発表9
件，ポスター発表7件

２�．2017年日本地質学会四国支部プチ巡検
「道後のHigh-Mg安山岩」（12/17（日），松
山市道後），案内者：堀　利栄・佐野　栄，
参加者（案内者除く）：5名

３�．日本地質学会市民講演会「地質学を活用
して地域イノベーションを共創しよう」

（12/17（日），愛媛大学南加記念ホール），
講演者：高橋　司，高橋治郎，参加者：29
名

＜西日本支部＞
１�．地質の日「くまもと大会」．熊本大学・

県内博物館・県内資料館等との共催．（5/14
（日），天草市民センター（天草市本渡町））．
来場者400〜450名．

２�．第3回西日本地質講習会（CPD講習会）．
山口大学理学部地球圏システム科学科との
共催．（5/17（水）〜18（木））．参加者83
名

３�．地球史研究所開設記念（後援）．オープ
ニングフェスタ�in�吉井：（10/14（土），赤
磐市吉井会館）．オープニング記念国際会
議�in�岡山：（10/15（日），岡山国際交流セ
ンター）

４�．山口大学・サイエンスワールド（後援）．
（11/12（日），山口大学吉田キャンパス），
参加者（総来場者）：1,059名．

５�．西日本支部2017�年度総会・第169�回例
会（2018/3/3（土）〜4（日），広島大学理
学部）

【例会】口頭発表17件，ポスター発表25件．
参加者：65名．

【総会】2017年度事業等活動総括・決算・監
査報告，2018年度事業計画・予算・新役員
について審議．2018年度事業，地質の日く
まもと大会：2018/6/2（共催），山口大学・
サイエンスワールド：2018/11頃（後援），
2018�年度総会・西日本支部第170�回例会：
2018/3長崎大学（主催）．【シンポジウム】
日本地質学会創立125周年記念行事．参加
者：90名．「中央構造線と中央構造線活断
層系」（広島大学インキュベーション事業

「プレート収束域の物質科学研究拠点（略
称：HiPeR）」が共催）．

２．執行理事会および理事会議決・承認事項
１�）地学オリンピック日本委員会より，第10

回オリンピック予選・本選の作問委員に委
員1名を推薦．

２�）「一家に１枚」ポスター企画募集：“自然
災害”と“県の石”の2件に応募．結果は
いずれも不採択．

３�）選挙管理委員会の選出：2018年度代議員
および役員選挙管理委員の承認．委員長は

互選．委員氏名：佐藤智之（委員長），上
田正人，柿崎喜宏，上栗伸一，佐藤峰南　　
選挙立会人として，角和善隆，上原啓幹　
両会員を選出．

４�）地球惑星連合のプログラム委員の推薦：
（正）�岡田　誠�／�（副）板木拓也

５�）伊豆大島・三原山たんけんマップの再投
稿原稿：修正を著者らに要請．後に再々修
正されたが，再々査読も不採択．

６�）2017年度山田科学財団研究助成につい
て，本会推薦の平野直人会員（東北大学東
北アジア研究センター）が採択された．

７�）地質学雑誌の投稿編集出版規則の改正：
多数著者文献の著者名の省略表記につい
て，Island�Arcも準拠するAPAスタイル
の規則案を承認.�

８�）ジオルジュのフリーペーパー化：ジュン
ク堂池袋店での試験的フリー配布の効果に
より，同店にて全国展開することを了承．�
2018年前期号から六大都市（札幌，仙台，
東京，名古屋，大阪，福岡）の店舗へ配架
することとなった．

９�）geo-Flashへの記事の掲載基準の明文化
を了承．

10�）2019年年会開催地の決定:2018年以降の
開催地は次の通り．

2018年　 北 海 道 支 部： 北 海 道 大 学
（2018/9/5（水）〜7（金））
2019年　西日本支部：山口大学（実行委
員長：脇田浩司，事務局長：坂口有人）
2020年　中部支部（会場未定）

11�）2017年度の各賞選考委員会は継続，当年
度の委員長は委員間の互選により星博幸理
事を選出した．

12�）台風接近により中止した愛媛大会2日目
（9/17）の発表の扱い：要旨に対する著者
のプライオリティ保護の見地からJ-Stage
には掲載する（台風による発表中止を明
記）．著者からの取り下げ希望があった場
合は通常のキャンセルとして対応し，
J-Stageには掲載しない．

13�）2017年度内（4月または9月の年会以降）
の部会長の交代を了承．
（岩石）阿部なつ江，（第四紀）三田村宗
樹，（環境変動史）菅沼悠介

14�）大韓地質学会75周年記念，2017年秋季地
質連合大会（10/25（水）－26（木），済州
島）へのご招待に対し，渡部会長のメッセ
ージを携えて，井龍国際交流担当理事およ
び辻森理事（会長代理）が出席．国際セッ
ションにて講演．

15�）大韓地質学会との学術交流協定書を更新
した．

16�）ジオルジュの編集体制：2018年前期号か
ら編集長：北村有迅，マネージメント：坂
口有人．

17�）第15回国際放散虫研究集会（10/22（日）
－27（金），新潟市）へ会長が出席し，挨
拶した．

18�）札幌大会の普及事業（市民講演会，地質
情報展）にたいし，科研費（研究成果公開
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促進B）を申請した．結果は不採択．
19�）日本ジオパークネットワーク（JGN）よ

り，同運営会議にジオパーク支援委員会天
野委員長の参画要請を受け，年度内の参画
を承認．

20�）各賞選考委員会の下に各賞選考検討委員
会を設置し，日本地質学会賞，国際賞，小
澤儀明賞・柵山雅則賞選考の諮問をした．

�・�（指定委員）：井龍康文（委員長），渡部芳
夫，脇田浩二，荒井章司，ウォリス　サイ
モン，小嶋　智，山路　敦，伊藤　慎，海
野　進，田村芳彦，武藤鉄司，（執行理事
会推薦委員）：千々和一豊

�・�Island�Arc賞については，Island�Arc編集
委員会に選考を諮問した．

21�）山本副会長の逝去に伴う理事や執行理事
の補充は，定款32条に照らして必要がない
こと．副会長の補充はせず，現体制で乗り
切ることを承認．

22�）名誉会員推薦委員会委員の選出．委員
長：松田博貴副会長

�・�階層別委員（4名）：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）：西�弘嗣
23�）「地質学雑誌オープンファイル掲載細則」

の改正：（改正後の規則は学会HP，地質学
雑誌124巻1号巻末を参照）．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
るよう，細則3の追加を承認．

24�）2018年度総会，新理事会の後にミニシン
ポジウム「日本地質学会のジオパークへの
学術的貢献」（ジオパーク支援委員会主催）
の 開 催 を 承 認（2018/5/19（ 土 ）17:30-
20:30，北とぴあ）．

25�）日本経済新聞社より，土曜版日経プラス
ワン「何でもランキング」への取材依頼に
対応．全国の地層ランキングの記事掲載に
協力．

26�）Island�Arcの日本語要旨について，投稿
は推奨するが，提出は必須としないことを
了承．

27�）地球惑星科学分野大型研究計画のヒアリ
ングの実施を受け，会員へ提案書の募集を
周知．次の2件の提案を日本学術会議地球・
惑星圏分科会へ提出した．

�・�『中央構造線掘削』，提案責任者：高木秀
雄，共同提案者：宮崎一博，斎藤　眞，大
橋聖和

�・�『「第5期科学技術基本計画」の目指す基本
理念「知の資産の持続的創出」に基づき，
全地球試料（地球科学系岩石・化石試料と
生物科学系剥製・標本試料）のアーカイブ
化とキュレーション施設の構築』，提案者：
小宮　剛

28�）札幌大会の委託業者は近畿日本ツーリス
ト北海道に決定．

29�）札幌大会から展示ブース代および広告料

を値上げし，賛助会員へのブース代無料扱
いを割引価格に変更する．

30�）リーフレット企画出版委員会高清水康博
委員長の任期満了による退任を了承．2018
年度からの委員として内藤一樹会員を推
薦．

31�）第9回惑星地球フォトコンテストの審査
結果（応募総数590点）：最優秀賞1件，125
周年記念賞1件，優秀賞2件，ジオパーク賞
1件，日本地質学会長賞1件，ジオ鉄賞1件，
スマホ賞1件，入選5件，佳作12件を選出．
表彰式は5/19（土）に行う．

32�）日本ジオパーク委員会（JGC）からの要
請により，調査運営部会委員として利光誠
一会員を推薦．

33�）次期高等学校学習指導要領案に対するパ
ブリックコメント（2018/3/15付），平成30
年度大学入試センター試験の地学科目に関
する意見書（2018/3/22付）を提出（学会
HPに掲載）．

34�）阿蘇学会（理事長：谷口功）設立記念フ
ォーラム（2018/4/14（土））への招待にた
いし，松田副会長が出席．

35�）理事会規則の改正：会長，副会長に事故
ある場合の欠員補充に関する改正案を承
認．（以下，改正箇所）
第2章　役員の選任
　（�会長，副会長，執行理事の選任および

欠員補充）
　第�３条　理事会は，役員改選後の第1回

理事会において，会長および副会長を
選任する．なお，選任にあたっては，
会員の意向投票を尊重する．

　 �２　理事会は，理事の互選により，執
行理事を選任し，執行理事の中から常
務理事ならびに副常務理事をそれぞれ
1�名選任する．

　 �３　理事会は，前項により選任された
会長，副会長，常務理事・副常務理事
ならびにその他の執行理事を，定款第
33�条に基づき代議員に報告する．

　 �４　理事会は会長に事故ある場合に備
え，会長職の継承順位を定める．継承
順位は副会長2名の年長者を優先する．
継承会長は代表理事となり，その任期
は前任者の残任期間とする．

　 �５　副会長のいずれかに事故ある場合
には欠員補充をせずに，他の副会長が
その任務を代理するものとする．ただ
し，残任期間が６か月以上ある場合に
は，副会長の任務を補佐する者を，理
事の中から会長が指名することができ
る．指名された理事は「副会長補佐」
として，欠員となった副会長の残任期
間を務める．

　 �６　執行理事に欠員が生じた場合に
は，理事会の互選により補充する．補
充執行理事の任期は前任者残任期間と
する．

36�）125周年記念式典・祝賀会の式次第を承
認．

37�）125周年記念国際シンポジウムの予定，
世話人の人選，海外交流学会の招聘予算等
を承認．

38�）2017年度事業報告・決算案を承認した．
【１号議案】

39�）次の21名の会員を50年会員として顕彰す
ることとした．�
赤羽貞幸，赤松守雄，磯部一洋，井上大
栄，江藤哲人，岡田篤正，岡田賢樹，奥村
公男，小池春夫，
小井土由光，坂本隆彦，柴田次夫，嶋本利
彦，玉生志郎，西田民雄，牧野泰彦，町田
瑞男，村松敏雄，山内靖喜，山岸勝治，山
野井徹

40�）2018年度事業計画および2018年度予算案
を承認した．【３号議案，４号議案】

41�）名誉会員推薦委員会から候補者として提
案された，徳岡隆夫会員，坂巻幸雄会員，
寺岡易司会員を総会に推挙することとし
た．【５号議案】

42�）各賞選考委員会より提案された下記の各
賞受賞者を承認した．（推薦文は１号議案
資料２　参照）

�・�日本地質学会国際賞（１件）
� Millard�F.�Coffin（Institute� for�Marine�

and�Antarctic� Studies,� University� of�
Tasmania）

� 対象研究テーマ：巨大火成岩岩石区の形成
とその地球環境への影響に関する研究

�・�日本地質学会小澤儀明賞（１件）
� 澤木佑介（東京大学大学院総合文化研究

科）
� 対象研究テーマ：多元素同位体比分析を駆

使した原生代後期の古環境解読研究
�・�日本地質学会柵山雅則賞（２件）
� 野崎達生（海洋研究開発機構�海底資源研

究開発センター）
� 対象研究テーマ：火山性塊状硫化物（VMS）

鉱床の成因研究
� 遠藤俊祐（島根大学大学院総合理工学研究

科）
� 対象研究テーマ：野外調査に根差した，沈

み込み帯変成作用とテクトニクスの研究
�・�日本地質学会�Island�Arc�賞（１件）
� 授賞論文：�Ayumu�Miyakawa,�Saneatsu�

Saito,�Yasuhiro�Yamada,�Hitoshi�Tomaru,�
Masataka�Kinoshita� and�Takeshi�Tsuji,�
2014,� Gas� hydrate� saturation� at� Site�
C0002,� IODP�Expeditions�314�and�315,� in�
the�Kumano�Basin,�Nankai�trough.�Island�
Arc,�23,�142–156.

�・�日本地質学会論文賞（１件）
� 授 賞 論 文：Osamu�Takano�and�Takashi�

Tsuji,� 2017,� Fluvial� to� bay� sequence�
stratigraphy� and� seismic� facies� of� the�
Cretaceous� to�Paleogene� successions� in�
the�MITI� Sanriku-oki� well� and� the�
vicinities,� the�Sanriku-oki� forearc�basin,�
northeast� Japan.� Island�Arc,� 26,� e12184,�
doi:10.1111/iar.12184.

�・�日本地質学会小藤文次郎賞（１件）
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� 小宮　剛（東京大学大学院総合文化研究
科）

� 対 象 論 文：�Takayuki�Tashiro,�Akizumi�
Ishida,� Masako� Hori ,� Motoko� Igisu,�
Mizuho�Koike,� Pauline�Méjean,�Naoto�
Takahata,� Yuji� Sano� and� Tsuyoshi�
Komiya,�2017,�Early�trace�of�life�from�3.95�
Ga� sedimentary� rocks� in� Labrador,�
Canada.�Nature,�549,�516–518.

�・�日本地質学会研究奨励賞（２件）
� 綿貫峻介（国際石油開発帝石株式会社）
� 対象論文：綿貫峻介・金井拓人・坂　秀

憲・高木秀雄，2017，青森県白神山地西部
に発達する入良川マイロナイト帯の変形微
細構造．地質学雑誌，123，533-549．

� 高橋　聡（東京大学大学院理学系研究科）
� 対象論文：高橋　聡・永広昌之・鈴木紀

毅・山北　聡，2016，北部北上帯の亜帯区
分と渡島帯・南部秩父帯との対比：安家西
方地域のジュラ紀付加体の検討．地質学雑
誌，122，1-22．

43）5月19日開催予定の総会議案の承認．

2018年度事業計画骨子

１．学術大会
　学術大会が学問の発展に寄与する場となる
ことに加えて，本学会の社会におけるプレゼ
ンス向上の場となることに対しても支援を続
ける．2018年9月5日（水）〜 7日（金）に北
海道大学で開催する札幌大会では，125周年
記念事業の一環として，交流協定締結の海外
5学会（ロンドン，韓国，タイ，モンゴル，
台湾の各地質学会）から招聘した代表者と日
本側代表者による国際シンポジウムをLOC
と協力して実施する．

２．出版活動
　地質学雑誌およびIsland�Arcの安定した出
版と優れた論文の確保のため，引きつづき専
門部会等と協力して，投稿数増に努める．地
質学雑誌では125周年記念特集号の刊行を進
めるとともに，新規特集号の企画についても
積極的に推進する．Island�Arc誌では掲載待
ち時間の短縮に努める．
　公式広報誌のジオルジュについては，ジオ
パークや地学オリンピック，博物館，スポン
サー等との連携と財務構造の改善を進め，安
定的な発行の維持しつつ更に広範な市民への
広報に努める．

３．地質災害対応
　地質災害の発生に迅速に対応する体制を採
り，地質学的観点からの緊急調査・研究を推
進すると共に，地質災害ポータルからの情報
発信に努める．
　専門部会や防災学術連携体としての学会活
動を通じて，災害に関する地質学的知識や情
報の提供・発信を継続する．

４．普及活動
　学会公式サイト（HP），ソーシャル・ネッ
トワーキング・サービス（SNS）「ちーとも」，
広報誌「ジオルジュ」，リーフレット，フォ
トコンテスト，講演会などのサービスや機会
を通じた，社会への情報発信を継続する．
　地学オリンピック，地震火山こどもサマー
スクール等へ継続的に支援を行うとともに，

「県の石」の継続的な普及を「日本地質学会
選　県の岩石・鉱物・化石」の出版も踏まえ
て学会をあげて取り組む．
　地質情報展や地質の日の事業の共催・支援
を通じて，広く地方地質の普及に貢献する．

５．社会貢献
　地質図の記号等に関する日本標準規格（JIS�
A0204），及びベクトル数値地質図に関する
日本標準規格（JIS�A0205）の改正を引きつ
づき主導的に支援し，ICSの国際層序単元の
日本語版の更新や層序単元登録の体制整備を
進めるとともに，学会活動や地質学雑誌等の
出版活動において地質標準の整備を促進す
る．
　引きつづきプレスリリースや学会声明等を
タイムリーに発信する事により，地質学の社
会的プレゼンスの向上に努める．
　地質技術者の継続教育の充実に向けては，
CPD発行によるサービス強化を引きつづき
図る．
　地質調査研修の資格化としてのフィールド
マスター認定制度の創設を目指し，認定制度
の必要性，需要，関係団体等による地質研修
の実施状況等を調査し，検討を進める．

６．地学教育
　平成30年度から使用される新しい高等学校
理科用「地学」教科書の記述内容について，
本学会において平成27年度に実施した旧「地
学」教科書の点検内容に照らし合わせ，再点
検を行う．また，平成30年度大学入試センタ
ー試験（本試験）の地学関連科目の「地学基
礎」「地学」問題を確認し，改善等が必要で
あれば意見書として取り纏め，入試センター
に送付するとともに公表する．
　「ゆめ基金」助成金事業で進めている小中
学生を対象とした教育用教材企画について
は，３年計画の２年目にあたり，Web素材
の試験公開によるユーザビリティーの向上に
努めるとともに，教育現場からのフィードバ
ックを反映する．

