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日本地質学会名誉会員候補者の募集が開始されます

募集期間：2018年12月20日（木）～ 2019年2月8日（金）
推薦できる人：日本地質学会会長・副会長，理事，専門部会長
名誉会員候補となる人：75 歳以上の日本地質学会会員
そのほか候補となる条件：例えば，，，地質学への顕著な貢献／地
質学会の運営と発展への貢献／教育現場や企業などでの活動を通
じた地質学の普及と振興への貢献など

＊ 上記「推薦できる人」以外の会員は，候補者を直接推薦するこ
とはできませんが，「推薦できる人」への情報提供をすることが
できます．

（名誉会員推薦委員会 佐々木和彦）
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　日本地質学会第125年学術大会（札幌大会）
は，2018年9月5日（水）から7日（金）の3 
日間の予定で，北海道札幌市北区に立地する
北海道大学札幌キャンパスで開催された．北
海道では，2007年の第114年学術大会（札幌
大会）に続いて11年ぶりの開催となり，講演
申込も計599件（口頭363，ポスター 236）に
のぼり，盛況な開催が見込まれていた．ま
た，本大会の前週には，大会会期中に台風21
号が北海道に接近することが予報されていた
が，幸いにも5日未明に台風は北海道を通過
し，5日は朝から大会を開催することが出来
た．しかし，周知の通り，第125年学術大会

（札幌大会）は，9月5日（水）の初日のみ口
頭・ポスター発表，表彰式，受賞記念講演会
および懇親会が予定通りに執り行われたが，
9月6日（木）の未明に生じた北海道胆振東部
地震のため，その後の行事がほぼ中止となっ
た．札幌大会参加者は，692名（会員599，非
会員93）であった．二日目以降に予定されて
いた中止プログラムに対する代替の学術大会
は，「つくば特別大会」として2018年12月1日

（土）から2日（日）の2日間，つくば市の産
業技術総合研究所で開催された（後述）．
　北海道大学札幌キャンパスは，札幌駅から
徒歩で10分の距離にあり，札幌駅から新千歳
空港までも快速で35分の距離にあるので，極
めて利便性の高い場所である．学会会場は全
て札幌キャンパスの高等教育推進機構の建物
内に収められ，参加者の移動は容易であった
と思われる．また，北海道で学会が開催され
るということもあり，学会以外に北海道内の
旅行を楽しみにされていた方も多いと思われ
るが，残念ながら地震のため学術大会後の巡
検はすべて中止になったほか，学術大会後に
北海道の旅行を計画されていた方もキャンセ
ルを余儀なくされたであろう．
　今回はテーマを「イランカラプテ－地質学が
拓く夢・未来」としたが，「イランカラプテ」
とはアイヌ語で「こんにちは」を意味し，最
近，北海道のおもてなしのキーワードとして
推奨されている．また，「地質学が拓く夢・未
来」は開拓者精神あふれる，未来志向の北海
道で開催する地質学会であることを表現する．

　市民講演会は，テーマを『動く大地のしく
みを知り，地震・津波災害に備える』とし，
近年頻発する地質災害を引き起こしている大
地の動きを分かりやすく解説し，市民の方の
防災・減災対策に少しでも役に立つ講演会を
行う予定であったが，皮肉にも胆振東部地震
のため中止となった．在田一則・NPO法人
北海道総合地質学研究センター研究員（元北
海道大学大学院理学研究院教授）には「山脈
はどうしてできる−地質が示すヒマラヤ・日
高山脈の成り立ち−」，亀田　純・北海道大
学大学院理学研究院准教授には「深海底の断
層を調べる−東北地方太平洋沖地震の断層す
べりメカニズム−」，高橋浩晃・北海道大学
大学院理学研究院教授には「地震はなぜ起こ
る？−北海道の地震とその災害−」，という
演題で講演を予定していた．市民講演会つい
ては，地質情報展とあわせて，来年3月30日

（土）に同会場（かでる2・7）であらためて
開催予定である．また，今回は125周年記念
大会であったため「125周年国際シンポジウ
ム：社会と地質学」が開催予定であったが，
こちらも地震のため中止になったのは残念で
あった．海外からの招待講演者には，初日の
キリンビール園で行われた懇親会を楽しんで
いただけたのはせめてもの幸いであった．一
方，LOCが提案する特別シンポジウム「前
進する地殻構造解明作業―テクトニクス研究
の新たな展開へ―」（在田一則世話人代表）
も中止となったが，在田氏の努力によりつく
ば特別大会で開催された（後述）．さらに，

「地質情報展2018北海道　明治からつなぐ地
質の知恵」（主催：産業技術総合研究所　地
質調査総合センター・一般社団法人日本地質
学会）はかでる2・7で行われる予定であった
が，これも中止となった．こちらも市民講演
会同様来年3月29日（金）〜 31日（日）に同
会場であらためて開催される．
　途中までの出展となったが，企業・団体展
示コーナーでは9件（株式会社建設技術研究
所・株式会社蒜山地質年代学研究所・メイジ
テクノ株式会社・ライカマイクロシステムズ
株式会社・特定非営利活動法人 ジオプロジ
ェクト新潟・株式会社レアックス・日本地球

掘削科学コンソーシアム（J-DESC）/海洋研
究開発機構（JAMSTEC）・高知大学海洋コ
ア総合研究センター・明治コンサルタント株
式会社）の出展をいただき，書籍等の展示・
販売では，台風21号の影響で実際には会場に
お越しいただけない企業もあったが，株式会
社朝倉書店・ニチカ株式会社・株式会社ニュ
ートリノ・第四紀文献センター・株式会社ア
イピーの5件にご出店いただいた．
　会場の設営と運営は，旅行会社（近畿日本
ツーリスト（株））に委託した．北海道支部
が主体となって計画を進め，大学関係者，本
会担当者（行事委員長等）とともに大会
LOCを組織し，実施段階で会社に委託する
という，ここ何年か取り組んでいる方式に沿
って準備を進め，概ねスムーズに大会準備・
運営が実施できた．特に，近畿日本ツーリス
ト（株）は北大の高等教育推進機構の建物で
行う学会開催に多数回の経験があり，会場の
部屋の使用について貴重な示唆をいただい
た．また，北大生協には昼食弁当を手配いた
だいたが，最後に７日の午後に手配いただい
た生協のカレーは，地震で停電が継続してい
る中，暖かい食事を提供していただき感謝し
ている．今回は，学術大会LOCが2016年11
月に組織され，第1回会議を開催した．実行
委員会のメンバーは，2017年3月に，竹下　
徹支部長を大会準備委員長に選出し，市民講
演会，学術発表会，ポスターセッション，懇
親会，巡検の各責任者および日程を決定し，
その後，包括的に準備に取り組んだ．
　6日未明の地震発生後は，プログラムの実
施方針や会場の状況等を大会HPに随時掲載
し，情報を一元化して参加者・関係者へ周知
を図った．またメールの即時配信サービスを
利用した連絡も行ったが（送信先：札幌大会
講演者予定者，事前参加登録者およびメール
アドレス登録学会員），停電のためPCやスマ
ートフォンが利用できず，実際には会場の貼
紙で状況を知る参加者も多くいた．大会中止
の判断については，6日即時中止の意見もあ
ったが，6日朝の段階で，かなりの数の参加
者が既に来場していたことや講演者の発表場
をできるだけ確保したいとの考えで，6日は

日本地質学会第125年学術大会（札幌大会）報告

写真左から，北大構内に複数設置された大会看板．2日目からは，中止等の貼紙でいっぱいになった．式典で挨拶をする松田博貴会長（中），ご
挨拶を頂いた石森浩一郎北海道大学理学研究院研究院長・学部長（右）．

02-0 _ .indd   2 18/12/20   15:04



3日本地質学会News　21（12）

ポスター発表のみ実施した．しかし電力復旧
の見込みが立たず最終的に7日朝8時に大会の
中止を決定した．
　今回，地震による行事中止という近年にな
いアクシデントに見舞われたことは大変残念
であった．予期せぬ自然現象とはいえ，今回
プログラム中止の態度決定が遅れたことも重
なり，参加者・関係者の皆様には多大なご不
便・ご苦労をおかけすることになった．ここ
にあらためてお詫び申し上げます．また本大
会開催にあたりご協力いただいた皆様ならび
に関係各機関，各地よりご参加いただいた会
員・非会員の皆様方に篤くお礼申し上げます．

行事委員会　委員長　岡田　誠
札幌大会実行委員会　委員長　竹下　徹

日　　程（札幌）

　大会の日程概要は以下の通り．

9月3日（月）～ 4日（火）
 ・ プレ巡検：Gコース「千島海溝沿岸域にお

いて認められる超巨大地震津波痕跡群と広
域地殻変動」（9/3-4）

 ・ アウトリーチ巡検：Hコース「街中ジオ散
歩 in Sapporo―開拓使時代の川」（9/4）

 ・ 実習プログラム「無人航空機を利用した数
値地表モデルの作成」（9/4）

9月5日（水）
 ・ 学術交流協定更新・会員顕彰式・各賞授賞

式（15:30̶16:10；高等教育推進機構　大
講堂）

 会長挨拶
 来賓挨拶（石森浩一郎様：北海道大学理学

研究院研究院長・学部長）
 学術交流協定更新，交流協定締結学会代表

挨拶
 ・ 受賞記念講演（17:00̶18:15；高等教育推

進機構　大講堂）
 日本地質学会小澤儀明賞受賞スピーチ：澤

木佑介「たくさんやってみる」
 日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ：野

崎達生「鉱床学は面白い，資源の偏在性に
は意味がある！そしてたくさんの人達に恵
まれてきたことに深謝」

 日本地質学会柵山雅則賞受賞スピーチ：遠
藤俊祐「沈み込み帯変成作用の広がりの追
究」

 日 本 地 質 学 会 国 際 賞 受 賞 講 演：Prof. 
MillardF. Coffin「Volcanoes, Iron, and 
Phytoplankton in the Southern Ocean」

 ・ 懇親会（19:00̶21:00；キリンビール園）
 ・ 一般発表（口頭）（9:00̶12:30；高等教育

推進機構E，N棟）
 ・ 一般発表（ポスター）（9:00-18:00，コアタイ

ム13:45-15:05；高等教育推進機構E棟2-3階）
 ・ ランチョン2件（12:45-13:45）
 古生物部会 /地質学雑誌face-to-face編集委