７．国際連携
　学術交流協定を締結している大韓地質学
会，タイ地質学会，モンゴル地質学会，ロン
ドン地質学会，台湾地質学会との交流を継続
するとともに，ベトナム地質学会およびネパ
ール地質学会との学術交流協定に向けた調整
を行う．
　特に大韓地質学会からの要請に応え，
IGC2024（2024年釜山開催）での巡検の準備
作業を開始する．

８．学会運営
　2017年度に行った学会財政の見直しを踏ま
えた構成の事業予算の実行にあたり，本年度
は事業目的の達成度と効果の確認を踏まえた
事業構成の見直しを行うとともに，地質学雑
誌の出版事業については中期的な財務戦略を
策定する．
　会員サービスの強化については，就職支
援，地質技術者の継続的な専門教育（CPD）
に連携した地域型講演会・ワークショップ等
の従来型事業に加えて，会員の新規入会・定
着に資する若手会員向けの学会機能やシニア
会員の活躍の場の創成を検討する．
　学会事務局体制については，新たな人員体
制の元での業務の整理統合と効率化によっ
て，継続的な事務局業務を進めるべく努力す
る．

９．創立125周年記念事業
　本学会設立125周年を迎え，記念式典を5月
に東京で開催するとともに，記念国際シンポ
ジウムを9月の札幌大会で実施する．併せて，
各支部での記念事業やフォトコンテストでの
記念特別賞の授与，地質学雑誌特集号の継続
出版等の記念事業計画を完了させる．
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50年会員顕彰（21名）
1968年入会

赤松守雄，奥村公男，小池春夫，小井土由
光，坂本隆彦，牧野泰彦，山内靖喜，山岸勝
治

（順不同，敬称略）

2018年度
名誉会員候補者推薦理由

一般社団法人日本地質学会
名誉会員推薦委員会　委員長　松田博貴

　2018年度名誉会員候補者として，徳岡隆夫
会員・坂巻幸雄会員・寺岡易司会員の3名を
選出いたしました．推薦理由は以下のとおり
です．

坂巻幸雄　会員（1932年
4月8日生まれ，86歳）
　坂巻幸雄会員は，1956
年に東京大学理学部地質
学科を卒業し，同年に通
商産業省工業技術院地質
調査所に入所された．以

後，37年の長きに渡り，核原料鉱物資源探査
や休廃止鉱山の環境影響評価と重金属汚染の
抑制手法，および地質標本管理等の研究に従
事された．同調査所定年退職された後は，
1994年から2年間，JICA長期派遣専門家のプ
ロジェクトリーダーとして，モンゴル国地質
鉱物資源研究所に勤務し，地質学を通じて，
同国の鉱物資源開発に携わるなど国際的な貢
献を行った．
　地質調査所では，含ウラン二次鉱物の形成
機構に着目し，表流水・地下水を用いる一般
的な地球化学探査法を基礎として,ウラン鉱
床に適用可能な手法を開発した．また，重金
属はそのまま汚染物質の指標でもあること
や，人為的な汚染の発生を試料水の導電率測
定から判別する手法などを応用し，休廃止鉱
山や廃棄物処分場に由来する汚染状況を効率
良く判定する手法を開発し，効果的な対策に
結びつけた．
　こうした経験を基に，地質学的な解明が遅
れがちであった環境汚染問題に積極的に関与
するようになった．特に冨山平野で発生した
イタイイタイ病問題に対しては，金沢高裁で
被害者側が勝訴した1972年以降，住民側の選
任科学者として協力を行い，2012年までの延
べ40年間，発生源・岐阜県神岡鉱山への立入
調査を系統的に実施し，多くの研究者ととも
にカドミウム汚染のメカニズムの把握やそれ
に見合った抑制策を提示した．この取り組み
の帰結として，現在重金属類の流出はほぼ自
然界レベルにまで抑制することができるよう
になった．また，環境汚染問題の実績が被害
者住民団体の間で評価され，東京都日の出町
谷戸沢・二つ塚処分場をはじめとして，敦賀
市樫曲，富津市田倉，旭市海上などの廃棄物
処分場の汚染水漏洩問題に関与し，現地観察
に基づく主張の相当部分は，裁判所によって
採用された．
　2007年以降は，東京都江東区の豊洲中央卸
売市場予定地で，かつて操業していた都市ガ
ス工場によって引き起こされた深刻な土壌・
地下水汚染や液状化—流動化現象に対し，環
境地質学的視点からの問題提起と批判を展開

し，一般の注意を喚起するなど，地質汚染問
題のパイオニアとして活動を継続している．�

　このような長年にわたる地質学に関する研
究，教育，普及への顕著な貢献に鑑み，坂巻
幸雄会員を日本地質学会名誉会員に推薦す
る．

寺岡易司　会員（1934年
1月20日生まれ，84歳）
　寺岡易司会員は，1958
年に広島大学理学部地学
科を卒業し，同年，通産
省工業技術院地質調査所
地質部に採用された．海

外資源特別研究官，地質部層序構造課長，首
席研究官，地質部長などを歴任され，1965年
には「九州大野川盆地付近の白亜系」の研究
で，理学博士（広島大学）を取得された．
1992年に地質調査所を退職された後，1992
〜 1997年に広島大学学校教育学部で教授と
して勤務され，2014年まで地質調査総合セン
ターの客員研究員として勤務された．
　地質調査所では，主に地質図幅調査に従事
し，北部北上山地，北海道北東部，中国地
方，四国九州などを対象とし，1/5万図幅を
15葉，1/20万図幅を4葉，1/50万図幅を2葉作
成した．また1/100万日本地質図（第2,�3版）
の編纂を行い，日本地質アトラス（第2版）
を編纂委員長として出版し，Geology�of�
Japan（1960,�1977地調発行）の執筆も務め
た．1973年からは，1年間，西ドイツ連邦地
質調査所に交換研究員として派遣され，学会
活動では地質学雑誌の編集委員も務めた．
　また国際協力事業団専門家として，タイ，
フィリピン，モンゴル（3回）などで，現地
の大学や研究機関との共同研究を実施した．
国際プロジェクトである環太平洋北面区画の
地質図やテクトニックマップEATARトラン
セクトIV（日本－韓国）などの編纂を行っ
た．さらに2000年以降，東アジア，中央アジ
アおよびアジア広域の地質図，同区画の鉱物
資源や東アジア地震・火山災害図の作成も行
った．
　主な研究業績としては，九州東部の大野川
層群に関する研究が挙げられ，層相変化に富
み，莫大な層厚をもつ変動期の堆積物である
本層群の地層について，詳細な層相・古流
系・構造解析を行い，その堆積・変形史を明
らかにし，臼杵－八代構造線の左横ずれ活動
に関連づけて論述した．その際，中央構造線
の西方延長，西南日本中軸帯の地体構造，和
泉層群との関連にも言及した．これと並行
し，四万十帯の地層群の調査を共同研究者と
行い，層序・構造・変成作用を解明するとと
もに，砂岩モード組成，砂岩・泥岩化学組
成，砕屑性ザクロ石の検討も行った．その結
果，四万十帯の地層群は白亜系と古第三系－
新第三系下部に大別され，前者は2つの亜層
群に区分できるようになった．これらの地層
群は，砕屑岩組成に違いがあり，広域にわた

赤羽貞幸

江藤哲人

小井土由光

玉生志郎

村松敏雄

磯部一洋

岡田篤正

柴田次夫

西田民雄

山野井徹

井上大栄

岡田賢樹

嶋本利彦

町田瑞男
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る層序・構造区分の枠組みが確立された．ま
た砕屑性ザクロ石の研究では，対象を西南日
本内帯から外帯にかけての上部古生界－新生
界まで拡大し，砕屑性ザクロ石の化学組成を
レーダーダイアグラムやMn-Mg-Ca三角図で
示し，砕屑性ザクロ石のタイプ分けと各タイ
プの時代的・地域的消長を論じた．この手法
により，アジア大陸の先カンブリア紀変成岩
をはじめとする古期岩類からの砕屑物が，上
記堆積岩類に多量に含まれていることを明示
した．
　このような長年にわたる地質学に関する研
究，教育，普及への顕著な貢献に鑑み，寺岡
易司会員を日本地質学会名誉会員に推薦す
る．

徳岡隆夫　会員（1938年
3月14日生まれ，80歳）
　徳岡隆夫会員は,1965年
に京都大学大学院理学研
究科博士課程を修了し，
1967年に同大学理学部に
助手として赴任された．

その後，1980年に新設となった島根大学理工
学部に助教授として赴任され，1987年に同大
学理学部教授に昇任された．2001年に同大学
を定年退職され，島根大学名誉教授を授与さ
れた．また1992 〜 2000年には島根大学汽水
域研究センター長を併任された．
　この間，初期には，四万十帯の前弧海盆の
堆積学的研究を推し進められ，紀伊半島の古
第三系（音無川帯〜牟婁帯）を中心に，古流
向解析をいち早く取り入れた堆積盆解析，礫
岩・砂岩の砕屑物組成からの後背地解析で先
駆的な成果を上げ，四万十帯の堆積学的研究
を先導した．また，P-T�境界についての国際
的な層序学的研究，ヒマラヤ衝突帯について
の共同研究，および中国帯の中・古生界の研
究に貢献した．
　島根大学へ異動後は，汽水湖を対象とした
研究に積極的に取り組まれ，宍道湖や中海の
環境変遷を解明するとともに，全国的な海跡
湖研究の推進に努め，その成果は2つの地質
学論集（nos.�36�&�39）に結実した．また，
宍道湖・中海の自然環境の変遷を解明する研
究を通して明らかにされた大根島玄武岩の三
次元的な分布は,当時大きな社会問題となっ
ていた中海干拓事業を中止に導く実質的な根
拠となった．島根大学の他分野研究者とも協
力して汽水域研究センターの設立に尽力し，
この分野の国際的な拠点として重要な役割を
果たしつつある現在のエスチュアリ研究セン
ターの基礎をつくった．韓国およびネパール
における海外調査の実績を生かして，留学生
を受け入れる受け皿として大学院特別コース
を島根大学に設置するなど，地質学の国際交
流にも貢献された．
　島根大学定年退職後も中海・宍道湖の自然
保護に活躍され，2006年には環境修復のため
のNPO法人「自然再生センター」を立ち上
げ，汽水環境の特性と地質学の重要性を訴え

つつ，市民とともに活動を続けられている．
　地質学会評議員を8期（16年），副会長を2
期（4年半）務められた．副会長在職時の
1998 〜 2001年は地質学会の法人化をめぐる
議論の最中であり，法人化調査検討委員会委
員長も務められ，学会の法人化への道筋をつ
けることに尽力された．また,学生の教育・
研究の指導にも卓越した力量を発揮して,多
くの若手後継者の育成に成果を上げた．

　このような長年にわたる地質学の研究，教
育，普及への顕著な貢献に鑑み，徳岡隆夫会
員を日本地質学会名誉会員に推薦する．

2018年度
日本地質学会各賞受賞理由

各賞選考委員会委員長　星　博幸

　2018年度各賞の授賞候補者，受賞候補論文
および受賞理由について，下記の通り報告い
たします．

記

日本地質学会国際賞
受 賞 者：Millard F. 
Coffin氏（Institute for 
Marine and Antarctic 
Studies, University of 
Tasmania）
対象研究テーマ：巨大火
成岩岩石区の形成とその

地球環境への影響に関する研究
　Millard�F.�Coffin氏は，巨大なマントル・
プルームなどによって発生する大量のマグマ
が広大な玄武岩台地を形成する「巨大火成岩
岩 石 区（Large�Igneous�Provinces,�LIPs）」
を提唱し，その地球科学的意義を実証的に明
らかにした第一人者である．同氏はLIPsを
地球物理学的，地質学的データを駆使して系
統的に解析し，その詳細な形成メカニズムに
ついて検討を行った．特にオントンジャワ海
台，ケルゲレン海台などの形成メカニズムに
つ い て 同 氏 が 中 心 と な っ てReviews�of�
Geophysics誌にまとめた論文（Coffin�and�
Eldholm,�1994）は，LIPsに関する研究の金
字塔となっている．この論文は多くの研究で
引用され，同氏の研究が地球科学界に与えた
影響の大きさを物語っている．これを筆頭に
同氏は100編を超える影響力の強い論文を発
表している．
　また，同氏はLIPsの形成に伴う火山噴火
が気候や海洋環境に与えた影響についても多
くの実績を残してきた．特に東京大学海洋研
究所の教授であった2001 〜 2007年にかけて，
東京大学や海洋研究開発機構の若手研究者ら
と共同で研究を進め，白亜紀のオントンジャ
ワ海台やカリブ海台の噴火活動が海洋無酸素
事変の時期に一致することを明らかにし，こ
の研究に新たな一面を切り開いた．この時期
に日本の研究コミュニティーが同氏と議論を
重ねながら研究領域を開拓するができたこと
は，大きな財産になっている．2004年以降の
同氏の業績一覧に多くの日本人研究者が名前
を連ねていることからも，同氏の日本におけ
る教育・研究の影響の大きさがうかがえる．
　同氏は2002 〜 2003年には海洋研究開発機
構の招聘研究員として統合国際深海掘削計画

（IODP）に関する多くの重要な研究プロジェ
クトを進めることに貢献した．また，IODP
の科学計画パネル（SPC）の議長として敏腕
を振るうなど，国際科学計画の運営にも多く
の実績をあげている．
　以上のように，学術面，教育面，国際的な
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プロジェクトリーディングの面において，同
氏が日本の地質学界に与えた功績は極めて大
きい．これらの業績と日本地質学界への多大
な貢献に鑑み，Millard�F.�Coffin氏を日本地
質学会国際賞候補者として推薦する．
　Professor�Millard�F.�Coffin� is�one�of� the�
leading�experts�who�advocated� the�basic�
concept�of�Large�Igneous�Provinces� (LIPs),�
and� empirically� clarified� its� geological�
significance.�He�has�examined� formational�
processes� and�mechanisms� of� LIPs,� by�
analyzing�geophysical�and�geological�data�in�
great�detail.�In�particular,�one�of�the�papers�
about�mechanisms� of�Ontong� Java� and�
Kerguelen�LIPs�that�he�and�his�colleagues�
published� from�Reviews� of� Geophysics�
(Coffin�and�Eldholm,�1994*)� is� the� seminal�
work� of� this� field.�This� paper� has� been�
heavi ly� c i ted� (>860) , � te l l ing� us� how�
influential�of�his�work�is.�In�addition,�he�has�
published�more�than�100�influential�papers.�
　He�has�also�made�a� lot� of�work�on� the�
study� of� the� consequences� of� LIPs,� i.e.,�
impact�of�massive�volcanic�eruption�on�the�
climate,� ocean�and� life.�When�he�was� the�
professor�of�Ocean�Research�Institute�(ORI),�
the�University� of�Tokyo� (2001-2007),� he�
collaborated�with�young�researchers�at�ORI�
and�JAMSTEC,�and�revealed�that�massive�
eruptive� episodes� associated�with� the�
formation�of�LIPs�(e.g.,�Ontong�Java�and�the�
Caribbean�Plateaus)�coincided�with�oceanic�
anoxic� events.� His� group� has� activated�
debates�on�this�research�issue.�It�is�a�great�
asset�for�Japanese�young�geoscientists�that�
they� experienced� active� discussion,� and�
pioneered� these� research� fields� with�
Professor�Millard� F.� Coffin� during� this�
tenure�at�ORI.�The�fact�that�many�Japanese�
r e sea r cher s � a r e � on � the � l i s t � o f � h i s�
achievements� demonstrates� how� his�
influence� on�education� and� research�was�
significant�in�Japan.�
　As� an� invited� research� scientist� of�
JAMSTEC� (2002-2003),� he� contributed� to�
promoting� important�research�projects�on�
the� Integrated�Ocean�Drilling� Program�
(IODP).�He�has� a� lot� of� achievements� in�
h and l i ng � and � p l ann i ng � o f � v a r i o u s�
international� science� projects,� such� as� a�
cha i rman � o f � t he � Sc i ence � P l ann ing�
Committee�(SPC)�of�IODP.�
　In� terms� of� academic� and� educational�
aspects , � as� wel l � as� his� international�
leadership,�his�achievement�on�the�Japanese�
geoscience�community� is� significant.�Here�
we�recommend�Professor�Millard�F.�Coffin�
as�a�candidate�for�the�International�Award�
of�the�Geological�Society�of�Japan�in�view�of�
h i s � ach ievement � and� a � tremendous�
contribution� on� the� Japanese� scientific�

community.
*Coffin,�M.F.�and�Eldholm,�O.�（1994）�Large�
Igneous� Provinces-� crustal� structure,�
dimensions,� and� external� consequences.�
Reviews�of�Geophysics,�vol.�32,�p.�1-36.

日本地質学会小澤儀明賞
受賞者：澤木佑介 会員

（東京大学大学院総合文
化研究科）
対象研究テーマ：多元素
同位体比分析を駆使した
原生代後期の古環境解読
研究

　澤木佑介会員は地球史を中心とする分野で
大きな成果をあげてきた．主に重金属元素の
同位体比分析とジルコンの年代分析を土台
に，常に最新の研究手法を取り入れ，精力的
な研究を展開している．
　同会員の特筆すべき成果は原生代後期の古
環境解読研究である．原生代後期は大型多細
胞動物出現の時代で，全球凍結や地球規模で
の大気海洋の酸化等の大変動が起こった時代
とされ，地球史の中で最も重要な時代の一つ
である．同会員は，東京工業大学・東京大学
を中心とした研究グループが行った原生代後
期の堆積物の陸上掘削調査に参加して得られ
た保存のよい岩石試料のSr，Ca，Fe，Os同
位体比を高時間解像度で連続的に測定した．
その結果，原生代後期は地球史を通じて最も
大陸風化が活発であったこと，それが海洋に
Ca等の栄養塩濃度を供給し海洋中の栄養塩
濃度を増加させたこと，大気・海洋は酸化的
-還元的環境を繰り返しながら徐々に酸化的
環境に変化していったこと等を明らかにし
た．また，これまでの研究では鉄の化学種分
析から硫化物イオン濃度の高い海洋（Euxinic�
ocean）が広がっていたとされてきたが，同
会員は鉄の化学種分析の問題点を指摘し，
Euxinic�oceanの時期をより正確に特定した．
これらの研究成果は，原生代後期の古環境に
関する重要なデータセットとして高く評価さ
れている．
　同会員は，共同研究者とともに，太古代初
期や原生代初期の地質体の研究も行ってい
る．太古代初期の地質体の研究では，約39億
年前のカナダ・ラブラドルのサグレック岩体
で高精度の地質図を作成し，地質学的産状か
ら本地域が最古の付加体であることを示し
た．さらに，グリーンランド・イスア地域の
38億年前の生命の証拠とされる炭質物や共存
する硫化物の炭素や鉄同位体から，最古の鉄
還元バクテリアの存在を示唆する化学的証拠
を発見した．最近は，原生代前期の大酸化イ
ベント時の環境解読を進めるために，精力的
に中央アフリカ・ガボンの地質調査，年代測
定，堆積岩の化学分析等を行っている．
　以上の優れた業績を高く評価するととも
に，将来性を期待し，澤木祐介会員を日本地
質学会小澤儀明賞に推挙する．

日本地質学会柵山雅則賞
受賞者：野崎達生 会員

（海洋研究開発機構 海底
資源研究開発センター）
対象研究テーマ：火山性
塊状硫化物（VMS）鉱床
の成因研究
　野崎達生会員は，卒業

研究から現在まで一貫して地質学的・地球化
学的手法に基づく鉱床学研究を行っている．
特に，海底熱水鉱床を起源とする陸上の火山
性塊状硫化物（VMS）鉱床の成因解明に精
力的に取り組み，顕著な業績を挙げてきた．
　博士課程から取り組んだ研究では，変成作
用により初生的な年代決定が困難な三波川帯
の別子型鉱床に対してRe-Osアイソクロン法
を適用するという独創的なアプローチで挑
み，その生成年代決定に世界で初めて成功し
た．そして，別子型鉱床の生成年代が約150�
Maに集中することと，鉱床の生成場が遠洋
域の中央海嶺であることを明らかにし，当時
の特異な地球表層環境がもたらしたジュラ紀
後期海洋無酸素事変を提唱するとともに，鉱
床の生成・保存とグローバル環境変動が密接
に関連するという資源地質学における第一級
の命題を明らかにした．さらに，四万十帯北
帯に分布する別子型鉱床にもRe-Os法を適用
し，これらの鉱床が白亜紀後期の海嶺沈み込
み現象に伴う鉱床であることを明らかにした
のみならず，現地性玄武岩を伴う別子型鉱床
のRe-Os年代から，重要な地質イベントであ
る海嶺沈み込み現象の時空間変遷を追跡でき
ることを提示した．
　同会員は海底熱水鉱床の研究航海にも数多
く参加してきた．共同首席研究員を務めた二
度の「ちきゅう」による科学掘削航海を通じ
て生成された人工熱水孔に着目し，人工熱水
孔上に品位の高いチムニーが急激に成長する
ことやその詳細な鉱物学的特徴を明らかにし
ている．これらのデータに基づき，黒鉱養殖
という独創的なアイデアを着想し，現在その
実用化に向けた研究を展開している．また，
分析化学研究手法においても，気化法を用い
たRe-Os同位体の迅速測定方法の開発や，そ
の手法をマンガンクラストやレアアース泥，
堆積岩などに適用し，新しい成果を挙げてい
る．
　以上の高い実績と将来性により，野崎達生
会員を日本地質学会柵山雅則賞に推挙する．

日本地質学会柵山雅則賞
受賞者：遠藤俊祐 会員

（島根大学大学院総合理
工学研究科）
対象研究テーマ：野外調
査に根差した，沈み込み
帯変成作用とテクトニク
スの研究

　遠藤俊祐会員は，綿密な地質調査・岩石記
載に基づいた沈み込み帯の変成作用とテクト
ニクスに関する研究を展開し，注目すべき成
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果をあげてきた．それは以下の3つにまとめ
られる．（1）三波川変成帯の高変成部に位置
する五良津岩体に広く分布するエクロジャイ
トは，粗粒であることなどにより異地性のテ
クトニックブロックと考えられていた．同会
員は五良津岩体の変成年代をLu-Hf法により
約117�Maと決定し，今まで唱えられていた
三波川変成作用の2つの年代（約90�Maおよ
び約120�Ma）に対応した地質学的なイベン
トを示すことに初めて成功した．また，五良
津岩体の岩石の粒径が大きいことは変成作用
が高温で継続時間が他の地域より長いことに
よるとした．この過程で，研究例が少ない炭
酸塩鉱物に富むエクロジャイトの岩石学解析
や，鉄の酸化状態を変数として取り入れたシ
ュードセクション作成など，解析法について
も新たな展開を示した．（2）グアテマラ・北
部モタグア断層帯は，現在活動中の沈み込み
帯深部に分布すると考えられるローソン石エ
クロジャイトの露出で有名である．しかし，
その形成条件の見積りは，低温で形成するた
めに反応速度が遅く化学平衡が保証されず難
物であった．同会員は通常の地質温度圧力計
に加えて，シュードセクション法，ラマン炭
質物温度計などの手法を融合し，今までより
格段に誤差の少ない解析を行った．（3）秩父
帯北帯での高圧変成作用の範囲が従来の理解
より大幅に広いことを明らかにした．また，
ローモンタイト（濁沸石）の分解が沈み込み
帯における重要な脱水反応であり，地震発生
領域の下限を支配する重要な反応である可能
性があると指摘した．
　上記の通り，同会員は多岐にわたり沈み込
み型変成作用研究に大きく貢献しており，今
後，日本の変成岩研究をリードする有望な若
手研究者として期待される．よって，遠藤俊
祐会員を日本地質学会柵山雅則賞に推挙す
る．

日本地質学会 Island Arc賞

対 象 論 文：Ayumu Miyakawa, Saneatsu 
Saito, Yasuhiro Yamada, Hitoshi Tomaru, 
Masataka Kinoshita and Takeshi Tsuji, 
2014, Gas hydrate saturation at Site C0002, 
IODP Expeditions 314 and 315, in the 
Kumano Basin, Nankai trough. Island Arc, 
23, 142-156.
　Miyakawa� et� al.� (2014)� estimated� the�
degree�of�gas�hydrate�saturation�at� IODP�

Site�C0002� in� the�Kumano�Basin,�Nankai�
Trough�from�logging-while-drilling�logs�and�
core� samples� obtained� during� IODP�
Expeditions� 314� and�315�using�Deep�Sea�
Drilling� Vessel� Chikyu.� Based� on� the�
excellent�geophysical�and�geochemical�data,�
the� free�gas�migration� in�sediment� is�well�
illustrated.�They� found�coexistence�of�gas�
hydrate� and� free�gas,� suggesting�a� large�
gas� flux� flowing� to� the� southern� and�
seaward�edge�of� the�basin� from�a�deeper�
part�of�the�Kumano�Basin.�This�knowledge�
is�applicable�to�various�kinds�of�pore�fluids�
and� thus� important� to� consider�digenetic�
process�of� sedimentary�rocks.�This�paper�
presents� one� of� important� results� of� gas�
hydrate � format ion � obta ined� by� the�
NanTroSEIZE� drilling� program� using�
Chikyu.�Their�work�has�been�broadly�cited�
as� the� standard� of � the� gas� hydrate�
saturation� in� the� seaward� edge� of� the�
Kumano�Basin,� Japan.� In� addition,� their�
findings�motivate� further� studies� on� the�
coexistence�of�gas�hydrate�and�free�gas�and�
the�fluid�migration�in�the�area.
　Ayumu�Miyakawa�graduated�from�Kyoto�
Un ivers i ty � w i th � a � BSc � in � 2006 ; � he�
subsequently�completed�a�Ph.D.�course�at�
the� same� university�with� the� degree� in�
2011.�He�became�a�Postdoctoral�Researcher�
at�Japan�Agency� for�Marine-Earth�Science�
and�Technology� (JAMSTEC)� in� 2011;� he�
served�there�for�one�year.�In�April�2012,�he�
started�his�engagement� in�research�at� the�
Geological� Survey� of� Japan� (GSJ)� in� the�
National� Institute�of�Advanced� Industrial�
Science� and�Technology� (AIST);� he� is� a�
Senior�Researcher�since�October�2017.�His�
main� interest� is � in� the� dynamics� of�
subduction�zones.�He�joined�Nankai�Trough�
Seismogenic� Zone� Experiment� as� an�
onboard � l ogg ing � sc i en t i s t � in � IODP�
Expedition�314.�The� logging�data�obtained�
during� the� cruse� revealed� the� f lu id�
migration�and�the�hydrate�deposition�within�
the� forearc� basin,� as�mentioned� in� the�
awarded�article.�He� is� also� curious�about�
the�integration�of�the�geological/geophysical�
observation� such�as� the� logging�data�and�
t h e � g e odynam i c s � mode l i n g . � He � i s�
conducting� the� numerical�modeling� to�
simulate� the�dynamics� of� the� subduction�
zones.� Currently,� he� is� expanding� his�
research� to� crustal� stress� controlling� the�
reactivation�of�the�fault�and�the�openness�of�
the�fault-fracture�conduit�in�the�crust.

日本地質学会論文賞

対 象 論 文：Osamu Takano and Takashi 
Tsuji, 2017, Fluvial to bay sequence 
stratigraphy and seismic facies of the 
Cretaceous to Paleogene successions in 
the MITI Sanriku-oki well and the vicinities, 
the Sanriku-oki forearc basin, northeast 
Japan. Island Arc, 26, e12184, doi:10.1111/
iar.12184.
　三陸沖堆積盆はテクトニクス的にも石油・
石炭地質的にも堆積学的にも重要な前弧堆積
盆である．しかし，堆積盆の主要部分が海底
にあるため，全容の解明が難しかった．本論
文は，石油・天然ガスの探鉱のために取得さ
れた三次元地震探査断面と，基礎試錐「三陸
沖」によって得られた坑井データを駆使し，
この地域の上部白亜系から始新統の堆積相と
地震探査断面における震探相とを詳しく解析
したものである．また，解析結果をもとに，
堆積環境を詳細に復元し，前弧海盆の埋積モ
デルを構築している．本研究成果は，三次元
地震探査技術と堆積学とをリンク・統合させ
たいわゆる三次元サイスミック地形学の特筆
すべき優れた研究結果である．本研究の結
果，沈み込みに伴う三陸沖堆積盆の埋積過程
がまるで航空写真で地形変化を見るかのよう
に復元された．また本論文は，応用分野であ
る石油・天然ガス探鉱のための技術が堆積盆
解析に寄与する様子をつぶさに知らしめてお
り，これから地質学を学ぼうとする若手に総
合的な地質学の面白さを示す好例となってい
る．以上の理由より，本論文を日本地質学会
論文賞に推薦する．

日本地質学会小藤文次郎賞
受賞者：小宮　剛 会員

（東京大学大学院総合文
化研究科）
対 象 論 文：Takayuki 
Tashiro, Akizumi Ishida, 
Masako Hori, Motoko 
Igisu, Mizuho Koike, 

Pauline Méjean, Naoto Takahata, Yuji Sano 
and Tsuyoshi Komiya, 2017, Early trace of 
life from 3.95 Ga sedimentary rocks in 
Labrador, Canada. Nature, 549, 516-518.
　これまで最古の生命の痕跡は38億年前のグ
リーンランド・イスアの堆積岩中のグラファ
イトとされてきた．しかし，それ以前にも地
球上には海が存在し，より古い時代に生命が
存在していたと考える研究者も多い．小宮　
剛会員を中心としたグループは39.5億年前の
カナダ・ラブラドル地域のヌリアック表成岩
類の調査を継続的に行い，泥質変成岩と変成
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炭酸塩岩から抽出したグラファイトが生物由
来の有機物であることを示した．最新鋭の分
析方法を用いて測定した炭素同位体比は，グ
ラファイトの値が十分に低く，無機炭素との
値の差も大きいことから，これが自家栄養の
微生物を起源としていたことを表す．また，
コンタミネーションやFischer-Tropschタイ
プの可能性についても，慎重な分析から否定
的な証拠を提示している．昨年9月に発表さ
れた上記論文の内容は，最古の生命の痕跡を
1.5億年も更新し，その重要性ゆえに多くの
メディアに取り上げられた．これは地球史を
塗り替える重要な地質学的成果であり，本研
究を主導した小宮　剛会員を日本地質学会小
藤文次郎賞候補者として推薦する．

日本地質学会研究奨励賞
受賞者：綿貫峻介 会員

（国際石油開発帝石株式
会社）
対象論文：綿貫峻介・金
井拓人・坂　秀憲・高木
秀雄，2017，青森県白神
山地西部に発達する入良

川マイロナイト帯の変形微細構造．地質学雑
誌，123，533-549．
　白神山地西部の日本海沿岸地帯には，白亜
紀花崗岩体内部に南北に伸びるマイロナイト
帯が知られている．綿貫峻介会員らは本マイ
ロナイト帯を入良川マイロナイト帯と呼称
し，マイロナイト帯を横切る複数の側線で詳
細な構造地質学的調査を行った．その結果，
本マイロナイト帯は350m程度の幅を持ち，
外側から中心部へプロトマイロナイト，マイ
ロナイトおよび一部カクレーサイト化したウ
ルトラマイロナイトから構成されていること
が明らかとなった．また，マイロナイトの変
形構造についてSEM-EBSDを用いて再結晶
石英の粒径，結晶方位および粒子形態ファブ
リックを解析し，変形機構，変形物理条件お
よび変形履歴について詳細に議論した．特に
ランダムファブリックを示すウルトラマイロ
ナイトの薄い石英集合体については，他の鉱
物との接触の影響の有無を検討するなどの慎
重な解析が加えられている．また，従来の研
究を補完する結果ではあるが，剪断センスや
岩石帯磁率についても詳細に検討し，本マイ
ロナイト帯が畑川構造線のマイロナイト帯の
北方延長ではなく，阿武隈帯内部に発達する
剪断帯であることを明確にした．本論文は構
造地質学の分野で最近，世界的な関心が集ま
っている断層帯のアーキテクチャーや変形機
構について重要な成果を得た論文と判断され
るほか，同会員の剪断帯に関する総合的な構
造解析能力が発揮されている．以上の理由よ
り，綿貫峻介会員を日本地質学会研究奨励賞
候補者として推薦する．

日本地質学会研究奨励賞
受賞者：高橋　聡 会員

（東京大学大学院理学系
研究科）
対象論文：高橋　聡・永
広昌之・鈴木紀毅・山北　
聡，2016，北部北上帯の
亜帯区分と渡島帯・南部

秩父帯との対比：安家西方地域のジュラ紀付
加体の検討．地質学雑誌，122，1-22．
　高橋　聡会員は，東北日本北部北上帯のジ
ュラ紀付加体について，従来提唱されていた
亜帯（葛巻－釜石亜帯と安家－田野畑亜帯）
区分の妥当性を検証するとともに，北海道や
西南日本外帯のジュラ紀付加体との対比を行
った．同会員は両亜帯の境界域における詳細
な地質図を作成し，岩相区分，微化石同定，
砂岩組成解析といったさまざまな手法を駆使
し，この亜帯区分が概ね妥当であることを示
した．また，類似点・相違点を提示し，両亜
帯に分布するユニットが北海道の渡島帯，西
南日本外帯の秩父帯においてどのユニットと
対比できるかを示した．本研究は，中生代日
本列島形成史を解明する上で鍵となる重要な
データを提示し，新たな広域対比を行ったも
のであり，高く評価できる．また，本成果は
同会員の長期にわたる地道な野外調査から得
られたものであり，野外地質学をベースとし
た地域地質研究の重要性を示す好例でもあ
る．以上の理由により，本論文の筆頭著者で
ある高橋　聡会員を日本地質学会研究奨励賞
に推薦する．
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C A L E N DAR
2018.7～

　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
■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/

（共）地震子どもサマースクール：火
山島 伊豆大島のヒミツ
8月7日（火）〜 8日（水）
募集対象：小学5年〜高校生40名
http://www.kodomoss.jp/ss/izuoshima/

○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/

○第213回地質汚染イブニングセミナー
8月31日（金）18:30 〜 20:30
場所：北とぴあ802会議室
講師：佐々木裕子（国立環境研究所客員研究員）
テーマ：土壌汚染対策法の改正−調査・分析
法の動向と課題−
http://www.npo-geopol.or.jp

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

○日本学術会議公開シンポジウム「西
日本豪雨災害の緊急報告会」
9月10日（月）13:00〜17:30
場所：日本学術会議講堂（港区六本木）
定員：先着300名（参加費無料）要申込
http://janet-dr.com/050_saigaiji/2018/050_2018_
gouu/20180910_houkoku/180910_00_leef.pdf

（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）
＊プログラムが公開されました
http://www.histeq.jp/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

（協）地盤技術フォーラム2018
9月26日（水）〜28日（金）10:00〜17:00
場所：東京ビッグサイト　東5ホール（江東区
有明）
土壌・地下水浄化技術展／地盤改良技術展／
基礎工技術展
http://www.sgrte.jp/