員会/現行地質過程部会
 ・ 企業団体展示，書籍等販売（9:00-17:00；

高等教育推進機構E棟2-3階）

9月6日（木）
 ・ 一般発表（ポスター）（9:00-16:00，コアタ

イム13:45-15:05；高等教育推進機構E棟2-3
階）

その他のプログラムは中止

9月7日（金）
プログラム中止

9月8日（土）以降
以下の巡検はすべて中止
 ・ Aコース「小樽の地質と石材」
 ・ Bコース「南西北海道，石狩低地帯におけ

るテフラ層序学：支笏洞爺火山地域の噴火
履歴」

 ・ Cコース「北海道日高海岸地域の中部〜上
部中新統前縁堆積盆埋積物の堆積システム
と石油地質」

 ・ Dコース「蝦夷層群下部〜中部に記録され
た白亜紀中頃の温暖化と古環境変動」

 ・ Eコース「神居古潭」
 ・ Fコース「日高変成帯南部の深成変成岩類」
 ・ アウトリーチ巡検：Iコース「一億年時間

旅行 三笠ジオパーク」

懇　親　会

　日本地質学会第125年学術大会（札幌大会）
の懇親会は2018年9月5日（水）19:00よりキ
リンビール園2階ホールで開催された．その
日の未明から早朝にかけて台風21号が札幌市
を通過して，キリンビール園周辺のすすき
の，大通りでも倒木などが見られる中での懇
親会であった．しかし，すすきのの街が活気
を失わない中，それに負けずとも劣らず懇親
会も賑やかで大変盛り上がった．会場はドー
ム状の吹き抜け天井やステージがある大型ビ
ール園であるが，そこで北海道・札幌らしく
ジンギスカン料理をメインに，サッポロなら
ぬキリンビールが沢山準備され，約200名弱
の方に参加いただいた．懇親会では，まず札
幌大会実行委員長 竹下徹による開会挨拶，
松田博貴 日本地質学会長の挨拶の後，堀口
健雄 北海道大学大学院理学院副院長から来
賓の祝辞をいただき，松田会長による音頭で
乾杯となった．また，昼間の記念式典に都合
により出席が間に合わなかったたモンゴル地
質学会のTODBILEG会長からも一言ご挨拶
を頂いた．その後，ジンギスカン料理とビー
ルを飲みながら，しばし歓談となった．懇親
会の後半では目玉のアトラクションとして，
テスク＆祭人による「よさこいソーラン」の
演舞が披露され，賑やかさがさらにヒートア
ップして盛り上がりも最高潮に達した．会場
の参加者はビール片手に演舞を鑑賞した．し
ばしの歓談の後，最後に次回開催の山口大会

実行委員長 脇田浩二会員から，第126年学術
大会（山口大会）に向けてのご挨拶をいただ
きお開きとなった．
　本札幌大会懇親会では，普段いただくこと
が慣例のようになっている地元や地質業関係
企業などからの協賛金をいただくことなく，
よりコンパクトな会を目指した．しかし，そ
れが理由で懇親会の食べ物が不足するなどの
ことはなく，若手会員も「お腹いっぱい」と
言ってもらえるほど満足いく準備することが
できたと考える．ジンギスカン料理に偏った
ところは多少不満の要素もあったかもしれな
いが，北海道の食文化・食材の良さを存分に
味わって楽しんでいただけるものになった．
今回の懇親会を企画・実施するにあたり，設
営を始め様々な点でご協力いただいた教員・
学生，近畿日本ツーリストの方々には，大変
お世話になった．事務局の手違いなどで至ら
ぬ点なども多々あったが，おかげさまで皆様
に楽しんでいただける懇親会を開催すること
ができた．参加された会員の皆様を始め関係
各所の皆様に深く感謝申し上げます．
　加えて，この懇親会が終わった翌日の未明
に北海道胆振東部地震が起こり，札幌市を含
め北海道内の電源が失われ，地質学会も中断
せざるを得なくなることを，参加者は想像も
していなかったと思います．その直前の9月5
日夜のこの宴を，参加された皆様が良き思い
出として記憶されることを願うものでありま
す．

（実行委員会担当　沢田　健）

国際交流

本誌p.24参照．

優秀ポスター賞（札幌）

　札幌大会では，237件のポスター発表の申
し込みがあったが，地震により2日目（6日）
はポスター発表のみ実施され，3日目（7日）

写真（上から）：ジンギスカンの煙に負けず
熱気あふれる会場．力強い演舞で会場を盛り
上げてくれたよさこいソーラン．

02-0 _ .indd   18/12/20   15:04



4 日本地質学会News　21（12）

125年年会記事（札幌大会）
のプログラムは全て中止となった．各日8名
の審査委員により審査を行い，計5件の優秀
ポスター賞を選出した．受賞者名，講演名，
授賞理由は以下の通りである（ポスターの画
像は本誌表紙を参照）．

大会1日目（9/5）
R16-P-4：深海性イシサンゴの無性生殖様式

と微細構造観察（千徳明日香・徳田悠
希・Gregory WEBB）

（講評）詳細なデータの提示をインパクトのあ
るダイナミックな配置で提示してあり，
簡潔で的を得た説明文でわかりやすい）

大会2日目（9/6）
R7-P-1：但馬妙見山地域の北但層群に見いだ

された前期中新世の伸張テクトニクスの
証拠（羽地俊樹・山路　敦）

（講評）各図において要点を多数のデータで
明確に示しており，図の配置も論理的で
わかりやすい．

R9-P-5：泥質砕屑物の化学組成に基づく古琵
琶湖層群の後背地・化学風化度の復元

（葉田野　希・吉田孝紀・足立佳子）
（講評）統一された落ち着いたレイアウトで，

重点を押さえた説明と詳細な後背地の復
元の図が示されており，理解しやすい．

R4-P-6：紀伊半島中央部，三波川−四万十境
界周辺の変形構造と被熱温度（志村侑
亮・常盤哲也・森　宏・竹内　誠・纐纈
佑衣）

（講評）研究目的に対して多方面からの豊富
なデータ（露頭，薄片写真，熱データ）
の提示が力強くなされており，説得力が
ある．

R4-P-5：紀伊半島中央部の泥質岩において検
出された熱構造と中央構造線との関係（山
岡　健・森　宏・ウォリス　サイモン）

（講評）地質図および断面図をうまく利用して
熱構造データを示している．また熱モデ
リングの説明部分とのバランスがよい．

大会3日目（9/7）
プログラム中止

審査委員
9/5：黒田潤一郎，上松佐知子，田村嘉之，

亀高正男，浅田美穂，山本正伸，保柳康
一，中澤　努

9/6：山本由弦，板木拓也，西田尚央，桑谷　
立，竹下欣宏，沢田　健，亀尾浩司，小
松原純子

審査委員長：竹内　誠
（各賞選考委員長　竹内　誠）

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

　札幌大会は9月5日（水）〜７日（金）の平
日開催が予定されており，児童・生徒の参加

が難しいことが予想されていた．そのため，
今回の「小さなESのつどい」は，学会会場
における発表に加え，愛媛大会で代替措置と
して行ったデジタルポスター発表会という形
式を執ることを当初から決めていた．
　北海道胆振東部地震のため，札幌大会3日
目に関連行事として予定されていた「小さな
ESのつどい」を含め，大会プログラムのす
べてが中止となった．悪天候の中，今回の発
表会のために札幌入りしていた学校もあった
が，行事委員会や学会本部と協議の上，早い
段階で「小さなESのつどい」の学会会場で
の発表会は中止を決定し，デジタルポスター
発表会のみでの開催とした．
　デジタルポスター発表会の形式は，昨年11
月のニュース誌記事（10-11ページ）をご覧
いただきたいが，概要を記すと，2つの段階
に大きく分けられる．第1段階では，学会HP
内で各校のポスターを閲覧し，理事の方々に
感想やコメントを提出いただいた．第２段階
では，審査委員による審査であり，第１段階
で寄せられた感想やコメントも参考に，審査
を行った．最終的には，本行事を担当する地
学教育委員会が審査結果を集計し，結果を発
表した．なお，審査項目は，「研究の動機が
明確であり，問題点をはっきりととらえてい
るか」，「観察・実験から導かれたデータを基
に，結論が導かれているか」，「わかりやすい
ポスターとしてまとめられているか」の3つ
であり，それぞれ10点満点で評価する．
　審査の結果，優秀賞は高得点を取得した上
位3件の発表に決定した．奨励賞は例年「フ
ィールドワークに根ざした研究を行い，今後
の成果が期待される発表」に授与しており，
今回は5件の発表に決定した．
　やむを得ない事情で，2年連続して学会会
場での発表会は中止となった．児童・生徒
が，学会に参加する研究者・専門家らと直接
交流することは，小さな地球科学者たちの学
習意欲へのよい刺激と励みとなり，本企画の
大きなねらいのひとつでもある．特に，大学
院生レベルの研究者の存在は，高校生が近い
将来に目指す自分たちの姿であり，交流する
機会がなかったことは非常に残念である．す
べての発表に対して，後日参加賞とあわせて
デジタルポスター発表会に寄せられた感想や
コメントを送付したが，次回以降の発表会で
は直接交流が出来ることを期待している．
　最後となりましたが，今回の行事に参加い
ただいた各校の皆様，またご多忙のところ審
査にご協力いただいた理事の皆様に，あらた
めて御礼申し上げます．
【優秀賞 3件】
ES-1：市立札幌藻岩高等学校フィールドサイ