○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

■10月　October
★関東支部：125周年記念街中ジオ散
歩「日比谷入江を歩く」徒歩見学会
10月21日（日）9:45〜15:30小雨決行（予定）
見学場所：東京都千代田区丸の内周辺
申込受付期間： 9月12（水）〜26日（水）（申
込者多数の場合抽選）
http://kanto.geosociety.jp/

■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/

★関東支部：伊豆大島巡検
11月22日（木）〜24日（土），2泊3日（船中1
泊）雨天決行
申込期間：9月20日（木）〜11月10日（土）
http://kanto.geosociety.jp/

■12月　December
○国際シンポジウムMISASA VII「サ
ンプルリターンとアストロバイオロ
ジー」
主催：岡山大学惑星物質研究所
共催：宇宙科学研究所・JAXA
12月19日（水）〜21日（金）
場所：米子コンベンションセンター BiG 
SHiP（鳥取県米子市）
https://sympo.misasa.okayama-u.ac.jp/
misasa_vii/

○地質学史懇話会
12月23日（日）13:30 〜 17:00
場所：北とぴあ8階806号室（JR京浜東北線
王子駅下車3分）
演者：長田敏明氏ほか
問い合わせ：矢島道子<pxi02070@nifty.com>

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
https://www.data-box.jp/pdir/7085ba17d18
d49959128fd842853976a
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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

九州大学大学院理学研究院地球
惑星科学部門教員（准教授）公募

1. 職種・人員：准教授 1名
2. 所属：理学研究院 地球惑星科学部門 流体
圏・宇宙圏科学講座
3. 専門分野：気象学・気候力学
4. 担当業務等：理論，観測，データ解析，数
値シミュレーションなどの手法により，主に
対流圏を対象とした気象学，気候力学，大気
物理学，大気海洋科学，気候システム科学の
いずれかを研究し，地球惑星科学部門の構成
員と連携協力して当該専門分野並びに地球惑
星科学の発展に貢献できる方．また教育にお
いては，大学院・学部の教育と研究指導及び
全学共通教育の一部を担当して頂きます．
5. 応募資格：博士の学位を有する者
6. 採用予定日：平成31年4月1日以降できるだ
け早い時期
7. 任期：なし
8. 提出書類：履歴書／これまでの研究概要

（A4用紙2頁以内）／研究業績リスト（査読
のある原著論文，総説，著書に区分）／主要
原著論文3編の別刷又はコピー（業績リスト
に○印を付す）／競争的資金の獲得状況（応
募者が研究代表者のもの）／研究に対する抱
負（A4用紙2頁以内）／教育に対する抱負

（A4用紙1頁程度）／応募者について意見を
聞ける方2名の氏名とその連絡先，並びに応
募者との関係
以上の書類全てを印刷するとともに，この順
番に1つのPDFファイルにまとめて，適当な
媒体（CD，DVD，USBメモリ等）に記録し
たものを同封してください．
9. 応募締切：平成30年9月10日（月）（必着）
10. 本公募に関する問い合わせ先：
九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門
川村 隆一
電話：092-802-4233
e-mail：kawamura.ryuichi.130@m.kyushu-u.
ac.jp
11. 書類送付先：
〒819-0395 福岡市西区元岡744
九州大学大学院理学研究院 地球惑星科学部
門　廣岡 俊彦 宛

九州大学大学院理学研究院地球
惑星科学部門教員（教授）公募

1. 職種・人員：教授 1名
2. 所属：理学研究院 地球惑星科学部門 固体

地球惑星科学講座
3. 専門分野：地質学
4. 担当業務等：地質学に基礎を置き，野外調
査の手法を駆使して，惑星地球の進化に関す
る新しい描像を建設・発信する．また，基礎
地質学，堆積学，野外実習や学生指導などの
専攻教育及び基幹教育に熱意をもって取り組
み，地球惑星科学部門の運営にも積極的に参
画する．
5. 応募資格：博士の学位を有する者
6. 採用予定日：平成31年4月1日以降できるだ
け早い時期
7. 任期：なし（定年による退職は，65歳以後
における最初の3月31日）
8. 提出書類：履歴書／業績リスト（発表論
文，著書，招待講演，外部資金等）著者のう
ち応募者の氏名に下線を付けてください．／
主要論文 3編／これまでの研究概要（A4用
紙2枚以内）／教育・研究についての抱負

（A4用紙2枚以内）／応募者を熟知し，意見
を聞ける部門外の方2名の氏名と連絡先，並
びに応募者との関係
　以上の書類を，この順序で1つのPDFファ
イルにまとめて，電子メディアに保存の上，
メディアを下記送付先宛郵送して下さい．
9. 応募締切：平成30年9月28日（金） （必着）
10. 書類送付先など：〒819-0395 福岡市西区
元岡744
九州大学大学院理学研究院地球惑星科学部門
選考委員長　寅丸 敦志
電話：092-802-4250
E-mail：toramaru.atsushi.518@m.kyushu-u.ac.jp
11. 本公募に関する問い合わせ先：
上記選考委員長または下記まで．
金嶋 聰
電話：092-802-4244
E-mail：kane@geo.kyushu-u.ac.jp

山口大学大学院創成科学
研究科教員の公募

1. 公募人員：助教2名
2. 所属：大学院創成科学研究科理学系学域 
地球科学分野（理学部地球圏システム科学
科）
3. 専門分野：地球科学分野
　① 層序学，古生物学，堆積学，構造地質学

など　1名
　②岩石学，鉱物学，鉱床学など　1名
4. 担当科目：共通教育科目，学部及び大学院
専門科目
5. 任期：5年（審査により5年の再任1回可）
6. 着任時期：平成31年4月1日以降のできるだ
け早い時期
7. 応募資格：（1）博士の学位を有する方　

（2）地球科学分野の実験・実習・授業に加
え，特別研究（卒業論文）等の指導を担当で
きる方，また，フィールド教育（野外実習や
野外巡検等）に熱意をもって取り組める方　

（3）当該分野では，JABEE（日本技術者教

育認定機構）認定プログラムに基づき教育を
実施しております．当該分野の現スタッフと
協調して，このプログラムに沿って高度技術
者となりうる人材の育成に積極的に取り組め
る方
8. 待遇：国立大学法人山口大学の規定による．
9. 応募締切：平成30年9月28日（金）必着
10. 提出書類：（1）履歴書（パソコン作成可，
顔写真貼付，現住所，電話番号，e-mail アド
レス，学歴（高校以降），職歴等を記載した
もの）　（2）研究業績リスト（研究論文，著
書，総説・解説等に分けて，査読の有無や印
刷中・投稿中のものは，その旨を明記するこ
と．）　（3）上記（2）に記した主要研究論文
の別刷又はコピー（３編以内）　（4）これま
での研究経過と将来の研究計画（A4 版で２
枚以内）　（5）着任後の教育に対する抱負

（A4 版で１枚）　（6）競争的外部資金の獲得
状況リスト　（7）応募者について照会可能な
方2名の方の氏名と連絡先（所属，職名，勤
務先住所，電話/Fax 番号，e-mail アドレス
など）
11. 書類送付先：〒753-8512 山口県山口市吉
田1677-1
問合せ先 山口大学大学院創成科学研究科 理
学系学域
地球科学分野長 脇田浩二
Tel：083-933-5623
e-mail：k-wakita@yamaguchi-u.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

山田科学振興財団2019年度
留学費「長期間派遣援助」助成募集

　本財団は，優れた研究者が長期間（6か月
〜１年間）海外で協同研究を行うために必要
な滞在費，渡航費等の援助を行います．これ
は，自然科学の基礎的分野において重要かつ
独創的な研究に従事し，優れた研究活動を実
施しつつある新進研究者が，海外で学識を交
換して学術の国際交流を促し，相互に研究の
学際的，あるいは国際的進展を図るための援
助です．選考は物理，化学，生物・医学及び
それらの複合領域・関連分野を対象に行われ
ます．
応募資格：受け入れ先の承諾が2019年2月9日
までに得られる者であれば，身分，経歴，年
齢は問いません．
助成対象：2019年4月〜 2020年3月に出発予
定の方を対象とします．
助成金額：1件あたりUS$10,000，総額US$70,000

（使途：滞在費，滞在中の国内旅費，渡航費等）
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締切期日：2018年10月31日（水）必着
申請書類送付先及び連絡先
公益財団法人　山田科学振興財団
〒544-8666　大阪市生野区巽西1丁目8番1号
電話：06-6758-3745（代表）
詳 し く は，http://www.yamadazaidan.jp/
jigyo/bosyu_tyouki.html

2019年度
地震火山こどもサマースクール
開催地の公募結果について

　2019年度地震火山こどもサマースクールの開催地を2018年1月9日〜2月16日に公募しま
したところ，2件の応募がありました．

　提案された開催地は共に魅力的で甲乙付けがたいものでした．そこで，「こどもたちが
第一線の研究者と一緒に地元の見慣れた景観の中に隠された地球の活動を探し，大地や風
景のなりたちを考えます．」という地震火山こどもサマースクール（以下サマスク）の事
業により合致しているか，また近年の開催テーマおよび開催地等の状況もあわせて検討い
たしました．

　その結果，NPO法人地球デザインスクールが相応しいということになり，同NPO法人
が提案した京都府宮津市を開催地と決定しましたのでお知らせします．

［関連イベント］記念講演会「水晶の魅力」
日時：10月13日（土）14:00〜15:30　聴講無料
場所：石川小学校クリスタルホール（福島県
石川郡石川町双里字川向2-1）
講師：長瀬敏郎准教授（東北大学総合学術博
物館）

［お問い合わせ］
石川町立歴史民俗資料館
〒963-7845　福島県石川郡石川町字高田200-2
℡：0247-26-3768
http://www.town.ishikawa.fukushima.jp/
admin/material/

　水晶は人々を魅了する鉱物の一つです．な
かでも，石川地方産水晶は，結晶の大きさが
国内最大規模を誇ることから，その名を全国
に轟かせています．
　石川町立歴史民俗資料館では，平成7年度
に町村合併40周年を記念して「世界の水晶
展」を開催し，大きな反響を得ました．本企
画展は，前回の企画展以降に収集してきた資
料館所蔵コレクションを加えて，改めて，石
川地方産水晶の魅力を発信するとともに，国
内，さらには，世界の水晶を多数展示し，水
晶の魅力を紹介いたします．

期間：平成30年8月7日（火）～11月4日（日）（月曜休館・月曜日が国民の祝日の場合翌日休館）
開館時間：9:00〜16:00
入館料：無料
場所：石川町立歴史民俗資料館　３階展示場
展示内容：水晶標本190点（石川地方産水晶60点，国内産水晶60点，外国産水晶70点）

石川町立歴史民俗資料館

博物館だより

平成30年度企画展「世界の水晶展2
～石川町立歴史民俗資料館所蔵コレクション～」
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　2018年6月16日から21日にかけて，カナダ，
バンクーバーの国際コンベンション・センタ
ー西館（図1）において，表記のRFG2018

（http://www.rfg2018.org/）が開かれ，日本
からの14名を含め，総勢約2,000名の参加を
見て成功裏に終了した（図2, 3）．この国際学
会議は，IUGS（国際地質科学連合：NGO）
内 部 のRFG（Resources for Future 
Generation：次世代の資源）という組織が主
体となって，コングレス級の規模で計画され
た．実際の主催は，カナダ鉱山金属学および
石油学会，カナダ地質学会，カナダ鉱物学会
であり，それにカナダ地球科学連合，国際地
質科学連合，カナダ地質基金の後援のもと，
数年前から準備されたものであった．学会議
はよくアレンジ，オーガナイズされており，
参加費や宿泊費がかなり高価であったことを
除くと，快適であった．
　学会議は，鉱物・資源と社会・エネルギ
ー・地球の4つの大枠のもとに，多くのセッ
ションが公募によって採用され，口頭発表と
ディスカッションを主とするセッションとポ

スター発表（全期間公開）が設けられた．参
加者の多くは，カナダとアメリカ合衆国のほ
か，ヨーロッパからが多かった．
　日本からは，北里 洋氏らの地球環境セッ
ション（EA9）および収れん境界のジオハザ
ードのセッション（EA1）が小川らによって
提案され，前者は池原 研，荒井晃作，笠谷
貴史，金子純二，牧野雅彦らがサポートし
た．後者は，大久保泰邦・川村喜一郎・蟹江
康光らがサポートし，3つの大テーマに関す
るハザードについてのキーノート（トルコ，
インド，インドネシアでの研究社会活動な
ど）のほかに，熱心なディスカッションが行
われた（図4）．また，水資源についてのセッ
ション（WA4）（谷口真人，総合地球環境学
研究所）が提案され，熱心な講演が行われ
た．講演要旨集は，USBカードへコンパクト
に納められており，目的のページを開くのは
容易に組まれている（図5，図6）．
　学会に先立って，蟹江康光はPre-Congress 
巡 検「Urban Geology and Geoheritage of 
Metro Vancouver, British Columbiaに 参 加

学協会・研究会報告

RFG2018 参加報告と次回の第 36 回 IGC（インド，
ニューデリー）案内

した．9名の参加者にガイドブック「Field 
Trip Guide to sites in Vancouver, West and 
North Vancouver, Coquitlam, Port Moody, 
and Maple Ridge」が配布された．西部には，
約100Maの花こう閃緑岩が広く露出し，漸新
世の玄武岩とハイアロクラスタイトに覆われ
ている．1万年前に氷河が後退した花こう閃
緑岩の丘陵に，5000年前に深い渓谷が刻まれ
たイラストを示された．メトロ・ヴァンクー
ヴァーの都市化で深い渓谷に水源地ダムが作
られた（Stop 1 〜 5）．Stop 6では2016年に
貫通したSky Trainミレニアム線のトンネル
地質を見学した．Stop 9（ガイドブックでは
Stop 7）では1979年に発生した土石流と地す
べり跡を見学．その痕跡には，新興住宅地と
カナダ太平洋鉄道の新設駅になっていて，近
郊列車が発着している．Stop 8は, 最終氷期

（1.6 〜 1.2万年前）の砂礫堆積物の採取場で
ある（図7）．すべての見学を終えて，東方郊
外にあるSky Train のUniversity駅前で突然
下ろされた．どうなるのかと思っていたら， 
Sky Train の65才以上無料乗車券を渡され
た．Sky Train はStop 6のトンネルを高速で
通過してGranvilleで乗り換え，Waterfront
駅に到着．18日には，日本からの参加者5名
で，レンタカー使って北西のBrandy Wine滝
と そ の 北 のWhistlerへ 巡 検 し た．Brandy 
Wine滝は，漸進世の柱状節理溶岩を削って
落ちる滝である（図8）．滝には虹がかかって
いて美しかった．
　会期中に多くのブースが開かれたが，その
うちの一つ，次の36回IGC（万国地質学会　
インド，ニューデリー）から参加の働きかけ
があった（http://36igc.org/）．IGCは前回の
南アフリカ，ケープタウンでの2016年8月の

蟹江康光・小川勇二郎（正会員）

上段左から（図1）会場となったバンクーバー・ウォータフロントにある4階層建てのコンベンション・センター（右）．内装はすべて木材である．
（図2）6月16日，アイスブレイカーにおける trade showブースの様子．ポスター発表はこの会場の左右列で行われた．（図3）UGS理事のスティ
ーブ・ジョンストン（カナダ）とエドムンド・二クルズ（英国）．兄弟かと言われていた．
下段左から（図4）「地球」の中，ジオハザードのセッション．（図5）アブストラクト集はUSBカードに納められていた．（図6）セッションを終
えて内外の研究者とくつろぐ日本からの参加者．
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大会の後を受けて，その3年半後の2020年3月
2 〜 8日に開かれるが，これを含め，3回連続
してゴンドワナでの開催となる．3月は，日
本の多くの機関の方々にとって出にくい季節
かもしれないが，今から日程の調節などを行
って，第36回IGCへの参加を検討していただ
きたい．2018年秋には，セカンドサーキュラ
ーが公表されるという．
　日本では，ゴンドワナの地質と岩石学を初
め，インドのほか，ネパール，スリランカ，
パキスタン，バングラデシュらの近隣諸国，
また東南アジア諸国との研究教育共同事業を
行っている地質学関係者も多いと聞いている．
特に，インド亜大陸は，収れん境界あるいは

ゴンドワナ，テチス海地域の課題など，日本
や環太平洋諸国との比較研究，災害・環境・
海洋・などの分野での共通話題などがあると
思われる．また若手研究者や学生にとって講
演での参加（一人必ず一つは講演可能とのこ
と）のよいチャンスと思われる．この機会に，
インドと関連諸国の方々などとの国際交流を
一層進めていただきたい．第36回IGCの総合
的 な テ ー マ は， "Geosciences：The Basic 
Science for a Sustainable Future"である．
　 現 在 ま で の フ ァ ー ス ト サ ー キ ュ ラ ー 

（http://36igc.org/FINALFirstCircular.pdf）
によると，今のところ，以下のような大枠が
決まっているが，この元に総計40のセッショ

ン・ タ イ ト ル が 挙 げ ら れ て い る．1. The 
Himalayas， 2. Global Geodynamics through 
Time，3. Ores， 4. Concealed Deposits， 5. 
Climate & Tectonics，6. Supercontinent， 7. 
The Making o f  Ind ia，8 .  P lanetary 
Sciences， 9. Paleobiology， 10. Continental 
Deep Drilling． Abstractの受付は2018年の
12月から2019年の8月までである．さらにイ
ンド国内と近隣諸国への多くの巡検（プレと
ポスト計47のほか，多数の一日巡検）が計画
されている．さらに，その4年後の第37回
IGCは，2024年に韓国，釜山が予定されてい
る（http://www.igc2024korea.org/2015/
english/main/index_en.asp）（図9）.

左から（図7）プレ・コングレス・エクスカーション「都市の地質とメトロ・ヴァンクーヴァー地球科学遺産」の参加者．全員がハザード対策と
しての警戒装を着用．（図8）コングレスの合間に北東のWhistlerまで行った巡検．好天日が続き山岳の雪渓はかなり消えていた．Brandy Wine
滝にて．（図9）6月21日，Closing Forum は，和やかな雰囲気で開催された．
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2017年度
地質系若手人材動向調査報告

一般社団法人日本地質学会　理事
坂口有人

１．はじめに

　地質系の教育を受けた人材が，全国で毎年何名輩出され，ど
んな職業に就いているのかというデータは，この分野の将来を
構想するうえで基盤的なデータとなる．例えば地質分野全体で
どれくらいの新入の高校生を大学が必要としているのか，地質
系業界で卒業・修了学生を受け入れられる人数は最大何名くら
いなのか，など各方面で有用だろう．
　このような動向調査として，かつては大学の地質系学科の入
学定員から見積もるのが有効であった．しかし昨今では各大学
では改組や学科統合が進み，学科定員が必ずしも地質系人材の
人数を指すわけではなく，場合によってはコース制になり定員
が公表されてない場合も多くなった．このように入学定員での
人数把握が困難になったため，卒論，修論，博論等において地
質分野で研究した学生の把握が必要となった．そのような卒業
生の動向調査は，これまで「全国20大学地球科学系学科長会議」
において継続的に行われてきたが，調査結果は関係者以外には
非公開であり，調査範囲もいわゆる地方大学に限られていた．
そこで日本地質学会が全国20大学地球科学系学科長会議と協力
して，全国の主要大学の地質系教室へのアンケート調査を行っ
た．

２．調査方法と進路区分の定義

　全国の主要な大学の地球科学系の教室の会員に，地質学を修
得した学生の進路調査を依頼した．その結果，全国32校から協
力を得ることができた（次頁；表1）．
　今回対象としたのは，2017年3月に卒・修了した学士・修士・
博士の進路である．進学と就職（土木建設，資源素材，公務員，
教員，研究職，そのほか）と区分し，それぞれの人数のみを聞
いた．
　研究分野における分野融合が進む昨今において “地質学を修
得した学生”を統一的に定義する事が難しく，どこまでを地質
学と呼ぶのかの判断は各大学に委ねた．そのため各大学が地質
学を修得したと判断した学生数がそのまま記載してある．

３．結果

大学における地質学分野への参入学生：全国の卒・修了者は，
学士872名，修士327名，博士50名であり，総計1,249名が地質学
を修得した．これを32校で平均すると，各校あたり学士が27.3
人，修士が10.2人，博士が1.6人になる．このような平均像と合
致する教室は少なく，学士が多いところ，博士が多いところ，

といった偏りが生じている．
　本調査は卒・修了者数であるが，それは数年前に大学が受け
入れた人数であり，地質学への新規参入者数，もしくは大学の
学生受入能力とみなすこともできるだろう．高校生に対して大
学側の受入可能人数が872名と言い換えることができる．ただ
し最近は大学科制など入学後に配属する方式も増えており，定
員を充足していない場合もある．そのため潜在的な地質学の受
け皿は872名よりも多く，さらに多くの生徒を受け入れること
ができるかもしれない．
　学士，修士，博士の人数の差から平均進学率を概算すること
ができる．これによると学士から修士への進学率は約38％とな
る．また修士から博士への進学率は約15％となる．

社会への輩出状況：卒・修了者総数の1,249名から進学者を引い
た771名が2017年3月に社会に輩出された人数となる．その就職
先を簡単に分類すると，専門に関係する職業，すなわち建築土
木，資源素材，教員，研究職が272名となり，全体の約35％と
なる．それに対して公務員（105名）は約14％を占め，そのほ
か（394名）が約51％として過半数を占める．地質学を修得し
たからといって必ずしも専門職に進んでいるわけではない．こ
れを修士に絞ると，専門に関係する職種が約45％となり，博士
だと約60％になる．
　博士の取得者数は全国で50名であり，そこには研究職を志し
ている者が多いと推測される．全国で研究職に就いたのは33名
であるが，これには博士以外の卒・修了者数も含まれており，
また任期付きポストも多いであろう．いわゆるポスドク問題は
依然として深刻と推測される．

４．まとめと課題

　全国で1,249名が地質学を修得し，その内訳は学士が872名，
修士が327名，博士が50名である．そのうち専門に関係する職
に就いているのは約35％にすぎない．この割合は大学院では上
昇し，修士で45％，博士で60％となっている．
　学部で地質学を学ぶのは，学年で870名程度と非常に少なく
危機的状況である．この人数は高校における地学基礎受講者

（数10万人），地学履修者（数万人）よりもはるかに少なく，ま
た地学オリンピック参加者数（約2,000人）よりも少数である．
高校で熱心に地学を学んでいる生徒は870名よりもはるかに多
く，新規参入の伸びしろがあるとも言える．彼ら彼女らを惹き
つける有効な手立てが必要である．
　専門業種において人材不足が叫ばれているにもかかわらず，
地質学の修得者が専門と関係ない職に就く割合が高いのは残念
である．特に大学院で高度な知識と技能を身に付けた者が，そ
れを活かしていないのは社会的損失とすら言えよう．専門職を
選んでもらえるような対応策が必要であろう．
　本報告では簡単な集計調査を行ったが，別の切り口から分析
することで各方面で役立てることも可能だろう．また今後も調
査を継続することで，長期的な人材のインプットとアウトプッ
トの推移が把握でき，地質学と社会の発展に寄与することがで
きるようになるだろう．
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　中国では隋
ずい

の煬
よう

帝
だい

（569-618）が大規模な運河の開削工事を
行ったが（白

はく

居
きょ

易
い

の「隋堤柳」詩参照），運河や水路の工事は
現在まで延々と続いている．唐代の運河の旅の様子は慈覚大師
円
えん

仁
にん

（794-864；838-847は唐に滞在）の「入
にっ

唐
とう

求
ぐ

法
ほう

巡礼行
ぎょう

記
き

」
（東洋文庫）にもリアルに描かれている（ライシャワー著，田
村完誓訳「円仁　唐代中国への旅」講談社学術文庫1999も参
照）．円仁の旅行記はマルコ・ポーロの「東方見聞録」（1298成
立）より350年も前の中国の様子を客観的かつ詳細に伝える世
界史的な記録である．なお，王維には，唐の高官になった阿

あ

倍
べの

仲
なか

麻
ま

呂
ろ

（698-770；中国名晁
ちょう

衡
こう

）が帰国する際の，長い序文つ
きの「秘書晁監の日本国に還

かえ

るを送る」という詩があり，李白
は阿倍が帰路の海難事故で死んだと聞いて「晁卿衡を哭

こく

す」詩
で追悼した．これらは日本と中国の2000年の交流史の中で最も
美しい記念碑であろう．ただし，実は阿倍は救助され，その後
長安に帰って復職し，そこで客死した．
　江蘇省の石に戻ると，私たちが1990年頃に蘇

スー

魯
ルー

超高圧変成帯
の調査をした時も，新しく開削された水路沿いの連続露頭が，
平原の地質構造の把握にとても役立った（江蘇省東海県和堂地
区，石渡ほか1992松本徰夫教授記念論文集393-409）．しかし，
人力だけで岩盤を掘削して運河を切り開く作業は，李白が言う
通り大変な苦労だっただろう．地質図を見ると，丹陽市周辺の
岩盤は，原生代，古生代，中生代の堆積岩と花崗岩からなって
いるようだ．

４．白居易の青石
　王維の別荘に近い藍

らん

田
でん

山の石については，中唐の白
はく

居
きょ

易
い

（白
楽天，772-846）の「青石」（副題は「忠烈を激

はげ

ます也
なり

」）とい
う長文の楽

が

府
ふ

体の詞がある．この詞は，彼が朝廷の左
さ

拾
しゅう

遺
い

（皇
帝の過失を諫

いさ

める官）だった35歳頃の作と思われる．「青石は
藍田山より出

い

ず　車を兼
つら

ねて運載し長安に来たる　工人磨
ま

琢
たく

し
て何に用いんと欲する　石は能

よ

く言わず我
われ

代わりに言わん」で
始まり，青石に成り代わって「人家の墓石にはなりたくない　
墓の土がまだ乾かぬうちに名はすでに滅ぶ　官家の徳政碑には
なりたくない　実録を彫らずに虚辞を彫る（意訳）」と言う．
そして「顔真卿氏や段秀実氏の碑になりたい」と願う．顔氏は
盛唐を揺るがした安禄山の反乱（755）に際して独り義軍を起
こしてこれを討ち，魯国公に封じられたが，後に李希烈の反乱
の懐

かい

柔
じゅう

宣
せん

諭
ゆ

に赴
おもむ

き，李の誘惑や脅
きょう

迫
はく

に屈せず，李に殺された．
段氏は朱

しゅ

泚
せい

の反乱に加わるように誘われたが，怒って朱を殴
なぐ

っ
たため，朱の一味に殺された．「義心は石の若

ごと

く屹
きっ

として転
まろ

ば
ず　死節（死を恐れぬ忠節）は石の若

ごと

く確
かく

として移らず」，「長
く不忠不烈の臣をして　碑を観

み

て節（心根）を改め（顔氏と段
氏の）人と為り（人格）を慕

した

わしめん」と謳
うた

い，最後は「人と
為りを慕わしめ　君に事

つか

うることを勧
すす

めん」と結ぶ（高木正一
「白居易 上・下」中国詩人選集12・13岩波書店1958に基づく．
以下も同様）．
　「長

ちょう

恨
こん

歌
か

」や「琵琶行」等の感傷詩，「香
こう

鑪
ろ

峰
ほう

下…」等の閑
かん

適
てき

詩で有名な白居易だが，若い頃は「青石」等の風
ふう

諭
ゆ

詩を多数作
った気鋭の硬派官僚だった．他方，王維は安禄山の反乱軍が長

１．王維の危石
　唐詩において，石は自然（山水）を代表する点景として用い
られることが多い．詩仏と呼ばれる盛唐の王

おう

維
い

（701?-761）の
「香

こう

積
しゃく

寺
じ

を過
よぎ

る」には，「泉
せん

声
せい

は危
き

石
せき

に咽
むせ

び，日
にっ

色
しょく

は青
せい

松
しょう

に冷や
やかなり」という，谷川の急流が切り立った岩に当たる音と，
松林に差し込む落ち着いた日光の色を対置した，非凡な対

つい

句
く

が
ある．香積寺は唐の首都長安（陝

せん

西
せい

省
しょう

西
シーアン

安）南方にあったが，
唐朝の高級官僚だった彼は長安東方40kmの藍

らん

田
でん

に広大な別荘
をもち（輞

もう

川
せん

荘
そう

），敷地内の各所に鹿
ろく

柴
さい

，竹
ちく

里
り

館
かん

などと名づけ
て詩友裴

はい

迪
てき

とともに遊歩し絶句を賦
ふ

した（輞川集）．「空山人を
見ず　但

た

だ人語の響くを聞く　返景深林に入り　復
ま

た青
せい

苔
たい

の上
を照らす」（鹿柴），「独

ひと

り坐
ざ

す幽
ゆう

篁
こう

（竹やぶ）の裏
うち

　琴を弾じ
復
ま

た長
ちょう

嘯
しょう

　深林人知らず　明月来たって相
あい

照
て

らす」（竹里館）
などの名詩はここで作られた．近くには藍田山があり，古くか
ら玉

ぎょく

を産した．そこの山寺を訪れた王維の「藍田山の石門精
しょう

舎
じゃ

」詩には，「澗
かん

芳
ほう

人衣を襲
おそ

い　山
さん

月
げつ

石
せき

壁
へき

に映ず」という対句
がある（谷間の花の匂いは人の衣にしみとおり，山の月は岩の
壁に映る（まことにこの世の浄土である）：都留春雄「王維」
中国詩人選集6岩波書店1958）．

２．杜甫の孤石
　詩聖と呼ばれる盛唐の杜

と

甫
ほ

（712-770）も，石の扱いは王維
と同様である．「秋花危石の底

もと

　晩景臥鐘の辺」（秦州雑詩二十
首の六），「杖

つえ

に倚
よ

りて孤石を看
み

　壺を傾けて浅沙に就く」（「春
帰」唐詩選巻四，金沢大学の石渡ページに拙訳あり）のように
石は景色の一部でしかなく，石の種類などどうでもよく，石と
人の関わりは薄い．ただし，杜甫には「連山西南を抱き　石角
皆な北に向かう」（「剣門」）のように，蜀

しょく

（四
し

川
せん

省
しょう

）の南部の
少数民族が反抗的なことを石の角に例えた例がある（黒川洋一

「杜甫　上・下」中国詩人選集9・10岩波書店1958）．

３．李白の盤石
　一方，盛唐の李

り

白
はく

（701-762）は詩仙と呼ばれ，「白髪三千丈」
（秋浦歌），「千里の江陵一日にして還

かえ

る」（早
つと

に白帝城を発す），
「百年三万六千日　一日 須

すべからく

傾くべし三百杯」（襄
じょう

陽
よう

歌）のよう
な豪放磊

らい

落
らく

な詩句で有名だが，実は全く雰囲気の異なる「社会
派」の詞も多く作っている．彼の「丁

てい

都
と

護
ご

歌」は，運河建設に
駆り出された人々の労苦を，昔その土地で善政を敷いた地方官
を慕

した

う民謡の替え歌の形で表現し，石への恨みを借りて暗に皇
帝の政策を批判している．（江

こう

蘇
そ

省
しょう

の揚
よう

子
す

江
こう

下流域，現在の丹
陽市の）「雲陽から運河を上る　両岸には商店が並んでいるが　
呉牛（水牛）が月に喘

あえ

ぐほど　船を引くのは何と苦しいか　水
は濁っていて飲めない　壺の水は半分が土になる　（気晴らし
に）一

ひと

度
たび

都護の歌を唱
うた

えば　心
こころ

摧
くだ

けて涙は雨の如し　万人が盤
石を鑿

うが

つも　江
こう

滸
きょ

（揚子江岸）に達するに由
よ

し無し　君看
み

るや
石の芒

ぼう

碭
とう

（荒涼・巨大）たるを　涙を掩
おお

っても悲しみは千古た
り（千年も続く）（意訳）」（武部利男「李白　下」中国詩人選
集8岩波書店1958に基づく）．

正会員　石渡　明

唐詩にみる石と人の関わり：白居易の「青石」考
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安を占領した時，逃げ遅れて捕らえられ，心ならずも反乱軍の
役人になった．反乱平定後，死罪になるべきところ，弟らの尽
力で助命された．色々ある石から藍田の石を選んだ白居易の

「青石」詞は，「不忠不烈の臣」として藍田ゆかりの王維が念頭
にあっただろう．
　それはさておき，青石は碑文を彫るのに適した平らで堅い石
らしい．藍田山には玉（ネフライトまたはひすい）が産するそ
うなので，たぶん緑

りょく

色
しょく

片
へん

岩
がん

なのだろう．日本でも三
さん

波
ば

川
がわ

帯の緑
色片岩を秩

ちち

父
ぶ

青
あお

石
いし

，紀
き

州
しゅう

青石，伊
い

予
よ

青石等と言う．藍田は秦
チン

嶺
リン

・終
ジョン

南
ナン

山
シャン

（Qinling-Zhongnanshan）世界ジオパークの根拠地
の１つで，秦嶺造山帯は大

ター

別
ピエ

山
シャン

・蘇
スー

魯
ルー

地域に続く超高圧変成帯
を含むが，藍田の主要テーマは藍田原人と花崗岩で，青石は含
まない．私は第30回万国地質学会議の際，長安から約900km北
西の祁

チー

連
リェン

山脈のオルドビス紀の藍
らん

閃
せん

石
せき

片
へん

岩
がん

，エクロジャイト，
オ フ ィ オ ラ イ ト を 巡 検 し た（ 石 渡1996； 地 質 雑, 102(10), 
XXVII-XXVIII, 918）．そこは我々のモンゴルの古生代付加体の
海洋底岩石の研究地（Erdenesaihan et al. 2013；JMPS, 108, 
303-325）とよく似た「天は蒼

そう

々
そう

　野は茫
ぼう

々
ぼう

　風吹き草低
た

れて　
牛羊を見る」（敕

ちょく

勒
ろく

歌）風景だったが，秦嶺は王維の詩句の通
り緑濃い山紫水明の地である．

５．白居易その後
　白居易は王維の死の約10年後に生まれた人で，どちらも官途
に就いて出世した自然派詩人だが，白居易が憧

しょう

憬
けい

を表明する先
輩詩人は，同時代で年長の韋

い

応
おう

物
ぶつ

（737?-804?）や400年前の陶
とう

淵
えん

明
めい

（365-427）であり，王維は無視している．今回青石の詞
を考えてみて，その理由がわかったような気がする．30歳台の
白居易は「胡旋の女」という詞で西域の歌舞の流行に警戒を促
し，「両朱閣」という詞（副題は「仏寺の寖

ようや

く多きを刺
そし

るなり」）
で仏教の流布を批判しており，左拾遺という仕事柄もあり国粋
主義的だったので，外来の仏教を篤く信仰した王維を嫌ってい
たと思われる．王維のように朝廷の高級官僚でありながら反乱
軍に投降，協力した人を，若くて忠誠心が強い白居易は許せな
かったのだと思う．
　ところが，白居易は39歳の時に3歳の愛嬢を失い（「念金