エンス部「北海道夕張地域の4000万年前
の古植生と陸上古気候」

ES-10：東京学芸大学附属高等学校「三浦半
島・三崎層に見られる皿状構造の粒子配
列についての考察」

ES-13：長野県長野高等学校定時制科学探究
講座「発見！長野高校直下の撓曲」

【奨励賞 5件】
ES-3：北海道旭川西高等学校理数科課題研究

地学班「化石のタイムカプセル「ノジュ
ール」の形状解析」

ES-4：遺愛女子中学・高校 地学部「大森浜
の海岸浸食と砂の堆積2006-2018 イカ看
板は再び出現したのか？」

ES-11：東京学芸大学附属高等学校「相模湾
北岸における現生有孔虫の分布の特徴」

ES-14：兵庫県立加古川東高等学校自然科学
部地学班「防災的観点で見る放置ため池
利用法の提案」

ES-16：兵庫県立西脇高等学校地学部（氷班）
「冷却過程における炭酸水と純水の気泡
の温度（第3報）―マグマの発泡の基礎
研究として―」

【発表参加校】
市立札幌藻岩高等学校フィールドサイエンス部
札幌日本大学高等学校
遺 愛女子中学校・高等学校（中学校地学部2 

件，高等学校地学部1件）
北海道旭川西高等学校理数科課題研究地学班
福島県立福島高等学校
群馬県立太田女子高校理科研究部地学班
早稲田大学高等学院理科部地学班
東京学芸大学附属高等学校（2件）
東京都立南多摩中等教育学校
長野県長野高等学校定時制科学探究講座
兵庫県立加古川東高等学校自然科学部地学班
兵庫県立西脇高等学校地学部（2件）
愛媛県立宇和島東高等学校地学部（2件）
鹿児島玉龍高校サイエンス部天文班
熊本県立天草高等学校科学部

（地学教育委員会　三次徳二）

巡　　検

【巡検総活】
　第125年学術大会（2018札幌）実行委員会
は，2016年11月には巡検コース案の検討を開
始した．北海道では2007年に札幌大会が開催
されており，そのときの巡検コースと内容や
案内者があまり重なることが無いよう配慮す
ることとした．また昨今の大会における巡検
申し込み状況を鑑み，日帰りのコースを多く
設定する方針とした．2017年9月の愛媛大会
での引継ぎを踏まえて，2017年10月には2つ
のアウトリーチコースを含む全9コース（う
ち3コースは1泊2日，残り6コースは日帰り）
を実施することとし，行事委員会から承認さ
れた．2017年12月には巡検案内書編集委員会
が発足し，案内書は地質学雑誌第124巻6月号
から順次掲載となった．
　大会ウェブサイトが立ち上がる頃には，各
コースから宣伝用の資料を提供頂き，PPTに
とりまとめて関連学会の北海道支部などで周
知をはかった．それに合わせて，非会員が巡
検のみに参加する場合の大会参加登録が不要
となるよう，行事委員会で決定がなされた

（定員を越える場合は，会員を優先すること
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を前提とした）．また配布用のチラシを学会
事務局に作成頂き，宣伝を行った．設定され
たコース自体の魅力に加え，様々な対策が功
を奏したのか？申し込みはきわめて順調で，
最終的に定員総数216名に対し176名の申し込
みがあった．4コースが定員に達し，そのう
ち2コースでは急遽定員を増やす状況となっ
たほか，残り全てのコースも実施されること
となった．アウトリーチ巡検のみ最少催行人
数にわずかに届かない状況が続いたため，保
護者の同伴が必要な児童の参加を増やすため
に，札幌市内で開催された夏休みの小学生向
けイベントに出向いて宣伝を行うとともに，
小・中学生の参加費を1,000円に減額して募集
を継続することで行事委員会の了承を得た．
　9月5日の大会直前に台風の上陸があり，北
大構内でも樹木が倒れるなどの被害があった
が，プレ巡検2コースは無事に実施された．
しかし，9月6日未明に発生した「平成30年北
海道胆振東部地震」の影響により，会期後半
に予定していた巡検コースは残念ながら全て
中止することが決まり，6日の16時にメール
等でアナウンスがなされた．また中止となっ
たコースについては，後日参加費を全額返金
した．
　各コース案内者，案内書の査読者，ならび
に編集委員の皆様には，大変忙しい中巡検の
実施に向け周到な準備・ご協力を頂いたこと
に，この場をお借りして感謝申し上げる．最
後に，日本地質学会行事委員会，日本地質学
会事務局の皆様ほか，ご協力頂いた関係者の
皆様に心からお礼申し上げる．

（実行委員会巡検担当　川上源太郎）

Gコース
千島海溝沿岸域において認め
られる超巨大地震津波痕跡群
と広域地殻変動物

9月3日（月）〜 4日（火）実施
案内者：七山　太，重野聖之，石井正之，石
渡一人，猪熊樹人
参加者：潮崎 翔一，はお憲生，相原繁喜，
飯島　力，中山俊雄，香川　淳，谷本孝男，
佐野郁雄，深津恵太，岡田里奈，横田彰宏，

大島　治，竹内　章，竹内美矢子

【案内者の報告】
　9月3日，定刻午前9時に中標津空港に集合
し，根室方面に向けてバスは発車した．この
巡検で最初に訪れたのはStop 1根室市西端部
のガッカラ浜海岸であった．ここには湿原の
断面である泥炭層が波食されて露出してい
る．石井と重野の案内で，この露頭におい
て，6層の完新世テフラと過去4000年間に発
生した12層の津波堆積物を観察していただい
た（写真上）．
　13時に，風蓮湖に面した道の駅スワン44ね
むろに移動し，春国岱を眺めながら昼食をと
った．食後に，猪熊が当地の遺跡について解
説した．七山が“根室海峡には，現在も活動
的なバリアーシステムが認められる．”と前
振りを行って，午後の巡検を開始した．午後
最初に風蓮湖北東端を境する走古丹分岐砂嘴

（Stop 3）を訪れた．これらの沿岸地形を特
徴づける分岐砂嘴の相互の分岐関係とテフラ
との対比によって，分岐砂嘴の地形発達史が
解読され，このうち過去3回分の離水につい
ては，超巨大地震（17世紀型）に伴う数mオ
ーダーの広域地殻変動が大きく寄与している
可能性を論じた．
　16時過ぎに別海町郷土資料館と加賀家文書
館（Stop 4）を訪問した．参加者の多くは，
江戸時代末期に野付半島は日本の北方圏の領
土を確定するために重要な役割を持っていた
ことに驚いていたようであった．特に，石渡
氏の作成した野付通行屋跡遺跡でのはぎとり
には，17世紀の離水痕跡が明確に示されてお

り，関心を持たれたようである．18時過ぎ
に，中標津のホテルに到着した．
　9月4日，8時半にホテルを出発した．最初
のStop 5では尾岱沼の最終氷期の堆積物の露
頭を見学した（写真下）．ここに露出する泥
炭層が野付半島の沖合にも露出し，ここから
度々マンモス象の臼歯が採取されていると解
説した．
　その後，野付半島前端部に向かい，現在の
砂嘴の堆積・侵食状況を確認して頂いた．
1.5cm/年沈んでいる砂嘴の面積は年々縮小し
ているが，その先端部である竜神崎は未だ地
形の変化が著しい．ところが，沈降している
はずの竜神崎には2mを越える浜堤が2列存在
し，テフラと14C年代から，17世紀と12/13世
紀に隆起して離水した証拠が見つかってい
る．ここでは17世紀に離水した浜堤を掘って
参加者に確認して頂いた．このことから，野
付半島が沈み続けている訳では無いことが分
かる．野付半島ネイチャーセンターでの昼食
後，石渡が野付半島に分布する遺跡について
説明した．
　午後からオンネニクルの森に露出する，古
い砂嘴の断片を見学した．少なくとも野付半
島は4000年前には成立していたことが分かっ
ている．この分岐砂嘴は時代と共に形状を大
きく変えながら，現在に到っているのであ
る．
　予定通り15時に野付半島を出発し，16時過
ぎに中標津空港で解散した．台風21号の影響
で，この時点では予定していた新千歳空港行
きの航空便の欠航の可能性が十分あったが，
定刻より1時間ほど遅れはしたものの，航空
便は無事新千歳空港に向けて飛び立った．

（七山　太・重野聖之・石井正之・
石渡一人・猪熊樹人）

【参加者の感想】
　根室半島と知床半島を結ぶ海岸線に飛びだ
した野付半島．「はてな」マークを裏返し，
横に寝かした妙な形状を示す地形に以前より
興味があり，この見学会に参加した．学術大
会前の9月4〜5日に開催されたこの見学会，
後半には天候が崩れ始めたが，全体に気持ち
のいい秋晴の中で行われた．初日は太平洋海

Hコース：集合写真Gコース：Stop 1根室市ガッカラ浜での津波堆積物露頭の見学の様子．

Gコース：写真2　Stop 5尾岱沼での最終氷
期の堆積物の露頭見学．
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125年年会記事（札幌大会）
岸を2日目はオホーツク海岸を巡るコースで
ある．
　初日，中標津空港に集合，大型バスで南
下，太平洋沿岸のガラッカ浜に向かう．国道
からガラッカ浜へは，国道で一旦大型バスを
降り，徒歩で防風林帯を抜け，開けた海岸段
丘に着く．2段の段丘面を下り末端部の沿岸
低層湿原を抜けると，砂〜砂礫海岸にでる．
この海岸線に沿う比高2〜3mの崖線が今回の
第一露頭である．
　この露頭では，泥炭層と泥炭層中の10数枚
の砂層と6層の火山灰層が見られる．この砂
層が津波堆積物であるという．上部の砂層に
は径10cmもある円礫が含まれている．津波
により海岸礫が運び込まれたものであるとい
う．泥炭層中の火山灰は，その噴出起源とそ
の噴出年代が明らかにされており，過去4000
年間の津波を起こしたイベントが正確に読み
取れる．上記の円礫を挟む砂層は17世紀の巨
大津波を物語っているという．この露頭から
津波発生間隔は400〜500年よりは短いという
ことが読み取れる．数千年前からの地震津波
を記録する実に見事な露頭に感心する．
　次にオホーツク海岸沿いにある風連湖に向
かう．湖の先に見える砂嘴では立ち枯れして
いる樹木があり，ゴーストフォレストと呼ば
れている．測地学的データによると，このあ
たり年間1cmもの地盤沈下が起きているとい
う．沈下により立ち枯れが起きている．
　初日の最終は別海町の加賀家文書館であ
る．平成10年，秋田の加賀家から古文書が町
に寄贈されたことを機にこの文書館ができた
という．江戸時代末期，野付半島の一画に，
国後島のへ連絡口，海産物の集積地としての
街が形成され（歓楽街？もあったという），
蝦夷地場所請負人としてアイヌ語の通訳・翻
訳，アイヌ語辞典を編纂した加賀屋伝蔵とい
う人物がいたことが記されている．驚きの資
料である．
　2日目は野付半島の見学である．はじめに，
野付半島付け根にある尾岱沼の海食崖露頭を
見学する．比高約5mの露頭に，上位から下
位 に 摩 周 火 山 灰 層（2枚：7.8〜15kyrBP），
シルト層，泥炭層（46kyrBP）が堆積してい
る． シ ル ト 層 中 に は 支 笏 第 一 降 下 軽 石

（41kyrBP）が挟まれており，この露頭下3ｍ
（ほぼ海面標高）には，120kyrBPの屈斜路火
山灰を載せる地層があるという．測地学デー
タからは，このあたりは年間1.36cm沈降して
いるという．これは，12万年間で1.632kmの
沈降を意味する．屈斜路火山灰を載せる堆積
面（約12万年前）が現標高にあるために，単
純に計算すると200年に1回程度の地震で2m
地盤隆起させなければ説明できないことにな
る．ハテナ？である．
　野付半島は数列の砂嘴から形成されてい
る．外側の砂嘴ほど新しく，砂嘴間は湿地が
発達している．野付半島の先端部（現世砂
嘴）までバスで行く．ここで前浜，バーム，
後浜，浜堤の説明を受ける．浜堤を掘るとす
ぐに海浜砂礫層が現れた．後浜上限高度

（BH）は約1mである．次に二列目の砂嘴に
あるネイチャーセンタに向かう．ここにはセ
ンタ―前にある津波避難施設の建設時に採取
された「剥ぎ取り」標本が展示されている．
この「剥ぎ取り」標本には海浜砂礫の直上に
樽前a（AD1739），駒ヶ岳C2（AD1694）の
火山灰が載っている．この地点でのBHは
1.9mという．さらに第三列の砂嘴の露頭に
移動，ここでは上記火山灰と海浜礫の間に，
0.76〜0.68kyrBPを示す泥炭層がはさまれて
いる．ここでのBHは2.28mである．古い砂嘴
ほど標高が高くなっていることがわかる．測
地データによる沈下量を外挿入すると，第二
列の砂嘴は約4m，第三列の砂嘴は約95m程
度は沈降していなければならないことにな
る．沈降と隆起の関係，2番目のハテナ？で
ある．
　今回の見学会は，私には感激と驚きの連続
であった．最後に，現地での理解を深めるた
めのカラー刷り追加資料の配布，事前のハン
ドオーガー掘削など，周到な準備をしていだ
いた案内者の方々，また，この見学会の強力
な助っ人として参加いただいた地元のネイチ
ャーガイドの皆様には，遺跡，エゾの名を冠
した草花，オオタカ，フクロウなど道東の豊
かな自然について話を聞かせていただいた．
厚く御礼申し上げる．

（中山俊雄）

Hコース
アウトリーチ巡検
街中ジオ散歩in Sapporo「開
拓使時代の川」

9月4日（火）実施
案内者：宮坂省吾・内山幸二・桜間静江
参加者：14名

【案内者の報告】
　150年ほど前の明治のはじめ，北海道に開
拓使がおかれたころ，札幌本府となる扇状地
の一画にコトニ川（アイヌ語地名：凹地の
川）と呼ばれる幾筋もの豊かな流れがありま
した．巡検では，そのうちサクシコトニ川と
チェプンペッ川の痕跡と人の営みをたどりま
した．
　参加者14名，案内者3名の合計17名，午前
11時に北大総合博物館前を出発しました．
 ・ サクシコトニ川（アイヌ語地名：浜（豊平

川）のほうを流れるコトニ川）

　北大構内を流れるこの川を，アイヌの人た
ちに倣って下流から上流に向かい歩きます．
流路に沿って残されたポイントバー（寄洲）
やメム（アイヌ語：湧泉池）の微地形をたど
り，中央ローンと呼ばれる憩いの場が広い河
道や自然堤防の残る河川跡であることを観察
しました．参加者のお一人から，河岸の平坦
地に擦文時代（7〜13世紀頃）の遺跡が残さ
れていることを解説していただきました．
　中央ローンのさらに上流は，開拓使時代の
初期，明治4年に造成された偕楽園（日本最
初の公園）に湧き出ていたメム跡に続きます．
開拓使は，ここに鮭の孵化場を作りました．
また，清華亭と呼ばれる和洋折衷の建造物

（明治13年竣工）が保存されています．その
建材には，札幌の近郊で採掘された“札幌軟
石”や“札幌硬石”が使用されました．明治
13年に開設された鉄道を越えて流路の痕跡を
南にたどると，自然地形を残す旧伊藤亀太郎
邸のメム跡にたどり着きました．偕楽園や伊
藤邸のメムは札幌の都市化により，昭和26年
夏に一斉に涸れたそうです．
 ・ チェプンペッ川（アイヌ語地名：魚の入る

川）
　北大構内の南西側には農学部の試験農場が
広がっていますが，そこを分断して4車線道
路（石山通）が通っています．この道路に斜
交して断続する窪地と比高5m程度の丘陵地
形が識別されます．この窪地がコトニ川支流
のチェプンペッ川の痕跡です．北大構内から
扇状地上流の北大植物園にかけて，この古川
の痕跡をたどりました．
　北大植物園は，明治9年開校の札幌農学校

（北大の前身）の敷地で，自然地形が保存さ
れています．ここでは，園内のメムを源流と
して蛇行するチェプンペッ川の流路跡をたど
り，さまざまな樹木を併せて観察しました．
周辺の古地図や園内の古い写真と現在の微地
形とを比較し，その変遷が実感できたと思い
ます．
　植物園のメムは昭和初期に枯れ，かつて豊
かに水を湛えていた幽庭湖やひょうたん池，
河川は小さな湿原を残すばかりと化し，今は

「湿生園」と呼ばれる新しい風景が育ってい
ます．
　開拓使時代の川をたどり，古い石碑や石造
建造物を巡る巡検は，予定時間を過ぎて16時
半に終了し，植物園の正門前で解散しまし
た．今回の巡検で紹介しきれなかった多くの

“見どころ”を残してしまったことは残念でHコース：北大中央ローンの川の地形を見る

Hコース：聖蹟碑の岩石を見る
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したが，参加していただいた皆様には「札幌
の原風景」を感じていただけたものと密かに
自負しています．

（内山幸二・宮坂省吾）

【参観者の感想】
1. 脳内カムバックサーモン運動
　カムバックサーモン運動とは，水質低下に
より鮭の遡上が途絶えた豊平川に鮭を呼び戻
す運動のことですが，今回は川跡を見ながら
説明を聞き，資料にある古い写真や地図を見
ながら脳内で在りし日の姿を再現する過程の
命名に使ってみました．あちこちにメムがあ
って，鮭も手に入る土地．人にも熊にも贅沢
な街だったでしょう．現代の暮らし実感でき
る扇状地らしさは高低差くらいで，教科書で
習った扇端での湧水が昔はあったらしいこと
を開拓当時の工場立地から伺い知る程度で
す．徒歩で周った限られた範囲に湧水の痕跡
がこんなに存在し，川も一本ではなく，ちょ
っとした高まりを隔てて別な川なんて！教え
ていただかないと想像すらできませんでし
た．サングラスの方が出演されている某番組
ならば，アニメーション付きの解説がありそ
うですが現地ではそうはいかず，眼前の窪地
を空想で水没させていました．論理的な想像
力を用いると，同じ場所でも見方が異なるも
のですね．これからも機会があれば，鍛えて
いきたいです．
2. 得した気分の石
　誕生石がペリドットの私．だから誕生岩
は，かんらん岩！と勝手に決めていました．
日高まで見に行きたいなぁと思っていたら，
なんと北大構内にかんらん岩の石碑があっ
て，心躍りました．きれいな緑色．ああ素
敵．マントルからようこそ地表へ，そして札
幌へ．ザクロ石を含む石碑にもうっとりしま
した．
3. さっぽろなんせき
　私にとって近所の玉ねぎ倉庫に使われてい
る，馴染みの石です．平仮名で書いたのは，

「軟石」の意味を知らない子供時代があった
からです．初めて漢字で知った時の気持ち悪
さと言ったら何とも言えませんでした．石に
軟らかいの「軟」だなんて子供の理解を超え
ました．札幌硬石の存在を知ったのは，大人
になってからです．石ってどこまでが軟らか
いというのでしょうか？札幌軟石を使ってい
る建物は，すぐにわかりますが，北大博物館
のすぐそばに700万年前に貫入した安山岩質
の岩石を基礎に4万年前の支笏火砕流を積み
上げた，私の祖母と同い年の建造物があるこ
とは知りませんでした．硬石と軟石を並べて
観察できて，ここでもお得でした．
4. 名コンビ
　軽快なトークと観察スポットで解説を聞か
せて下さった案内人のおかげで，堅苦しくな
い雰囲気で，時が経つのがあっという間でし
た．時間を感じたのは足の疲れだけです．資
料を読み返し，解説を思い出しては，丁寧な
下準備に頭が下がります．宮坂さん，内山さ

ん本当にありがとうございました．
（札幌市　岩村恭子）

UAV実習プログラム

無人航空機を利用した数値地表モ
デルの作成
9月4日（火）実施
講師：渡邊達也・山崎新太郎・三浦　竜（北
見工業大学大学院：アシスタント）
参加者：山本由弦・丸山　正・谷川　亘・吉
田剛司・植木忠正・西川由香・大友幸子・本
山　功・宮崎裕子・鎌滝孝信・金子　誠・藤
本幸雄・重松紀生・香取拓馬・北沢俊幸・千
葉 崇

【講師の報告】
　2018年9月4日（火）に，UAV実習プログ
ラムを北海道大学理学部にて開催しました

（写真1）．本実習プログラムは，近年急速に
普及しているUAVで取得した多数の空撮画
像を基に，高精度の数値地表モデルを作成す
る方法の習得を主な内容とし，16名の方が受
講されました．受講者は大学・研究機関所属
の方を中心に，20代から70代までの幅広い年
齢層からご参加頂きました．
　実習ではまず，法的規制が年々厳しくなっ
ているUAVの運用方法や，飛行トラブルを
避けるための留意点を紹介した後，3次元モ
デルを作成するための効率的な空撮方法，モ
デル作成時の精度低下を回避するための空撮
の工夫点を紹介しました．続いて，衛星測位
技術の基本原理に触れた後，近年登場した低
価格・高精度の衛星測位モジュールを用いた
測位実習を大学構内の農場にて行いました．
高精度の数値地表モデルの作成には，現地で
の精密な測量データが欠かせないことから，
低価格高精度で位置データが得られる機器に
多くの受講者が関心を持たれていました．測
位実習では，ビニールシート上に描かれたア
ルファベット文字をなぞりながら連続的に測
位データを取得してもらいました．昼食を挟
んだ後，測位実習で取得したデータを使用し
て，衛星測位データ解析用のオープンソース
プログラムRTKLIBの使用方法を学んでもら
いました．その後，予め用意した数枚の空撮
画像を使用して，多視点ステレオ写真測量用
解析ソフトウェアPhotoScan（Agisoft社）で
の3次元モデル作成法を紹介しました．参加
者の中には，すでに研究でPhotoScanを利用
されていて解析に手慣れた方も数名おられま
した．基本的に解析は自動的に処理されます
が，3次元モデルに座標を定義させる作業は
手作業のため，その作業の巧拙で初心者と経
験者との間にモデル精度の差が出てしまった
ように見受けられました．最後の質疑応答で
は，これまでのUAV空撮経験で抱いていた
問題点や，今後の研究で利活用するための疑