きん

鑾
らん

子
し

」，「病中哭金鑾子」詩参照），続いて母を失って喪に服し，
この頃から次第に変節して仏教に帰依するようになった．そし
て44歳の時，ある官僚を刺した賊を捕らえるよう上疏したとこ
ろ，これが越権行為と判断され，江州（江西省九江市）司馬に
左遷された．46歳頃の「水に臨んで坐す」詩では，「昔は宮中
の客となり　今は僧団の人となる　水に臨んで座禅をするに　
昔を思えば前世のようだ（意訳）」と心境の変化を述べた．50
代後半からは洛陽に住み，70歳の時には「在家出家」という詩
で「中

ちゅう

宵
しょう

（夜半）入
にゅう

定
じょう

（瞑想）し跏
か

趺
ふ

して坐し（座禅し）　女
むすめ

喚
よ

び妻呼べども都
すべ

て応
こた

えず」と嘯
うそぶ

き，71歳の「刑
ぎょう

部
ぶ

尚
しょう

書
しょ

（法務
大臣）致仕（停年退官）」では「路に迷い心廻

めぐ

りて因
よ

って仏に
向かい」と白状し，自分を「毘

び

耶
や

長者白尚書」と名づけている
（正式な号は香山居士）．毘耶長者は維

ゆい

摩
ま

詰
きつ

の別称であり，なん
と王維も自分を王摩詰と呼んでいた．人間は結局，成りたくな
いと思っていたものに成る実例である．なお，更に皮肉なこと
に，白居易74歳（死の前年）の845年，唐の第15代皇帝武宗は
道教以外の一切の宗教を禁じ，「会昌の廃仏」を断行して，多
数の仏寺を廃し僧

そう

尼
に

を還
げん

俗
ぞく

させた．当時長安に滞在中の円仁は
このため帰国を余儀なくされたが，この前後の混乱と脱出行を

詳細に記録したのは流
さ す が

石である．翌年には武宗が死に，宣宗が
復仏の詔を発したが，昔は仏教の流布を論難し，今は仏道の恩
沢に安居する最晩年の白居易は，この騒動をどう思ったのだろ
うか．

追　記
　香港の東京小子氏は2009年に「石

いし

頭
ころ

他朝成翡
ひ

翠
すい

―中国文化中
『青石』的寓意」（http://www.weshare.hk/tokyoboy/articles/ 
1867198）を発表し，唐詩における青石の用例を多数挙げ，特
に白居易が様々な寓意を込めて青石を用いたと指摘し，青石は

「中国文化の精神の中で，単に物質鑑賞的価値をもつだけでな
く，特定の精神文明的寓意を含み，細心の観察と研究を要する」
と述べている．しかし，小論で述べたような，白居易が青石に
忠烈を語らせた理由や背景の考察はない．また，用例の中で，

「雨余青石靄
かす

み　歳
とし

晩
く

れて緑
りょく

苔
たい

幽
くら

し」と詠んだ「王緯」は王維
だと思う．そして，韓

かん

愈
ゆ

の「岣
こう

嶁
ろう

山」詩の「岣嶁山尖神禹碑　
字青石赤形模奇」（尖を前とする本も）は，「字青く石赤くして
形
か た ち

模奇なり」と読み，この碑は赤い石で，青石ではないと思う
（「青石に字すること赤く」とも読めるが，苦しい）．
　ところで，この神禹（禹王）碑の碑文は，石碑の碑文として
は中国最古とされ，複雑な形の奇妙な字が9行77個並んでいて，

「甲骨文研究家の郭
かく

沫
まつ

若
じゃく

先生（日本に留学）が3年間研究したが
3字しか読めなかった」と言われるほど難読である．韓愈は上
に掲げた句に続いて，これらの字を「蝌

おたま

蚪
じゃくし

が身を拳
まる

め 薤
らっきょう

の葉
が披

ち

ったよう」と形容している．この碑文の内容は，（紀元前
2000年頃に）中国最初の王朝「夏」を開いた禹王が黄河の治水
に成功したことを讃える文章とされているが，禹王とは無関係
の春秋時代（紀元前600年頃）の戦勝記念碑だという説もある．
この碑は宋代に行方不明になったが，多数の拓本と複製が各地
に残っている．しかし，2007年7月，湖南省衡陽市衡山県の農
家から約1000年ぶりにこの碑が発見されたことが報道された．
その石は桃の形の花崗岩とのことなので（http://www.china.
com.cn/culture/txt/2007-08/06/content_8634638.htm），やはり
青石ではなく赤い石なのだろう．
　なお，禹王に関連した石碑（文命碑とも呼ぶ）は日本にも多
数あり，水害を治めた神様の碑ということで，江戸時代から現
代まで，堤防やダムの竣工記念（兼水害防除のおまじない）に
設置された（村上三男2011「中国4000年前の治水神　禹王（文
命）との“であい”」 www.jsokuryou.jp/Corner/shibu/03kanto/ 
201001/kt1101_10-11.pdf）．日本と中国の間には，古くから仏
教，文学，政治，医学等の分野のみならず，このような地学・
土木分野のつながりもあったのである．禹王の功績を讃える

「地平天成」という語に由来する「平成」の世が押しつまった
今年も，豪雨による深刻な水害と多くの犠牲者が出ており，

「疎通」の方策など，まだ4000年前の禹王の治水に学ぶことが
多いように思う（王敏2014「禹王と日本人　「治水神」がつな
ぐ東アジア」NHK Books 1226）．
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「伊豆大島巡検」のお知らせ

　日本地質学会関東支部では伊豆大島ジオパーク推進委員会と
共催で「伊豆大島巡検」を開催致します．
　伊豆大島火山は相模湾に浮かぶ玄武岩質の火山島で，1986年
の噴火から32年が経過し，次の噴火に警戒しなければならない
時期になりつつあります．
　巡検では参加者の皆様に伊豆大島火山のテフラと溶岩流，カ
ルデラ形成や側噴火に伴う様々な堆積物と地形の観察，火山地
域での防災施設見学などを通じて，玄武岩質火山の噴火につい
ての知識を深めるとともに，次の噴火への備えを考えて頂きた
いと思います．宿泊先では夕食後に伊豆大島火山についての勉
強会も予定しています．
　日本地質学会会員の方はもとより，広く参加者を募集します．

共催：日本地質学会関東支部・伊豆大島ジオパーク推進委員会
開催日時：2018年11月22日（木）〜 24日（土）2泊3日（船中1
泊），雨天決行
見学ルート概要：（天候などにより変更有り）
11�月22日（木）：21：15竹芝桟橋集合　22：00出発（大型客船

乗船：夜行船）
11�月23日（金）：6：00岡田港着〜朝海館（朝食）〜 8：00大島

町役場横の公共駐車場（島内からの参加者と合流）〜土砂災
害跡地〜御神火茶屋〜三原山ハイキング〜御神火茶屋（昼食）
〜大島温泉ホテル駐車場（テフラ観察）〜 1986年Ｃ火口列
〜御神火温泉（入浴）〜朝海館　

11�月24日（土）：朝海館〜筆島〜波浮港〜イマサキ〜地層断面
〜火山博物館（昼食）〜乳が崎〜 15：30岡田港発〜 17：35
竹芝桟橋着解散

※ジェット便：岡田港16：25発〜熱海17：30着
※航空機：大島空港16：10発〜調布空港16：35着
※現地解散の場合，帰路は各自で手配をお願い致します．
現地での移動手段：バスなどを利用．
CPD単位：16単位
募集人数：（伊豆大島島外から）会員および一般・20名程度
　　　　　（伊豆大島島内から）会員および一般・10名程度
宿泊施設：朝海館（大島町岡田字助田58-1，TEL�04992-2-8407）
案内者：川邉禎久（（国研）産業技術総合研究所）・千葉達朗

（アジア航測株式会社）
巡検幹事：日本地質学会関東支部　荒井健一，細根清治
　　　　　伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局　臼井里佳
参加費用：集合解散場所により以下の通り

（Aコース）竹芝桟橋集合・解散の場合：27,000円
（Bコース）竹芝桟橋集合・伊豆大島解散の場合：20,000円
（C�コース）伊豆大島集合解散（宿泊施設利用する）の場合：

16,000円　※伊豆大島以外の伊豆諸島からの参加の場合，伊
豆大島までの交通費や前日宿泊の場合は各自で手配して下
さい．

（D�コース）伊豆大島島内からの参加者の場合：参加希望者に
対して別途案内

申し込み方法・問合せ先：
Ａコース，Ｂコース，Ｃコース
住所，氏名，年齢，性別，携帯電話番号，メールアドレス，所

日本地質学会125周年記念
街中ジオ散歩「日比谷入江を歩く」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,都心部においてか
つて存在していた日比谷入江（日比谷公園付近を挟んで南北方
向に分布していた細長い入江）をテーマに散策します．また、
水準原点や石垣に残る几

き

号
ごう

水準点を観察し，水準の歴史も学び
ます．

主催：一般社団法人日本地質学会関東支部
日時：2018年10月21日（日）9:45〜15:30小雨決行（予定）
見学場所：東京都千代田区丸の内周辺
案内者：中山俊雄（東京都土木技術支援・人材育成センター）
会費：高校生以上・一般：1,000円，小・中学生：500円（保険
代含む）

（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．

集合場所・時間：桜田門前　10:00集合（最寄駅：東京メトロ有
楽町線桜田門駅）
見学�コース（予定）：①桜田門における几

き

号
ごう

水準点→②台地上
からの江戸城→③三宅坂水準原点→④日比谷図書文化館

（剥ぎ取り試料ほか）→⑤日比谷公会堂の地盤沈下観察（几
号水準点）→（昼食は日比谷公園内を予定しています）→

属，集合解散場所（コース名）をメールで下記へご連絡下さい．
その際には，銀行振込を確認出来る「ご利用明細標」のコピー

（PDF，JPEG等）も添付して下さい．　
細根清治（日本地質学会関東支部幹事）
e-mail：s.hosone28@gmail.com　携帯：080-4337-2841　
Dコース
伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局
e-mail：geopark@town.oshima.tokyo.jp　TEL：04992-2-1446

参加費の支払方法：
Aコース，Bコース，Cコース

（銀行振込）ゆうちょ銀行０三九店（ゼロサンキュウ店）
日本地質学会関東支部　郵便振替　口座番号00330-9-4159（当
座預金　0004159）

（注）銀行振込の確認により参加申込完了とさせて頂きます．
Dコース

（現地徴収）伊豆大島ジオパーク推進委員会事務局が現地で参
加費を徴収いたします．

申し込み期間：9月20日（木）〜 11月10日（土）（定員に達し
た時点で締切）
※キャンセルした場合の払戻料金は，申込み締切日（11/10

（土））までは100％，11/11（日）〜 11/19（月）までは50％，
11/20（火）以降は0％となります．
※巡検申込者には会期の数日前に「伊豆大島巡検の注意事項」
を送ります．

支部コーナー
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⑥伊豆の安山岩の石垣→⑦稲田花崗岩のビル→⑧丸の内界
隈における地盤沈下跡→⑨歴史資料室西側通り沿いの看板
説明→⑩三菱1号館歴史資料室→⑪旧丸ビル基礎の松杭→
東京駅丸の内口解散（15:30予定）

　＊雨天の場合はコースを変更する可能性があります．

募集人数：25名程度
対象�：小学生以上．ただし，小・中学生の方は保護者の同伴で

お申し込み下さい．また，地質学会会員の申込も可能です
が，本行事は一般向け普及行事のため，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．

申込�受付期間：2018年9月12（水）〜26日（水）（申込者多数の
場合は抽選を行います．結果は10月10日までに郵送で全員
にお知らせします）

申込方法：日本地質学会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】http://www.geosociety.jp/125th/content�

0020.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1）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．

（注2）家族，友人など，グループでの参加希望の場合は，それ
ぞれ申込の際に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・問い合わせ先：一般社団法人日本地質学会関東支部（担
当　細矢）
電話：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156　
メール：kanto@geosociety.jp
HP：�http://kanto.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．

2018年中部支部年会・シンポジウム・地質巡検　
報告

　中部支部では各県持ち回りで支部年会を開催し，県幹事を中
心として，その県の地質に関係したシンポジウムや巡検を企
画・運営している．日本地質学会創立125周年に当たる本年は
山梨県が開催県であり，6月16日（土）〜 17日（日）に2018年
中部支部年会・シンポジウム・個人講演・地質巡検を，山梨大
学教育学部および県峡北地域の韮崎市・北杜市を流れる釜無川
流域において開催した．支部年会を開催するに当たり，山梨大
学および山梨大学教育学部から共催を，山梨県および山梨大学
山岳科学特別教育プログラムからは後援を賜った．また，シン
ポジウム，個人講演および地質巡検は，技術士の継続教育

（CPD）事業として実施した．

総会（6月16日10:30 〜 11:30）
　山梨県幹事の福地龍郎会員（山梨大）の議長の下，参加者21
名（学生8名），委任状40名で開催された．2017年支部活動報告
として，中部支部総会（6月17日，新潟県糸魚川市フォッサマ
グナミュージアム）のシンポジウムおよび個人講演（6月17日）
とその他の活動に関する報告が事務局（須藤斎会員）からあっ
た．続いて，2017年決算および会計監査報告について事務局か
ら説明があり，承認された．また，大藤茂支部長（富山大）の
次年度中部支部支部長の留任，10月28日（日）開催予定の自然
史学会連合の講演会と体験講座（富山市科学博物館）に対する
中部支部の協力または後援，次回中部支部大会の福井県主催で
の実施，2018 〜 2019年度中部支部体制における静岡および岐
阜両県の幹事交代についてそれぞれ諮られ，いずれも承認され
た．更に，2020�年に名古屋大学で開催される第127�年学術大会
における実行委員会の体制について説明があり，承認された．
最後に大藤支部長から挨拶があり，総会を締めくくった．

シンポジウム「南部フォッサマグナの過去・現在・未来」（6月
17日13:00 〜 15:05）
　長年，南部フォッサマグナの地質を研究して来られた，天野
一男会員（日大），狩野謙一会員（静岡大），内山�高会員（富
士山科学研究所）の3名を講師に招き，山梨県内の一般市民も
参加した公開シンポジウムとして開催された（参加者数約50
名）．はじめに，支部年会を共催する山梨大学教育学部の中村
和彦学部長から挨拶があり，山梨大学学芸学部（現・教育学部）
卒業のノーベル賞学者・大村智博士の紹介があった．次に，天
野会員が『南部フォッサマグナの島弧・島弧多重衝突テクトニ
クス—これまで・これから』と題する講演を行い，南部フォッ
サマグナ研究者に衝撃を与えた「多重衝突説」について解説す
ると共に，提唱者の一人としての率直な考えを語った．続いて，
狩野会員は『北部・南部フォッサマグナ接合部の更新世テクト
ニクス—北部フォッサ南部の中央隆起帯と小諸帯からの知見
—』と題する講演を行い，北部フォッサと南部フォッサの接合
部の更新世テクトニクスには未解明の部分が多く存在すること
を指摘し，この地域の特異性と更新世テクトニクス解明の必要
性を我々に認識させた．最後に，内山会員は『山梨県の火山−
富士山と八ヶ岳』と題する講演を行い，山梨県内に存在する活
火山である富士山と八ヶ岳の噴火の歴史について詳しく解説
し，富士山のみならず八ヶ岳についても火山噴火に対する備え
が必要であることを指摘した．各講演とも長年の研究の集大成
と言えるもので，このシンポジウムを聞いただけで南部フォッ
サマグナの地質構造発達史が丸ごと理解できる内容であった．
講演に引き続いて，福地会員（山梨大）の司会・進行で総合討
論が行われ，山梨県内で近い将来発生することが予想される地
震や火山噴火についての警告と防災対策について助言がなさ
れ，シンポジウムは終了した．

個人講演（口頭発表・ポスター発表；6月16日15:20 〜 17:30）
　今年は，主に中部地域の地質に関する口頭発表が5件とポス
ター発表が3件あり，その他，マリアナ海溝とロシア・ハバロ
フスク地方の地質に関するポスター発表が2件あった．多くの

支部コーナー
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発表で活発な議論がなされ，口頭発表およびポスター発表とも
予定時間をオーバーして議論が繰り広げられた．中部支部幹事
による選考の結果，以下の3件に優秀学生ポスター賞が授与さ
れた．
○�森井大輔（名古屋大学）『マリアナ海溝セレスティアル海山

超マフィック岩の構造岩石学的研究』
○�鈴木�俊（新潟大学）『トラフ充填堆積物中の変形礫を用いた

古応力場と変質・続成環境の推定�−伊豆-小笠原弧多重衝突
帯の例−』

○�遠藤大都・窪川智識・福地龍郎（山梨大学）『山梨県産雨畑
硯の原石は粘板岩か？』

懇親会（6月16日18:00 〜 20:00）
　山梨大学大学会館ラウンジにおいて懇親会が開催された．大
藤茂支部長の乾杯の音頭により懇親会は始まり，25名の参加者
が歓談を楽しんだ．懇親会では，日本唯一のワイン研究所であ
る山梨大学ワイン科学研究センターが地元ワイナリー四社と共
同して醸造・販売しているワイン5銘柄がふるまわれ，参加者
はこれまで味わったことのない様々なワインを堪能していた．
大学や企業の一般会員から学生・院生までの幅広い年齢層が，
ワイン片手に研究の話や今世間で騒がれているトピックスに花
を咲かせ，活気に満ちた楽しい夕べとなった．翌日の地質巡検
も考慮して，最後は竹内誠理事の締めで終了した．