問点に関して多くのご質問を頂き，双方にと
って有意義な意見交換ができました．半日の
短い実習時間にも関わらず，多くの内容を盛
り込んでしまい，初めて解析を体験された方
にはご苦労をかける場面もありましたが，今
後の研究・教育活動のお役に立てていただけ
れば幸いです．

（北見工業大学工学部　渡邊達也）

地質情報展

「地質情報展2018北海道」中止報告
と

「地質情報展2019北海道」開催案内

　2018年9月7日（金）〜9日（日）に札幌市
内で開催予定であった「地質情報展2018北海
道」は，開催前日の9月6日未明に発生した平
成30年北海道胆振東部地震の影響により，残
念ながら中止となりました．
　しかし，中止決定後，後援機関や北海道在
住の一般の方々から「別の機会に開催しない
のか？」，「楽しみにしていたのに残念」など
のコメントを多数いただいたことから，下記
の通り，この度改めて地質情報展を開催する
運びとなりました．

「地質情報展2019北海道」
開催日程：2019年3月29日（金）～31日（日）
開催会場：会場：かでる2･7（北海道立道民
活動センター）
主催：産業技術総合研究所 地質調査総合セ
ンター・日本地質学会
共催：北海道立総合研究機構 地質研究所
後援：経済産業省北海道経済産業局ほか
現在，開催経費を確保するために，クラウド
ファンディングに挑戦しております．ご支援
のほど，どうぞよろしくお願いいたします．

【北海道地震で中止となった「地質情報展」
を実現したい！】
https://academist-cf.com/projects/89

（産総研　野々垣　進）

写真1　実習風景

市民講演会『動く大地のしくみを知り，
地震・津波災害に備える』
2019年3月30日（土）に同会場（かでる
2・7）で開催予定です．
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　12月1日（土）から2日（日）の2日間，国
立研究開発法人産業技術総合研究所（以下，
産総研）共用講堂（茨城県つくば市）で標記
の特別大会を開催した．開催にあたっては，
産総研地質調査総合センターにご後援をいた
だき，会場や機材等のご提供をいただいた．
参加者は，307名（会員262，非会員45）であ
った．
　まず，札幌大会会期後に行った緊急会員ア
ンケートで，多くの会員から代替大会の実施
と参加希望が寄せられたことを受け，執行理
事会で検討を重ね実施時期および場所を確定
した．10月1日付で代替大会「つくば特別大
会」を実施する旨大会HP，geo-flash等で告
知し，台風や地震等の影響により札幌大会で
発表できなかった方に限り，講演申込を募っ
た．講演申込に際しては，特別大会での発表
希望，J-STAGEでの公開希望（見なし発表）
などについて，WEBフォームから回答して
もらい，期日までに回答のない場合は，「見
なし発表」として，J-STAGE上で講演要旨
を公開することとした．結果，特別大会では
シンポジウムおよび一般発表180件（口頭
121，ポスター 59）と，緊急展示（ポスター）
3件の申込があった．緊急展示を除いて，講
演番号，講演要旨については札幌大会のもの
をそのまま踏襲した．
　特別シンポジウム「前進する北海道地殻構
造解明作業−テクトニクス研究の新たな展開
へ」は，世話人にご尽力をいただき，ほぼ札
幌での当初予定通りの講演数であらためて開
催することができた．
　会場の設営と運営は，産総研所内の会員の
方々にご尽力いただき，コンパクトかつスム
ーズに大会準備・運営が実施できた．
　また札幌大会で出展いただいた企業，団体
に再度ご連絡し，企業・団体展示コーナー

（3件：メイジテクノ株式会社・株式会社レア
ックス・日本地球掘削科学コンソーシアム

（J-DESC）/海洋研究開発機構（JAMSTEC））
を設け，書籍・物販についても，3件（株式
会社朝倉書店・第四紀文献センター・株式会
社ニュートリノ）のご出店をいただき，大会
を盛り上げていただいた．
　短い準備期間にも関わらず，本特別大会開

催にあたりご協力いただいた産総研の方々は
じめ関係各機関，再度ご参集いただいた参加
者の皆様のお陰で，無事札幌大会を補完する
ことができた．あらためて皆様に深くお礼申
し上げます． 

行事委員会　委員長　岡田　誠
特別大会実行委員会　委員長

渡部芳夫・竹下　徹

日　　程（つくば）

　大会日程概要は以下の通り．

12月1日（土）
 ・ 一般発表（口頭）9:00-18:00（産総研共用

講堂）
 ・ 一般発表（ポスター）9:00-18:00（産総研

共用講堂1階ホワイエ）
 ・ 緊急展示（ポスター 3件）9:00-18:00（産総

研共用講堂1階）
 ・ 企業団体展示，書籍販売（9:00-18:00，産

総研共用講堂2階）

12月2日（日）
 ・ 一般発表（口頭）9:00-18:00（産総研共用

講堂）
 ・ 一般発表（ポスター）9:00-18:00（産総研

共用講堂　ホワイエ）
 ・ 緊急展示（ポスター 3件）9:00-18:00（産総

研共用講堂1階）
 ・ 企業団体展示，書籍販売（9:00-18:00，産

総研共用講堂1階ホワイエ）

S2. 特別シンポジウム　　　  
前進する北海道地殻構造解明作業
―テクトニクス研究の新たな展開へ―

世話人：在田一則・竹下 徹・佐藤比呂志・
横井　悟・伊藤谷生

北海道の地質は，1876（明治9）年5月10日発

行の開拓使お雇い外国人技師B.S.Lymanほか
による200万分の1地質図『日本蝦夷地質要略
之図』以来，関係機関および大学により膨大
な調査・研究がなされ，その成果はほぼ全道
をカバーする約277枚の5万分の1地質図幅と

『北海道の地質と構造運動』（1986年，地団研
専報31），『日本の地質1北海道地方』（北海道
地方編集委員会編，1990），および『日本地
方地質誌 北海道地方』（日本地質学会編，
2010）などに集約されている．一方，重力探
査，電磁探査，各種地震探査などの地球物理
学的調査も活発に行われており，特に1990年
代以降は稠密な自然地震観測網による地震ト
モグラフィーのほか反射法地震探査などによ
る広域的な地殻構造探査が進展している．地
殻構造を考えるとき，地質学と地球物理学と
の協働作業は不可欠である．
　本シンポジウムでは，近年の企業による石
油・天然ガス探鉱や大学関係による地殻構造
探査を目的とした屈折法・反射法地震探査の
プロファイルを結合し道東から日本海沿岸に
至る北海道横断全長約400kmのトランセクト
を作成するのを契機として，各種地球物理学
的手法による地殻構造探査の成果を発表して
いただき，地殻構造形成過程からアクティ
ブ・テクトニクスに至るまでの全体像を議論
し，北海道ならびに周辺のプレート枠組，さ
らには地質構造の再検討に資することを目的
とした．
　講演者名（筆頭講演者のみ）と講演タイト
ルは以下で通りである．各講演とも観測機器
やデータ解析技術の進歩により解像度の改善
された大量のデータとそれによる地殻構造の
解釈が披露された．一方では，手法による結
果の違いも興味深いものであった．そのよう
な場合，一定の束縛条件を提供することが地
質学の役割であろうと思われた．また，構造
発達史から想定される深部構造モデルを積極
的に提案することも地質学に課せられた課題
であることが痛感された．いささか欲張り盛
りだくさんであったため，各講演の時間が不
足であった．
① 佐藤比呂志（東京大学地震研究所）ほか2

名：北海道地殻構造解明の意義と課題
② 佐藤比呂志（東京大学地震研究所）ほか12

日本地質学会第125年学術大会（つくば特別大会）報告
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名：北海道トランセクト：千島弧前弧−日
高衝突帯−日本海盆

③ 石山達也（東京大学地震研究所）ほか3名：
反射法地震探査から明らかになった北海道
中軸部における活構造の特徴

④ 岩崎貴哉（東京大学地震研究所）ほか2名：
北海道日高衝突帯及びその周辺の地震学的
構造−制御震源データ・自然地震データ解
析の成果と未解決の問題−

⑤ 村井芳夫（北海道大学地震火山研究観測セ
ンター）ほか3名：海底地震観測からわか
った北海道南部の島弧−島弧衝突帯から太
平洋プレート沈み込み帯前弧域の地震活動
と地下構造

⑥ 橋本武志（北海道大学地震火山研究観測セ
ンター）ほか1名：MT法探査からみた北
海道の地下比抵抗構造

⑦ 山本明彦（愛媛大学）：重力異常からみた
北海道の地殻構造

⑧ 佐藤 壮（海洋研究開発機構）ほか2名：地
震探査による北海道沖日本海の地殻構造

⑨ 仲西理子（海洋研究開発機構）：千島海溝
−島弧の地殻構造とオホーツク海の構造研
究の現状

⑩ 安藤寿男（茨城大学理学部）：サハリン〜
北海道中軸部〜三陸−常磐沖の地質学的連
続性：蝦夷堆積盆の白亜系−古第三系

⑪ 大藤　茂（富山大学理工学研究部）ほか3
名：極東ロシアと北海道西半部の地体区
分：前期白亜紀弧−海溝系の複列分布

⑫ 横井　悟（石油資源開発株式会社）：北海
道における石油探鉱とテクトニクス解明へ
の貢献

⑬ 在田一則（北海道総合地質学研究センタ
ー）ほか2名：北海道地殻構造解明研究の
前進と地質学の新たな課題

　なお，上記の橋本武志氏ほかと山本明彦氏
の講演は，札幌大会では予定されていたが，
つくば特別大会では出席の都合がつかず中止
となった．

（在田一則）

優秀ポスター賞（つくば）

　つくば特別大会では62件のポスター発表
（一般59，緊急展示3）の申込があり，各日
6-7名の審査委員により審査を行い，計3件の
優秀ポスター賞を選出した．受賞者名，講演
名，授賞理由は以下の通りである（ポスター
の画像は本誌表紙を参照）．

つくば特別大会1日目（12/1）
R3-P-6：三宅島周辺海域の海底溶岩流の形態

的特徴（藤巻三樹雄・坂本　泉・石塚　
治・佐藤資命）

（講評）陸上と海底の地質図を陰影を使用し
ながらインパクトのある図を示してお
り，魅力的である．

R10-P-4：新潟県青海に産する中部石炭系海
山型石灰岩の炭素・酸素同位体組成の研
究（田中良樹・サティッシュ　クマー
ル）

（講評）同位体データを中心としてわかりや
すい図を効率的に配置している．説明文
も理解しやすい．

つくば特別大会2日目（12/2）
R1-P-7：北部九州，尺岳閃緑岩体の岩相変化

とその特徴（江島圭祐・大和田正明・亀
井淳志）

（講評）研究の流れを示す簡潔明快な図と議
論に必要な詳細なデータの配置をわけて
いるため，効率的なレイアウトになって
いる．

審査委員
12/1（土）沢田　健，保柳康一，道林克禎，
山口耕生，山路　敦，渡部芳夫，竹内　誠，
岡田　誠
12/2（日）石橋　隆，大藤　茂，小松原純
子，佐々木和彦，星　博幸，松田博貴
審査委員長：竹内　誠

（各賞選考委員長　竹内　誠）

第125年学術大会（札幌・つくば共通）：
講演要旨等の取り扱いについて

　札幌大会で発表できなかった方を対象にし，つくば特別大会での発表希望も含め
て下記いずれかを選択・回答するよう希望確認をおこなった．期日までに回答のな
い場合は，「見なし発表」として，J-STAGE上で講演要旨を公開することとした．
なお，札幌大会で発表はされた講演は，１）に該当する．

１）通常発表：
　　つくば特別大会で発表
２）見なし発表：

つくば特別大会では発表しないが，講演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に公開し，引用可能とする．ただし，実際の大会におい
ては専門家による議論には供されていないので公開画面に「自然災害により講
演中止」との文言を明記する．

３）講演キャンセル：
通常の「講演キャンセル」と同様．J-STAGEには公開しない．講演要旨は引用
不可．次年度以降の当会もしくは他の学術大会での発表が可能．
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　この度は私が携わってきた「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」に対して小澤儀明賞をいただき，
大変光栄なことと深く喜んでおります．この賞に推薦してくだ
さった黒田潤一郎先生・菅沼悠介先生をはじめとする環境変動
史部会の皆様，これまで様々なことでお世話になった先生方，
先輩方，共同研究者の方々にこの場を借りて深くお礼を申し上
げたいと思います．誠にありがとうございました．
　まずは私の略歴を紹介させていただきたいと思います．私は
2005年に東京工業大学地球惑星科学科の丸山茂徳・廣瀬敬研究
室に所属し，その後も同先生の下で大学院生活を送り，2011年
に博士課程を修了しました．当時丸山先生の研究室では横軸46
億年研究と特異点研究という二つの大きな研究が走っており，
私は後者の研究の一端を担っておりました．この時の特異点研
究は約6億年前の「多細胞動物誕生時」の古環境を高解像度で
読み解くことを目指しており，後述しますように南中国で陸上
掘削によって採取した岩石試料から粉末試料を作成しては日々
化学分析を行っておりました．丸山先生には研究の大きな方向
性を示していただき，またセミナーや合宿での議論を通して多
くの夢を語っていただきました．この丸山先生の姿勢は今日に
至るまで私の模範であり続けております．また，当時助手であ
った（2007年より准教授になられた）小宮剛先生には研究遂行
上の様々な実質的なご指導をいただき，現在に至るまで研究費
の面も含めてサポートしていただいております．
　博士号取得後は2011年4月から1年間，海洋研究開発機構の鈴
木勝彦研究員のもとに学振PDとして在籍し，南中国で採取し

た掘削試料を用いてOs同位
体比測定を通じた年代測定
と古環境解読研究を行って
いました．その後2012年4
月に東京工業大学・地球惑
星科学専攻にて助教として
採用いただき，再び丸山先
生のもとで研究を開始しま
した．丸山先生の学生は毎
年異なる研究テーマを持っ
ていて，これに携わる自分としては専門外の論文を読むことに
だいぶ苦労しましたが，今となってはこの事が自身の研究の幅
を広げることに繋がったと思います．2017年2月には現職であ
る東大駒場・総合文化研究科に助教として異動し，磯崎行雄先
生や小宮剛先生の研究室の皆様と共に研究活動に打ち込んでお
ります．
　今回の受賞に際して自身の研究生活を振り返ってみると，私
は同世代の研究者に比べてかなり恵まれた立場にあった事を再
認識しました．まず，私は多くの海外での地質調査に連れてい
っていただきました．小宮先生には中国，スヴァールバル諸島，
ロシア・アルタイ地域，オーストラリア，カナダ・ラブラドル
地域での地質調査に参加させていただきました．また，手続き
自体は自分で行いましたが，英国やアイルランド，ジンバブエ
共和国，南アフリカ共和国や，ガボン共和国などでの地質調査
に関しても丸山先生から金銭的なサポートをいただきました．
丸山先生には廊下で会うたびに「君はいろんなものを見て，物
事を俯瞰的に見れるようにならないといけない」と激励いただ
き，様々な地域の様々な時代の岩石を見ることで，自分の扱っ
ている約6億年前の岩石の位置付けを常に意識するようになり
ました．機器分析に関しても，私が学生当時東京工業大学にて
准教授でおられた平田岳史先生（現在は東京大学に異動）の研
究設備を使用させていただき，後述する大量の分析データを出
すことができました．海外での貴重な経験を数多くさせていた
だき，分析に関して不自由ない環境に身をおけたことが非常に
幸運でありました．

同位体比測定を通じた原生代後期の古環境解読研究
　地球史研究においては化石記録が変化する時代が主要な研究
対象となり，その興味の対象は生物を取り巻く古環境を地質記
録から読み解くことにあります．地球史における原生代後期は2
度の全球凍結によって特徴付けられ，詳細な化石の研究から後
生動物を含む多細胞な硬骨格生物が原生代後期から初期カンブ
リア紀（約7〜5億年前）にかけて段階的に大型化・多様化した
事が知られています（図1）．その中でも特にエディアカラ紀（6.3
〜5.4億年前）の地層から多種の多細胞動物化石の初出が報告さ
れています．このような生命の進化には海洋組成などの固体地
球変動との関連が予想され，多くの研究者が同位体比測定など
に基づく地球化学的手法から古環境変化の解明を試みてきまし
た．過去の生物活動を見積もるのに良く使われる炭酸塩炭素同図2

図1

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
 日本地質学会小澤儀明賞

澤木佑介（東京大学総合文化研究科）

札幌大会：
2018年受賞記念講演

2018年度日本地質学会各賞の受賞記念講演・スピーチ（2018年9月5日　於北
海道大学 高等教育推進機構　講堂）の内容をもとに各講演者の皆様に原稿を
ご執筆いただきました．
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位体比（δ13Ccarb）を見ると，原生代後期には非常に大きな変動
が複数見られ，中でもShuram変動と呼ばれる地球史上最大の炭
素同位体比変動がエディアカラ紀の地層に見られます（図1）．
これに限らず，この時代に起きた現象を明らかにしようと様々
な地域の岩石から多様な同位体比測定が先行研究によって報告
されてきました．しかしこれら異なる地域から得られたデータ
の編纂に基づく古環境推定には，幾つか問題点があります．一
般に原生代の地層は絶対年代や生層序に基づく年代制約に乏し
く，ある岩石がいつ堆積したかは著者の主観による所も大きく，
このような異なる地域からのコンパイルでは個々の化学指標間
の本当の前後関係や同時性は議論する事ができないといった状
況にありました．また，データが大量化するにつれて個々のデ
ータに対する吟味が軽視され，風化などの堆積後の変質作用の
影響の見積もり方に統一的な見解もありませんでした．

掘削試料を用いた多元素同位体比分析
　前述の問題を解消するため，エディアカラ紀の化石を地層中
に豊富に含む南中国内にて陸上掘削によって分析に用いる岩石
を採取し，同じ岩石から多種の同位体比測定を行いました．掘
削によって得られる岩石試料は少なくとも地表における風化や
酸化の影響がなく，完全連続であるためにcm間隔の緻密さで
分析点を得る事が可能です．三峡と呼ばれる地域の掘削試料か
ら粉末試料を作成し，SrやCa同位体比を含む多種の同位体比
測定を行いました．
　Sr同位体比について学生時代の苦労話を紹介したいと思いま
す．新鮮な炭酸塩岩のCaを置換しているSrの87Sr/86Sr比を測定
することにより，大雑把に言うといつの時代にどれくらい大陸
が削られていたかが議論可能です．大陸削剥は海洋に対する生
命必須元素の最大の供給源であって，固体地球変動と生命活動
を結び付けるうえで非常に有用なデータとなります．修士課程
の学生だった私は何も考えずにたくさんの試料の87Sr/86Sr比を
測定し続けました．測定試料のSr同位体比は0.705から0.730く
らいの幅広い値を取りました（図2a, b）．しかし，海水のSr同
位体比は地球史を通じて，この図2cの破線のように0.710よりも
低い値の中を変動するとされていたので，私のデータはそこか
らはずれるものばかりでした．よくよく先行研究（図2c）を見
返すと，破線は数あるデータの一番低い値を繋ぎ合わせたもの
で，このコンパイル自体には問題があると思いますが，この図
が言っている事はSr同位体比は堆積後の変質に弱く，値が堆積
時よりも上昇しやすい傾向がある，という事です．自分のデー
タを見返してみると，87Sr/86Sr比が低く，初生的”のように思
える”値を出す試料は岩石中のMn濃度，Rb濃度が低い傾向が
あります（図2a, b）．このような傾向がある事は知られていま
したが，これが必ずしも適用されない場合もあります．例えば