（中部支部山梨県幹事，山梨大学大学院総合研究部教育学域　
福地龍郎）

地質巡検「南部フォッサマグナ北縁地域の変動地質」6月17日
（日）
　南部フォッサマグナ北縁部における巡検が，山梨大学の福地
龍郎先生の案内のもと，晴天下において実施された．巡検地は
山梨県甲府盆地西方の釜無川流域に当たる県峡北地域である．
峡北地域には，「糸魚川-静岡構造線活断層系」がほぼ北西−南
東走向で延びている．また釜無川の左岸側には，約20万年前に
発生した八ヶ岳の山体崩壊を起源とする日本最大級の「韮崎岩
屑流堆積物」が分布し，「七里岩台地」を形成している．本稿
ではこれらの観察をメインとした今回の地質巡検について，筆
者の主観を交えて拙文ながら報告する．
　山梨大学を出発すると，我々はまず釜無川に沿って西進を開
始し，韮崎市へ入った．Point�1である雲岸寺窟観音は，韮崎岩
屑流堆積物をくり抜いて作られた洞窟であり，我々はそこで地
層を三次元的に観察した．岩屑流堆積物は，ひん岩や安山岩質
な岩片のほか，花崗岩などの外来性の礫も観察される．大礫〜
巨礫サイズの岩片も多く含み，当時の岩屑流の荒々しさを垣間
見た．
　Point�3では，岩屑流発生の際に運搬された山体片が作る流れ
山（根無し山）を観察した．ここでは福地先生が，アナグリフ

方式の空中写真を案内書に挿入してくださったため，3D眼鏡
を用いてこれらの立体視を行った．少し引いたスケールでの観
察が紙面上でできたため，現地での地形観察と併せて大変理解
が進んだ．
　Point�4では，岩屑流堆積物中に存在する不整合面の露頭を観
察した．不整合面を挟んで岩片量や基質の砂の粒度は大きく異
なっており，視覚的にも容易に不整合の存在を認識することが
できた．このような観察事実から，八ヶ岳の山体崩壊は1度き
りではなく，何度も繰り返されていたことが推測されるとの説
明を受けた．
　Point�4よりも少し下位層準であるPoint�5では，約20万年前
の黒富士火山起源のものと推定されている軽石層を観察した．
これらの地層中には，内部構造を隔離させるような小断層が多
数発達していた．参加者の間では，これらの小断層群形成のタ
イミングや，糸魚川-静岡構造線活断層系との関連性について
活発な議論が行われた．
　さらに下位層準であるPoint�6では，岩屑流堆積物中の巨礫安
山岩を観察した．礫中には規則的な節理が発達しており，外縁
部周辺は熱の影響かと思われる変質構造が観察され，参加者の
間で当時の運搬・堆積プロセスについて様々な意見が提案され
た．
　Point�7では韮崎岩屑流堆積物の模式露頭（穴山橋付近,七里
岩）を，釜無川をはさんで観察した．遠方には八ヶ岳を望み，
幅数百m規模の大露頭に圧倒されながら，筆者は当時の岩屑流
の凄まじさに思いを馳せた．
　その後Point�8では，釜無川が作り上げた段丘面を遠望から観
察した．ここでも福地先生が用意してくださったアナグリフ方
式の空中写真が活躍し，改めて地形学の理解を深める上で立体
視の有効性を実感した．
　Point�9では，糸魚川-静岡構造線活断層系に属する「下円井
断層」の活断層露頭を観察した．ここでは約2万年前に形成さ
れた低位段丘堆積物に中新世の石英閃緑岩が低角で衝上してい
る．断層面沿いに発達する黒色脈は，最新活動時に形成された
粉砕型シュードタキライトと考えられているとの説明を受け
た．特に形成深度が30 〜 40�m程度を見積もっているという点
が非常に興味深い．
　その後，道の駅で昼食をとり英気を養ったのち，我々は
Point�10に向かった．山梨-長野県境沿いの国境橋周辺から藪を
掻き分けて釜無川河床に降り，しばらく上流に進むと，Point�
10である「白州断層」の露頭にたどり着いた．この露頭でも，
中期更新世の教来石礫層に中新世の甲斐駒型花崗岩類が衝上し
ており，活断層であると推定されている．断層面近傍では明瞭
なスリッケンラインやステップ，非対称構造などを観察するこ
とができた．白州断層も糸魚川-静岡構造線活断層系を構成す
る断層の1つとされているが，断層面の傾斜角が他の断層と比
較して大きく異なっているとの説明を受け，参加者の間では断

支部コーナー

写真１（左）　シンポジウ
ムの様子（撮影提供：山梨
大・福地龍郎）
写真２（右）　フォッサマ
グナ発想の地での集合写真
（撮影提供：山梨大・福地
龍郎）
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層帯の幾何学や白州断層の位置付けなどについて意見が述べら
れた．
　最後のPoint 12である平沢峠は，ナウマンのフォッサマグナ
発想の地として知られる．あいにく南アルプスの山々には雲が
かかってしまい，完璧な展望とはいかなかったが，ナウマンが
見た光景に皆で思いを馳せながら，充実した巡検を締めくくっ
た．
　「南部フォッサマグナ」は，日本の地質学の黎明期から盛ん
に研究が進められてきた地域であり，そのような歴史あるフィ
ールドを巡れられ，非常に刺激的な1日となった．本巡検で見
学した露頭はいずれも，野外での観察事実によって，よりマク
ロスケールの地質イベント（糸魚川-静岡構造線の活動や八ヶ
岳の山体崩壊）の考察の可能性を秘めていた．これこそが地質

学の面白さであり，今回の巡検ではそれらを存分に体感するこ
とができた．最後に，今回のボリュームある巡検の企画・実施
に尽力くださった福地先生および関係者の方々に御礼申し上げ
る．

（新潟大学大学院自然科学研究科　博士前期課程2年
鈴木　俊）

　中部支部に関するお問い合わせは，下記中部支部事務局　須
藤　斎まで．
〒464-8601　名古屋市千種区不老町　名古屋大学理学部地球惑
星科学教室気付
TEL 052-789-2535, E-mail suto.itsuki@a.mbox.nagoya-u.ac.jp
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表紙紹介

花崗岩の丘にたたずむ英国カーンブレア城
Carn Brea Castle, standing on the granite hill, west Cornwall, England

貴治康夫（立命館高等学校）

　英国南西部のコーンウォール半島は紀元前から錫の産地として有名である．本地域では錫の他に銅，鉛，亜鉛，タン
グステン鉱石などの金属資源が大規模に採掘され，18世紀後半～19世紀前半に鉱山業の最盛期を迎えた．坑道の排水設
備，鉱石の粉砕, 運搬などに必要な動力の開発や改良は，蒸気機関の発達を促し産業革命の推進力となった．様々な歴
史的背景をもつ多くの鉱山跡は世界遺産に登録されている．
　コーンウォール半島に広く分布する鉱脈群の成因と深く関わっているのが，デボン系に貫入したペルム紀の
Cornubianバソリス（Sタイプ花崗岩）である．そのひとつ，カーンブレア花崗岩は延長約5 km，幅約1 km，北東−南
西方向の狭長な岩体で，標高210～220 mの丘陵を形成している．なだらかな頂にはアルカリ長石の斑晶（径1～2 cm）
や白雲母を多量に含む斑状花崗岩の節理による自然の造形が点在する．
　丘陵の東側には小さなカーンブレア城が建つ（表紙，本文写真左）．城と一体化した巨大な花崗岩の方状節理が特徴
的である（本文写真中）．1379年，聖ミカエルに奉献された礼拝堂が城の原型で，修復と改修を繰り返し，18世紀中頃
には地元の有力者であったBasset家のロッジとして狩猟時に使用された．夜間は城の北窓の明かりが，大西洋を航行す
る船を導く灯台の役割を果たしたという．1975年に英国遺産に登録され，現在は夕刻になるとレストランが営まれる．
　カーンブレア城から丘陵の西を望めば，花崗岩製のモニュメントがそびえている（本文写真右）．かつてフランス・
スペインの連合艦隊による侵攻を防いだ鉱山主Francis Bassetの功績に因み，1836年に建造された．
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国際資源学部資源地球科学コース
　秋田大学国際資源学部資源地球科学コースは，1910年に創立
された秋田鉱山専門学校を起源に，2014年の国際資源学部の新
設に伴い設置された．野外での地質調査，岩石・鉱物試料の顕
微鏡観察，そして各種機器分析を中心として石油や金属，レア
メタルのなどの資源の分布や成因を解明することを目的として
いる．専門科目の授業は英語で行われ，3年次には秋田県内各
地で必修科目として3週間にわたる地質実習を行うほか，約1
ヵ月に及ぶ海外資源フィールドワークが実施される特徴があ
る．筆者も1期生として地質実習はもちろん，海外資源フィー
ルドワークでロンドンの石油探鉱会社で実習したほか，ジュラ
シックコーストの地質巡検を経験した．それにより大学入学前
には想像もしなかった体験ができた．このように本コースは伝
統を継承しつつ，新たな取り組みも行われている．

地史解析学・古環境解析学研究室
　資源地球科学コースには，地史解析学・古環境解析学研究室，
石油地質学研究室，金属鉱床学研究室，岩石学研究室，鉱物資
源・テクトニクス研究室があり，今回は筆者の所属する地史解
析学・古環境解析学研究室を紹介する．教員は佐藤時幸教授と
山崎誠准教授の2名であり，2018年7月現在で博士後期課程1名，
博士前期課程9名，学部生7名，計17名の学生が在籍している．
堆積岩の堆積相解析と岩石中に含まれる石灰質ナンノ化石や浮
遊性有孔虫を用いた古環境復元を目的としおり，「なぜ？」を
追求して地層が持つ情報を最大限に引き出すために日々勉学に
励んでいる（写真1）．研究テーマの例として，主に東北日本の
地質調査を元にした堆積環境の変遷の解明や，IODP（国際深
海科学掘削計画）で得られた海洋底堆積物試料を用いた地質時
代の環境の復元などが挙げられる．バーベキューやソフトボー
ル大会などのレクリエーション行事も定期的に開催され，教員
や学生の普段の研究中には見られない一面も見ることができ，
日々研究室の活気の良さを感じている．今年度の夏には，実験
室および学生居室の新棟への移転が予定されており，多忙なが
らも研究のモチベーションとなっている．

安田巡検
　本研究室では年に複数回巡検が開催される．ここではそのう
ちの一つである安田（あんでん）巡検について紹介したい．秋
田県男鹿半島北東部に位置する安田海岸は，海成第四系が連続
的に分布しており，堆積岩の観察や記載などの基礎的かつ実践
的な演習に適している．そのため，特に卒業研究を控えた4年
生が調査の予行演習をするための絶好の場所となっており，毎
年4年生が自分のフィールドに入る前に安田巡検が行われる．�
今年は6月3日に開催された．
　午前中は，基礎的な露頭の観察・記載方法のレクチャーから
始まった．露頭を前にして何を記載し，何を考えるかについて
4年生が問われ，各自露頭に取り掛かる．まずはねじり鎌で露
頭を削り，水とタワシで磨き新鮮面を観察する．色や粒形，淘
汰度など記載する要素は多数ある．中でも岩相の詳細な観察に
露頭を磨くことは欠かせない．例えば，一見生痕化石が地層中
に不規則に散らばっているように見えていても，丹念に露頭を
磨くと層理面に平行に数cm〜数10�cm間隔で生痕の種類やサイ
ズが変化している様子が観察できる．露頭を磨くことを重視し
てこなかった4年生からは感嘆の声があがった．4年生は自身の
記載を踏まえ教員や他の学生と議論をし，堆積環境を推定して
いった．さらにハンマーおよび走向傾斜を測るクリノメーター
の正しい使用方法を復習した．3年次の進級論文や海外資源フ
ィールドワークなど，それまでいくつかの地質調査を経験して
きているだけあり，全員滞りなく走向傾斜を計測していた．し
かしその精度には細かいバラつきがみられた．本来クリノメー
ターは精度のよい機器であり，正しく使用すればズレなく一定
の値を示す．つまりクリノメーターは正しく使えているものの，
層理面を上手く出せていないことからズレが生まれていた．教
員のハンマー捌きによる層理面の出し方の実演指導後は，皆ま
とまった数値を出せるようになった．昨年の安田巡検まで筆者
自身も三点法と呼ばれる方法で走向傾斜を出していたのだが，
三点法だと走向板が安定せず誤差が大きくなることを知り，改
めようと思ったことを覚えている．
　昼食ではこの巡検の目玉？と言ってもよい恒例のバーベキュ
ーが始まる（写真2）．この日のために院生が入念に準備してき
ており，持参した特大サイズの鉄板を用いて，300�gのステー
キ，焼きそばが振舞われる．経費削減のためか今年度の肉はか
なりの噛み応えとなっており，一時無音の時が流れたが，基本
的には終始和やかな雰囲気で行われた．来年度への改善点とし
て，風対策を講じる必要が見受けられた．というのも強風によ
る火力の減衰で一時焼きそばが焼かれないハプニングが発生し
たのだ．バーベキューが終了し，英気を養ったところで午後の
部へと向かう．
　午後からはシーケンス層序学的な観点で観察を進めていっ
た．前述の通り安田海岸は露頭の連続性が良く，岩相の粗粒化，

研究室・巡検紹介
秋田大学国際資源学研究科資源地球科学専攻

地史解析学・古環境解析学研究室

渡部　叡（前期博士課程1年）

院生コーナー

写真1（左）　研究室の風景
写真2（右）　安田巡検での
バーベキュー
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災害に関連した会費の特別措置のお知らせ

　本年7月に発生した台風第7号及び前線等に伴う大雨による災害で被害を受けられた皆様に，心よりお見舞い申し上げ
ます．
　日本地質学会では，災害救助法適用地域で被災された会員の方々のご窮状をふまえ，申請により会費を免除いたしま
す．「日本地質学会に届出の住居または勤務地が災害救助法適用地域に該当する会員のうち，希望する方」は2018年度
もしくは2019年度会費を免除いたします．
　適用を希望される会員は，1.�会員氏名，2.�被災地，3.�被災状況（簡潔に）を添えて学会事務局にお申し出下さい（郵
送，FAX，e-mail、電話のいずれでも可）．

申請締切：2018年10月31日（水）

※通常の会費払い込みについては，下記をご参照ください．
　「2018年会費払い込みについて」http://www.geosociety.jp/outline/content0185.html

【災害に関連した学術大会参加費の特別措置】
　申請により大会参加登録費を免除いたします．該当される方は，必ず事前参加申込手続き前に学会事務局に申請して
下さい（1.�会員氏名，2.�被災地，3.�被災状況（簡潔に）を添えて学会事務局まで）．

（注1）免除の対象は大会参加登録費に限ります．巡検，懇親会等その他の費用は対象となりません．
（注2）事前参加申込の場合に対してのみ適用しますので，当日会場での申請は受付ることができません．

一般社団法人　日本地質学会
〒101-0032東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル
Tel.03-5823-1150，Fax.03-5823-1150　e-mail�main@geosociety.jp

細粒化といった粒径の変化を大きなスケールで欠如なく観察す
ることができる．そんな中で4年生へシーケンス境界はどこか
という質問があがった．ここではある亜炭層の上部にチャネル
による侵食面が見られることからシーケンス境界が決定される
のだが，4年生は皆明確な位置を示せないでいた．事前に座学
でシーケンス層序学の勉強はしており，シーケンス境界とは海
水準低下時の不整合面とそれに対比される整合面であると知っ
てはいる．しかし実際に露頭の前に立ち自分で観察を行うと，
初めのうちは何が何だかわからず，どうしていいかわからなく
なってしまう．そこで説明を受けじっくりと考えることによっ
て自分の知識と目の前に広がる露頭の様相がマッチしてくる．
このように地質を勉強していく上で，教科書を読むだけでなく，
フィールドで現物を観察し，じっくりと考えることで初めて理
解できたということが筆者には多々ある．
　この安田巡検で4年生は地質の難しさや楽しさを同時に感じ，
大きくものを見る視点が変わったことと思う．また同様に院生
である筆者自身のためにもなるものだと強く感じた．今回改め
て先生方の説明を聞くことで一年前より理解が深まり，更なる
疑問も生まれた．一方で，4年生に質問されても上手く答えら
れず，自分の勉強不足を認識する部分もあった．自分は地質を

勉強していく上で観察する経験がとても大切なことであると考
えている．この巡検のように自分の研究とは異なる地域，時代
の岩相を自分の目で見ながら説明を受け，そして議論を交わす
ことは滅多に無い貴重な機会である．安田巡検は自身の成長に
とって大きな影響を与えてくれることだろうと思う．

おわりに
　本研究室では「なぜ？」という探求心を大切にしながら，
様々な事象の原因の解明を試みている．今回研究室紹介の一例
として安田巡検を挙げたが，他にもバラエティーに富んだイベ
ントが盛りだくさんであり，個性豊かなメンバーで楽しく研究
生活送っている．

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）
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学　会　記　事

一般社団法人日本地質学会
2018年度第1回理事会議事録

日時：2018年5月19日（土）15：30-16：50
会場：北とぴあ　第2研修室（東京都北区王
子1-11-1）
出席�役員�理事（37名）：天野一男　安藤寿男　

磯崎行雄　緒方信一　岡田　誠　折橋裕
二　笠間友博　狩野彰宏　神谷奈々　亀
尾浩司　川端清司　北村有迅　小宮　剛　
斎藤　眞　坂口有人　佐々木和彦　菖蒲
幸男　菅沼悠介　杉田律子　高嶋　洋　
竹下�徹　田村芳彦　田村嘉之　辻森�樹　
中澤�努　西　弘嗣　早坂康隆　平田大
二　廣木義久　福冨幹男　星�博幸　保
柳康一　松田博貴�道林克禎　矢島道子��
山口耕生�山路　敦　