一番高い同位体比を出す試料は，Mn濃度，Rb濃度どちらもそ
れほど高くはありません（図2a,b）．その岩石の薄片写真を見
てみると（図2d），粗粒な炭酸塩鉱物が一方向に延びていて，
堆積性のミクライト質な炭酸塩岩とは異なります．変質の過程
は多様であって，一概にある指標で評価できない場合の方が多
いです．たくさんやって学んだ教訓は，できるだけ新鮮な岩石
を初めから使って，Sr同位体比測定に至る前に様々な指標を使
ってスクリーニングをして，たくさんの試料の中から最良なも
ののみを選定して測定した方が良いという事です．
　この教訓を得た後，三峡地域の掘削試料から600個以上の粉末
試料を作成し，元素濃度測定や顕微鏡観察を経たのち，厳選し
た試料についてのみSr同位体比測定をしました．その結果，Sr
同位体比は0.710以下の値ばかりになり，Sr同位体比が連続的に
遷移する様子が見えるようになりました（図3左）．同一の掘削
試料を用いて共同研究者が測定した炭素，硫黄同位体比につい
ても同様に各同位体比が連続的に遷移する様子が確認されまし
た．結局掘削試料を使って大量分析を行い，時間解像度をあげ
た結果，これまでの研究（図3右）とデータとして変わった事は
2つあります．まず個々の指標の中での変動がより鮮明になって，
エディアカラ紀の中には各指標の中に複数回の変動が含まれる
事が明らかになりました．しかも各指標間の間には明確な関連
が見て取れるようになりました（図3中，矢印）．例えば，炭素
同位体比が下がる時は，Sr同位体比が高くなり，硫黄同位体比
がその少し前に下がり始めます．これらの私たちの新たな結果
から新しく明らかになってきた事を次段落にて紹介します．
　一般に顕生代（5.4億年前〜現在）は地球史を通じて最も大陸
風化が活発な時期とされています（図2c）．しかし，私どもの
分析結果は，エディアカラ紀の方がSr同位体比が高く（図2c, 
3），生命に必須な栄養塩の最大の供給源である大陸風化はエデ
ィアカラ紀に最大となり，この事がこの時代の急激な生命進化
の土台となったと考えられます．また顕生代の研究などでは一
般的にδ13Ccarbの負異常は生物活動の減少と解釈されます．し
かし，エディアカラ紀のδ13Ccarb負異常はSr同位体比が高いと
き，つまり大陸風化が強い時期であり，もう少し言うと栄養塩
が豊富に供給されて生物活動が活発そうな時期に対応していま
す．硫黄の同位体比も組み合わせてこの時期に起こった事を推
測します（図4）．エディアカラ紀の海洋は軽い炭素同位体比を
持った有機物が海洋に多量に浮遊していたと考えられていま
す．大陸風化が卓越して堆積岩が増えると有機物が堆積岩中に
取り込まれて再酸化されなくなり，酸素濃度や硫酸濃度が上昇
します．これが硫黄同位体比の減少として記録されます．硫酸
などの酸化剤の増加や大陸からの栄養塩供給によって微生物に
よる有機物の分解が活発に進むと，軽い同位体比を持った炭素
が海に放出されて，これによってδ13Ccarbに負異常が作られま

図3 図4
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す．これらはいずれも後生動物誕生期の生命（化石，δ13Ccarb）
と地球（Sr，硫黄同位体比）の共進化を支持するものであり，
このように個々の同位体比から独自に推測される現象を関連付
けて説明できるようになったのは掘削試料を用いた高解像度な
多元素分析によってデータを得たからであると考えています．

最後に
古環境解読研究においてある2つの事象が同時である事が分か
ると，私たち研究者はその間にもっともらしい因果関係を考え
てその事象を結びつけますが，本当に因果関係があるのかは定

かではありません．また，分析機器の性能が向上し，多種の大
量のデータにあふれる現代の地球科学において，論理的背景の
ない経験主義に基づく化学指標が横行したり，話題性先行の主
張がなされたりといった事が多々見受けられるようになりまし
た．日常生活同様，処理しきれないほどの多くの情報に振り回
されがちな現代の地球科学業界において，自分が知りたいこと
に対して確かな戦略を立てて取り組み，常に物事の本質を見失
わないようにしたいと思います．今回頂きました小澤儀明賞を
励みに今後より一層研究活動に打ち込み，地質学会の発展に貢
献し，また後進の育成に邁進していきたいと思います．

はじめに
　このたびは柵山雅則賞という栄誉ある賞をいただき誠にあり
がとうございました．これまでお世話になりました先生方，個
性的で優秀な先輩・後輩・共同研究者のみなさん，に御礼申し
上げます．私の研究内容は，沈み込み帯内部のプロセスを高圧
変成岩や付加体岩石の観察から読み解くことです．沈み込み帯
というのは深部でも冷たい場所であるため，実際に起こってい
る鉱物反応や平衡状態を実験室のタイムスケールで再現できな
い問題があります．だからこそ天然のデータ，フィールドに根
差した岩石学が重要になると考えています．今回は自己紹介と
して，三つの時期の話をします．子供の頃に鉱物に興味を持っ
たのがこの道に進むきっかけでした．それから名古屋大学理学
部に入学し，岩鉱研究室に配属後は学位をとるまで，エクロジ
ャイトの研究をしました．その後，産総研に移り，高知県北部

「本山」地域の地質図幅作成を通してフィールドの重要性を再
認識するとともに，沈み込み帯の岩石を幅広く研究対象にする
ようになりました． 

子供の頃の鉱物研究
　幼稚園年長〜小学生低学年の頃に綺麗な（今見るとそれほど

でもない）大理石や図書館
で図鑑（原色鉱石図鑑，続
原色鉱石図鑑）をみて鉱物
に興味を持ちました．また
子供のころに大きな影響を
受けた人物として，世界的
鉱物コレクターの桜井欽一
先生がおられました．桜井
先生が亡くなる前の2年間
ほど，私が9〜10歳のころ，
多くの鉱物標本や毎回便箋6-8枚に及ぶ分厚い手紙をもらい，
鉱物の知識や観察眼を養うことができました．また，鉱物に心
ひかれたのは結晶の美しさという点が大きく，面角測定器を自
作し実体顕微鏡に組み合わせて色々な鉱物の結晶形態を調べま
した．図1は苗木ペグマタイトの蛍石を調べた例ですが，最初
に8面体，その後晶洞の温度が下がって複雑な面をもった結晶
がオーバーグロースしています．8面体結晶は希土類を含み紫
外線で蛍光するため，微量元素も晶相変化に関係しているかも
しれません．おぼろげながら結晶形態が形成条件を反映してい
ることを知り，面白いと思っていました．また美しいものは過

沈み込み帯変成作用の広がりの追究
 日本地質学会柵山雅則賞

遠藤俊祐（島根大学総合理工学部）

図1 図2
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不足のない図で表現されなければいけない，という信念を持つ
きっかけになりました． 

名古屋大学でのエクロジャイト研究
　その後，名古屋大学理学部に入学しました．3年後期に研究
室配属があり，岩鉱研究室に進み，それから6年間同じ研究室
でお世話になりました．当時は指導教官のサイモン・ウォリス
先生と榎並正樹先生が教員としておられました．研究室配属さ
れて最初にゼミで英語論文紹介があり，ローソン石エクロジャ
イトの論文を読みました．沈み込み帯深部へ水や微量元素を運
ぶローソン石の面白さや低温で高圧な世界に魅せられ，高圧変
成岩の世界を究めたいと思いました．卒論ではエクロジャイト
のLu-Hf年代の解釈という，とっておきのテーマをウォリス先
生からもらいました．Lu-Hf法はざくろ石の結晶化年代を高精
度に決定できるメリットがあります．三波川エクロジャイトは
なぜか116Maくらいの古いものと約90Maの新しいものがあり
ました．卒論の段階で古い年代はざくろ石のコアを反映してい
ると分かりました．三波川エクロジャイトには二タイプありま
す．五良津岩体など，粗粒な岩体の中に産するものと，その周
囲のエクロジャイト質片岩があって，古い年代が出るのは粗粒
の岩体だけでした．古い年代の解釈を求め，大学院進学後に西
五良津岩体でフィールド調査を始めました．関川から赤石山系
稜線沿いの標高差1000mを登ると，日帰り調査では岩体中心部
に踏み込めないので，ツェルトで1̃2泊ビバークする気ままな
調査を始めました．稜線付近は本当に険しく，尾根に這い上が
るまで生きた心地がしなかったが，調査登山にはまっていまし
た．フィールドデータはとるが，リュックに大ハンマー，寝袋
と数日分の水食糧を入れて体力がない自分の体を持ち上げるこ
とを考えると，持ち帰るサンプルは数個に留めます．持ち帰っ
た石は，いけると思ったら石なら20枚くらい薄片を作って，徹
底的に組織観察しました．そうするうちに，岩石組織にはフェ
イクがものすごく多く，解釈はとにかく慎重に，疑ってかから
ないといけないことに気づかされました．それでも確からしい
ことは，ざくろ石は二段階成長していて，コアにだけ低圧を指
標する斜長石，リムにだけエクロジャイト相を指標するオンフ
ァス輝石，のインクルージョンがあるということです（図2）．
それで，エクロジャイト変成の前に，別の変成作用があること
を確信し，あとは岩石学的手法を駆使して定量的にP-Tパスを
描きました．また地質温度圧力計やシュードセクション法など，
解析手法に関しては，原理と限界をわきまえて効果的に利用す
ることが重要です．結果としては，エクロジャイト変成の前に，
高温沈み込みからより冷たい沈み込みへの移行を示す，反時計
回りP-T履歴があり，その年代が古い年代に対応していて，前
期白亜紀117Ma頃に沈み込み開始イベントがあったと考えまし
た．この考えは今でも間違っていないと思っており，より多く
の地質学的証拠をそろえて三波川沈み込み帯創成期のテクトニ
クスをより詳細に明らかにしたいと考えています． 