監事（2名）：藤本光一郎　山本正司　
欠席�役員�理事（13名）：石橋�隆　井龍康文�

岩井雅夫　ウォリス� サイモン　大藤　
茂　亀田　純　小松原純子　沢田　健　
竹内　誠　奈良正和　楡井　久　三田村
宗樹　山崎晴雄　

＊�成立要件：理事総数50名の過半数26名　本
日の出席者37名で本理事会は成立．

＊�議決：出席者の過半数��19名
＊�開催にあたって
　１）出席理事及び監事自己紹介
　２）書記2名の指名　北村理事・坂口理事

審議事項
１．理事会議長・副議長の選出
　議長に狩野彰宏理事，副議長に杉田律子理
事が選出された．

２．会長＝代表理事，副会長の選出
　会員による意向投票を鑑みて，下記の会長
及び副会長が選出された．
会長＝代表理事：松田博貴　副会長：佐々木
和彦・平田大二

３．執行理事の選出，部会長の選出
　執行理事および部会担当については立候補
時の本人の希望を考慮し，会長より下記の提
案があり，提案通り選出を了承した．アンダ
ーラインは部会長．
常務�理事：斎藤　眞，副常務理事：安藤寿男�����

運営財政部会：緒方信一・西　弘嗣
広報�部会：坂口有人・小宮　剛
学術�研究部会：磯崎行雄，ウォリス　サイモ

ン・岡田　誠・辻森　樹
編集出版部会：大藤　茂・田村芳彦
社会貢献部会：星�博幸・廣木義久・中澤�努

４．業務委員会の確認
　各部会付きとは別に，理事会の下に下記の
委員会があることを確認した．
理事会規則14条1項設置：支部長連絡会議・
地質災害委員会・名誉会員推薦委員会・各賞
選考委員会・男女共同参画委員会・ジオパー
ク支援委員会
理事会規則14条2項設置：法務委員会,地学オ
リンピック支援委員会,連携事業委員会,地質
用語国際標準対応委員会

５．各賞選考委員会委員の選出
　専門バランスを考慮して以下の10名を選出
した．任期は2年，委員長は1年交代も可．　
層序�系：保柳康一，亀尾浩司，小松原純子，

竹内　誠（武藤鉄二，伊藤　慎）
岩鉱�系：道林克禎，折橋裕二，山口耕生（田

村芳彦，海野�進）
構造�系：（山路　敦，大藤　茂）

博物�館：笠間友博，川端清司
民間�企業：菖蒲幸男
○�役職指定委員：前・現の地質学雑誌・アイ

ランドアーク編集長および副編集長
山路　敦，大藤　茂，田村芳彦，武藤鉄二　
伊藤　慎，海野　進
　専門で分けた場合，上記（　）のように当
てはまる．＊この後，委員の互選により委員
長は竹内理事を選出し，本人の了承を得た．　

６．京都大学防災研究所の国際共同利用・共
同研究拠点認定の推薦に関する要望書提出の
件
　審議の上，正式な要請書が届き次第，推薦
することとした．ただし，このような案件は
本来執行理事会が処理すべき内容であるが，
次回執行理事会の開催タイミングも考慮し，
今回は理事会で判断することとした．

７．その他
　チバニアンの国際標準模試地の審査経緯に
関して，学会としての立ち位置を確認したい
旨，山口理事より意見があった．学会として
は科学的な事実認定を尊重する立場であり，
今後は会長が中心となって対応することを確
認した．

　以上この議事録が正確であることを証する
ため，議長及び副議長出席監事，理事は次に
記名捺印する．

2018年5月19日
理事：議長　狩野彰宏

理事：副議長　杉田律子
代表理事：会長　松田博貴
理事：副会長　佐々木和彦

理事：副会長　平田大二
以下，理事氏名省略

国際年代層序表（日本語版）の更新

　2018年7月13日，国際地質科学連合（IUGS）の国際層序委員会（ICS）が，国際年代層序表の最新版（v�2018/07）を公
開しました．最新版では第四紀の「完新世」Holoceneが後期，中期，前期に細分化され，それぞれ，「メーガーラヤン」�
Meghalayan，「ノースグリッピアン」Northgrippian，「グリーンランディアン」Greenlandianと命名されました．それぞ
れの下限には国際標準模式層断面及び地点（GSSP:�Global�Boundary�Stratotype�Section�and�Point）が定められました．
また，カンブリア紀の統/世の「シリーズ�3」Series�3が，「ミャオリンギアン」Miaolingianに改名され，その中の階/期の

「ステージ�5」Stage�5が「ウリューアン」Wuliuanに改名され，GSSPが定められました．

　日本地質学会では，最新表の日本語版を更新すると同時に，「Archean」の訳語を，従来の「始生代（太古代）」から
「太古代（始生代）」に変更しました．「始生代」は既に世界中で使われなくなった「Archeaozoic」の直訳です．一方，現
在世界で広く用いられている「Archean」の訳語は「太古代」です．日本でも1990年代から先端の学術論文では「太古代」
が使われ始めましたが，いまだに古い用語が用いられている書籍も多く，表現上の混乱を招いています．日本地質学会で
は，この機会に「太古代」に統一することにしました．ただし，これまでの表現との調整という意味で，しばらくは「太
古代（始生代）」と表記することにします．

2018年8月　一般社団法人日本地質学会　執行理事会
国際年代層序表の最新版は以下をご覧下さい．
http://www.geosociety.jp/name/content0062.html
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日本地質学会前副会長
山本高司さんを偲ぶ

　日本地質学会前副会長の山本高
司さんは，在職中の2017年11月21
日に急逝された（享年59歳）．あま
りに突然の訃報で，本当に信じら
れない思いであった．

　山本さんは，大阪の私立明星高等学校を卒業後，1979年4月
に新潟大学理学部地質鉱物学科に入学．現在では統一テストと
なった前身の「共通1次試験」一期生であった．この年の新入
生18名の中でも，落ち着きのある風貌は際立っており，同級
生・下級生のみならず，上級生からも「ジイ（ジイさん）」の
愛称で呼ばれることが多かった．
　一年次から，教養の地学実験などの実習のほかにも，地学団
体研究会高田支部新潟班（当時）が開催する地質巡検などに熱
心に参加して専門課程の準備をするとともに，歌声サークル

「むぎぶえ」に所属してフォークコンサートで活躍するなど多
方面に学生生活を楽しんでいた．平日の講義終了後に開講され
る学生ゼミ（自主ゼミ）にも，古生物，年代学，構造など多方
面の専門ゼミに参加し，それぞれで次第にリーダー的存在とな
っていた．本人曰く，3年次の進級論文で取り組んだ独力での
地質調査で地質学のおもしろさに目覚めたということだが，謙
遜であろう．
　卒業論文では「地質現象を物理的に扱える学問が構造地質で
ある」と考えて，構造地質学の植村　武教授の門をたたき，

「紀伊半島西部，紀伊由良町周辺の四万十帯の構造地質学的研
究」をテーマに取り組んだ．そして長期間にわたる野外調査を
行い，綿密な構造記載に裏打ちされた成果を出した．その後は
同大学院修士課程に進学し，卒業論文のテーマをさらに深める
ことになった．修士1年の夏には地学団体研究会の年次総会（小
千谷総会）を新潟支部（当時の高田支部）で開催することとな
り，支部事務局の責任者であった山本さんは開催に向けての準
備業務に追われ，傍目にも多忙であった．地元小千谷市関係者
との調整や宿舎の旅館関係者との折衝など，大学院生には荷が
重いような業務も担っていたが，それらは就職後の地質調査業
務にも活かされていったと考えられる．
　しかしこの頃から体調不良を訴えるようになり，小千谷総会
終了後に大学病院を受診し，下された診断は悪性リンパ腫であ
った．当時はまだ本人告知が一般的ではなかったが，教授と学
生たちのドイツ語による会話から病名が分かったと本人は淡々
と話していた．相当に深刻な状況であり，同級生も最悪の状況
を考えたりしたが，数ヶ月の治療の後に復学を果たしている．
　復学後は修士課程の研究として以前にも増してフィールド調
査の精密化に取り組むとともに，関連分野の文献を大量に読み
込んでいた．彼の最初の業績が「未固結堆積物の変形に関する
総説」（山本，1985）であることからも，読み込んだ量がうか
がい知れる．
　通常は2年の修士課程を，病気治療のため3年で終了した後に，

彼が進路として選んだのが地質調査業であった．
　1987年4月，川崎地質（株）に入社された山本さんは，学生
時代に培われた地質に関する多くの知見と経験を活かし，岩盤
を対象としたトンネル・ダムなどの土木地質業務，超高圧送電
線などのエネルギー関連業務，地震・地すべりによる災害対応
のほか，活断層・火山などの学術的調査まで，幅広くかつ中心
的に活躍された．特に，近年においては，2011年に発生した東
日本大震災の復旧復興のため岩手県宮古市に構えた現場事務所
の所長として，20名以上の社員や多くの協力業者の皆さんの中
心的存在となって，厳しい労働環境の中，膨大な業務を完遂さ
れた．この現場は，経営層になられていた山本さん自身にとっ
ても，非常に思い出深い仕事になったと，よく語られていた．
　このように，山本さんは入社されてから長い年月を現場で過
ごし，多くの社員とともに多難なプロジェクトを完遂されると
ともに，顧客に喜ばれる成果を挙げられた．一方，普段は穏や
かな雰囲気を纏っていたが，後輩社員には厳しく，時には優し
く指導された．指導されている最中に，山本さんの内にある熱
い思いが溢れ出たのであろう．しばしば，若手社員に対して辛
辣な言葉を浴びせることもあった．しかし，なぜか当の若手社
員も，気が付くと再び山本さんの後姿を追っていた．
　そして，2008年に事業本部ジオ技術部長に就かれてからは，
若手・中堅社員を育成する立場として現場間を奔走される毎日
と変わった．2010年には本社技術本部に異動され，全国の地質
技術者を指導されることとなったが，それまでの実績から社内
での山本さんへの信頼は厚く，地質関係の問合せや対応が集中
した．同時に，というより先んじて，社外での山本さんの評価
は高く，日本地質学会副会長をはじめ，多くの学協会やコンソ
ーシアムで要職を勤められ，また，様々なプロジェクトや勉強
会を通して専門家の方々と交流を持たれ，社内外において余人
をもって替えがたい地質屋であったことは，当社の先輩社員と
して，誇り高い事実である．
　しかしながら，なぜ山本さんは社内でも社外でも人気があっ
たのだろう？　理由は簡単，「酒」に間違いない．酒を飲むと
普段よりは饒舌になるものの，常に微笑んでいる印象が残って
いる．後輩社員の指導の後にも酒，社外の方々との会合の後に
も酒．きっと山本さんにとって「酒」は，大の好物であるとと
もに，その場にいる人を自然と和ませてくれる大切なものであ
ったに違いない．
　最後に，写真は，2018年1月26日（金）に執り行われたお別
れの会で祭壇に飾られた遺影である．急逝されるちょうど1カ
月前に，自社ビル前の東京タワーの見える通りで，次年度の新
卒採用案内用に撮影された．実に穏やかな表情で将来入社され
る若手社員をご覧になっている．優しい人なんだ．
　心より，ご冥福をお祈り申し上げます．

参考：	山本高司，1985，“Soft-sediment	deformation”につい
て．構造地質研究会・砕屑性堆積物研究会編，“スラン
プ相”の形成とテクトニクス　−未固結堆積物の変形に
関する諸問題−，13-19．

（川端清司・加藤猛士）

追　悼
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郵送，FAX，電子メール，WEBフォーム　いずれでも回答可（次頁参照）
　地質学雑誌が原稿不足で毎月発行が危ぶまれる状況にあり，また同時に会員減により学会財政が厳しい状況にあ
ります．これらをふまえ，地質学雑誌についてのアンケートを行いますので，ご回答下さいますようお願いいたし
ます．

2018年6月
地質学雑誌タスクフォース（TF）

1. あなたの年齢は幾つですか？（どれかに○）
（1） 25以下 （2） 26 〜 35 （3） 36 〜 45　（4） 46 〜 55　（5） 56 〜 65　（6） 66 〜 75　（7） 76 〜 85　（8） 86以上

2. あなたの所属はどれですか（どれかに○） 3. あなたのネット環境についてお伺いします．
 1）geo-flashのメールが届いていますか（どちらかに○）
 　（1） はい　　（2） いいえ
 2）pdfファイルのダウンロード・閲覧ができますか？（どちらかに○）
 　（1） はい　　（2） いいえ

4. 本タスクフォースでは，地質学雑誌投稿状況，財務状況等で検討した結果，以下の地質学雑誌・ニュース誌の配
布パターン候補を考えました．1）〜 6）のうちどれがいいですか？

*欠号がありうる　　†論文が掲載されない号がありうる

5. 自由記載（電子化，隔月化など，忌憚なきご意見をお願いいたします）

FAX送信先：03-5823-1156 回答期限：9月末

地質学雑誌あり方についてのアンケート（再掲）

現在 元職
高校生以下
大学生
大学院生・研究生
大学・高専（教員）
小学校〜高等学校（教員）
民間企業（地質関係職）
民間企業（地質関係職以外）
博物館職員
公務員・独法等（行政系）
公務員・独法等（地質関係職）
自営業
アルバイト
無職

地質学雑誌 ニュース誌 1つ○ コメント（自由記載）
1） ダウンロード ダウンロード
2） ダウンロード 紙媒体（毎月）
3） 紙媒体（隔月*） 紙媒体（毎月）
4） 紙媒体（隔月*） 紙媒体（隔月）
5） 合併紙媒体（毎月†）
6） その他
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【このアンケートを行う背景について】
　地質学雑誌は今年度末の125周年特集号シリーズの終了
後，毎月発行が危ぶまれる状況にあります．これまでも欠
号を出す危機がしばしばありましたが，投稿数の長期的推
移を見ると，月刊のままでは毎年複数の欠号が出ることが
数年のちに常態化すると予想されます．こうしたことから
昨年来，本タスクフォースは完全電子化（冊子体の廃止）
や隔月刊化などの対応を検討してきました．
　完全電子化では，受理後PDFができた論文からアップロ
ードするので，号という区切りがなくなり，欠号の危機は
完全になくなります．しかし，直接雑誌を手にする利便性
や，図書館等でのプレゼンス，会員の学会所属意識を毀損
するとの意見もあります．隔月刊化では，欠号の危機は当
面避けられますが，10年後20年後も安定的刊行が可能かは
不透明です．
　また，地質学雑誌をどうするかは，ニュース誌をどうす
るかという事とも連動し，以下の1994 〜 1997年の状況に戻
すことも考慮対象になります．
　一方で，近年の会員数の減少に伴い，学会の収入も減少
しています．現在の出版スタイルを維持するならば，将来
的には会費の値上げも検討しなければいけない状況にあり
ます．
　このため本タスクフォースでは．地質学雑誌の今後のあ
り方について会員各位のご意見をうかがいたいと考えてい
ますので，アンケートをお願いするものです．

1. 地質学雑誌の変遷（近年）
1993年（99巻）まで　B5版，ニュース部分を含む．
1994年（100巻）〜 1997年（103巻）　A4版，ニュース部
分も含む．
1998年　科研費の補助をもらうために，ニュース部分を
分離
現在，科研費補助なくなった，また出版3か月後からWeb
公開中

　なお，この数年，編集委員会では，報告・巡検案内・解
説等のカテゴリを増やし，投稿増を狙ってきました．

2. 本学会の会員の動向と投稿状況
　会員数約3600名．少子化の影響等により60 〜 70人/年減
が続いています．
　メールアドレスを登録し，geo-Flashが届く会員は2200人
程度で，会員の約60％にとどまります．
　地質学雑誌の投稿数は，1998年以降漸減しています．研

究者がインパクトフ
ァクター付きの国際
誌を目指さざるを得
ない状況，会員減に
伴う投稿者数の減少，
細分化した専門分野
の雑誌に原稿が流れ
たこと，などが理由
と見られます．

3. 経費面を含めた検
討
　近年会員数は減少
傾 向 に あ り ま す が，
会員減が現在のペー
スで進むと仮定した
場合，雑誌出版を含
む現状の学会活動のレベルを維持するためには，将来的に
会費の値上げが必要となります．
※ 以下，あくまで現状の会員減のペースが保たれ，雑誌等

でその経費節減分を賄ったと仮定した場合です．
1） 地質学雑誌とニュース誌を完全に電子化し紙媒体を廃止

した場合，当面の会費の値上げは避けらます．
2） 地質学雑誌を隔月にした場合に，ニュース誌を毎月送付

すると学会財政にメリットはあまりありません．ニュー
ス誌も隔月にすると数年は会費の値上げが避けられそう
ですが，各種お知らせが遅れます．

3） 地質学雑誌とニュース誌を毎月合併号にすると，3年程
度は会費の値上げは避けられそうですが，論文の載らな
い号がでることがあります．

4） 地質学雑誌とニュース誌を電子化し，紙媒体を希望者の
みに配布する場合，数年は会費の値上げは避けられま
す．紙媒体を希望する会員が半数とすると，紙媒体の不
要な会員は会費をある程度下げられる可能性がある一
方，紙媒体の必要な会員の会費は上昇します．反面，事
務局業務の増加が全体的な経費増になることは考慮が必
要です．

4. アンケートのお願いにあたって
　本タスクフォースは，メール登録会員の数を認識した時
に衝撃を受けました．現状で即座に完全電子化した場合，
多くの会員に不利益が及ぶのは必至で，本タスクフォース
としても，苦慮しているところです．このためぜひアンケ
ートにご協力ください．

地質学雑誌・アンケート

　下記いずれの方法でも結構です．ご協力をお願い致します．（回答期限：2018年9月末）
1）郵送：〒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
2）FAX：03-5823-1156

前ページの回答フォームを利用してFAXもしくは郵便でご返送ください（コピーでも可）．
3）電子メール：main@geosociety.jp

回答の情報を直接メールでお送り下さい．
4）WEB画面<http://www.geosociety.jp/publication/content0090.html>

上記URLのWEB入力画面からご回答下さい．
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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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