付加体の低温変成作用の研究
　ウォリス先生の指導の下，三波川帯とグァテマラのエクロジ
ャイトの比較研究で学位をとり，フィールドに根差した沈み込
み帯の変成作用とテクトニクスをより広く追究していきたいと
考えていました．なんとなく読んだR.C. Newton博士のGeo-
experimental methodという言葉（American Mineralogist, vol. 
96, p. 457-469）が気に入り，こういう研究は低温変成（弱変成）
作用でこそ威力を発揮するはずです．名古屋大を出た後，ポス
ドクとして産総研の地殻岩石研究グループへ移りました．沈み
込み帯の低温変成作用を本格的にやるために広域かつ長期のフ
ィールド調査ができる図幅は理想的だと思い，また秩父帯北帯
の非変成付加体から高変成度の三波川まで一通り露出する「本
山」地域という格好のフィールドが未整備区画として残ってい

ました．産総研でなんとか研究職員に採用され，念願の「本山」
図幅を開始しました．1/5万図幅の面積はとにかく広大で，効
率よく歩いて，毎日最低10kmのルートマップを作ることを200
日余りで一つの図幅ができました．ルートマップを一直線につ
なげれば，札幌からだと九州まで行ける距離です．四国山地は
南斜面に背丈以上に繁茂するスズタケの海に苦戦したり，走向
方向にどこまでも続く苦鉄質片岩の崖を越えれなかったり，広
域の調査の経験は得難いものとなりました．「本山」地域の低
温変成作用について，秩父帯北帯には従来考えられていたより
広範に変成鉱物が見つかり，私の出身地の地質である美濃帯付
加体とはだいぶ様相が異なることを実感しました．ひすい輝石
を含むアルカリ火成岩や，アルカリ角閃石を含む真っ青な玄武
岩火山角礫岩（穴内マンガン鉱床群の母岩）は特に印象的でし
た．秩父帯北帯の付加体は三波川変成岩をつくった沈み込み帯
の上盤に位置したことで一部が上昇期に三波川変成作用のオー
バープリントを受けていてその南限が大規模な正断層になって
いることがわかりました（図3）．一番驚いたのは三波川変成の
及んでいない非変成付加体（メランジュ）の玄武岩中に高圧変
成鉱物のローソン石脈が非常に普遍的にみつかったことです．
これまで，低圧指標のぶどう石があるということは知られてい
て，同じような白脈で気づかれなかったようですが，実際には
ローソン石の方がたくさんあります．ローソン石脈のローソン
石は特徴的な組織をもっていて，電顕画像を見て，ローモンタ
イトという沸石の仮像だと直感しました．まずローモンタイト
脈ができ，そうしたものが沈み込むと脱水分解してローソン石
＋石英になる．この反応は250℃，深さ12kmというプレート境
界地震発生帯に相当する条件で起こります．このプロセスは現
在も研究中ですが，低温では沈み込む変質海洋地殻は玄武岩組
成の系で反応が起こるのではなく，局所的な単純系の反応が起
こっているようです．玄武岩系ならこんな低温で脱水は起こら
ないはずですが，実際には局所系の反応で局所的に脱水が起こ
り得る，ということです．予想できないことが天然で起こって
いることに気づかされるのが低温変成作用を調べる面白さかと
思います．

最後に
　私はこれまで良い環境で自由に研究を続けることができまし
た．名古屋大でのウォリス先生，産総研での宮崎一博さんを始
め，これまでお世話になりました方々に改めて御礼申し上げま
す．今後は島根大学の学生とともに，沈み込み帯の変成作用と
テクトニクスの追究を続けたいと思います．

図3
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本研究に至るまで
　本日はこのような名誉ある賞を頂けましたことを大変光栄に
存じます．後ほどお世話になった皆様への謝辞を述べさせて頂
きますが，研究活動において自分1人でできることは本当に小
さく，たくさんの共同研究者に恵まれてきたおかげで頂くこと
ができた賞であると思っております．心より御礼申し上げます．
　さて，本受賞のお知らせを日本地質学会事務局から頂いた時，
私はIODP Exp. 376航海のためJoides Resolution号に乗船して
おりました．乗船研究者の中にサザンプトン大学のStephen 
Roberts教授が居ましたが，彼と雑談をしている時に『君は
Masanori Sakuyamaを知っているか？彼の名前にちなんだ賞が
サザンプトン大学にあるんだ』『日本の学会にも同じような賞
がありますよ』という会話をした数日後に本受賞のお知らせを
受け取ったので，何だか機縁を感じました．また，2か月にわ
たる長期航海の半ば過ぎにお知らせを受けたので，長期航海の
大きな励みとなりました．改めて御礼申し上げます．
　これまで，私は心からなりたいと思った職業は2つしかあり
ませんでした．それは科学者と政治家です．なぜなら，時間は
かかるかもしれませんが，どちらも或る課題に対して上流から
取り組み，物事を根本的に変えられる可能性を秘めているから
です．自分がなりたいと思った職業に今就けていることは，大
きな幸せだと思っています．科学者に興味を持ったきっかけは，
小学校の国語の授業でオゾン層破壊に関する文章を読んだこと
でした．そして自分なりに地球環境問題を調べた結果，地球温
暖化が喫緊の課題であると気づき，それを解決する科学者にな
りたいと思いました．しかし，この時点では，科学者といって
も白衣を着て薬品の入ったフラスコを使って，色々実験しなが
ら時には爆発する！？といったようなイメージを漠然と抱いて
いました．
　地球環境問題に関する勉強をしたいと思い，できたばかりの
新しい学科であった東京大学工学部システム創成学科環境・エ
ネルギーシステムコースに進学しました．卒業論文研究のテー
マ紹介において，加藤泰浩助教授（当時）が話されていたグロ
ーバル炭素循環に関する研究や海洋地殻を利用した二酸化炭素
固定技術に大きな関心を抱き，卒業論文研究では加藤先生の研
究室を迷わず選択し，その後博士論文まで同じ研究室でお世話
になりましたが，これが地学（地球科学）と接するきっかけと
なりました．現在では，地球温暖化よりもさらに上位の問題で
あるエネルギー・資源問題に関心を持って研究をしています．
　卒業論文研究〜修士課程にかけては，グローバル炭素循環の
解明をテーマとして，特に沈み込み帯における炭素の挙動に注
目して研究を行っていました．具体的には付加体中に存在する
海洋地殻（中央海嶺玄武岩）起源の緑色岩の炭素含有量を測定
し，化石年代から見積もられる海洋底での旅行時間を考慮して，
沈み込み帯で岩石中から炭素が増減しているのかを追跡してい
ました．最初は変成度の低い緑色岩，すなわち沈み込み帯浅部
を対象としていましたが，沈み込み帯のより深部の岩石を研究
したいと思い，三波川変成帯に分布する緑色片岩を対象としま
した．しかし，変成帯ではそもそも源岩の年代が決定ないこと
が多く，海洋底での旅行時間を求めるのが困難であることに気
付きました．そこで，中央海嶺の海底熱水鉱床を起源とする別
子型鉱床（三波川帯に多数分布している）の生成年代が分かれ
ば，その母岩である緑色片岩の噴出年代も分かると考え，
Re-Os放射壊変系を用いた別子型鉱床の生成年代決定に博士課

程で取り組み始めました
（図1，2）．

Re-Os同位体を用いた火山
性塊状硫化物（VMS）鉱床
の成因研究
　三波川帯に分布する別子
型鉱床の年代決定には，別
の狙いもありました．日本
列島付加体中に分布する古
海洋底で生成した鉱床の分布を眺めると（図1），別子型硫化物
鉱床の多くは三波川帯に分布している一方，Fe-Mn，Mn酸化
物鉱床やMn炭酸塩鉱床は，秩父帯や美濃−丹波帯などのジュ
ラ紀付加体に多く分布しています．硫化鉱物は還元的環境で安
定であるのに対し，酸化鉱物は酸化的環境で安定に存在するこ
とから，これらの鉱床の年代分布が分かれば，古海洋の酸化・
還元環境変遷史を読み解けるのでは？という大きな研究テーマ
を加藤先生から与えられ，博士論文研究として取り組み始めま
した．酸化物鉱床は，研究室の先輩であった藤永公一郎博士が
以前から研究されていたので，私は別子型硫化物鉱床を研究す
ることになりました．さて，博士課程とその後の研究で，四国
地方の佐多岬から和歌山県にかけての三波川帯に分布する11の
別子型鉱床から良好な直線性を示すRe-Osアイソクロンを得る
ことができました（図2）．このアイソクロンを示すと一瞬で終
わってしまうのですが，すべての結果を得るために4年以上の
歳月を費やしました．古い文献しか残っていない鉱床もあり，
そのような鉱床の調査に際しては現地のお年寄りに聞き込み調
査から行い，色々とサポートしてもらいながら鉱山跡に辿り着
くような，いわばリアル版ドラゴンクエストのような調査を行
いつつ，鉱石試料を集めていました．その結果，三波川帯に分
布する別子型鉱床の生成年代は約150Ma（1億5千万年前）に集
中することが明らかとなりました（図2）．
　この年代を元に，三波川帯に分布する別子型鉱床の生成場を
考えてみたいと思います．これまでに得られている各種鉱物の
放射年代や化石年代から，三波川変成作用のピーク年代（＝沈
み込み帯最深部に達したタイミング）は，110-120Maか90Maと
考えられています．また，三波川帯が大陸地殻に付加した年代
は120-130Maあるいは65-95Maとされています．一方，別子型
鉱床が古海洋底で生成した年代は約150Maであるので，少なく
とも20Myr以上は海洋底を旅した後に沈み込み帯に達したと考
えられます．当時のユーラシアプレートに対する太平洋プレー
トの相対速度は，バリエーションがあるものの約10cm/yrと考
えられるので，別子型鉱床の生成場は大陸地殻から数千km離
れた『遠洋域の中央海嶺』であるといえます．しかし，硫化鉱
物は現世のような酸化的環境下では酸化消失してしまうので，
溶解せずに保護するシステムが必要です．その答えは，当時の
地球環境にあると考えられます．
　約150Maのジュラ紀後期は，過去3億年間において海水のSr
同位体比が最も低下した時期に相当します．これは，低いSr同
位体比組成を示す熱水Fluxが多かったことを意味します．した
がって，当時は現在よりも火成活動が活発であったと考えられ
ますが，グローバル炭素循環モデルによって復元された当時の
大気CO2濃度は，現在の約8倍程度であったと見積もられてい
ます．このような大気CO2濃度の下では，Global Circulation 

鉱床学は面白い，資源の偏在性には意味がある！そしてたくさんの人達に恵まれてきたことに深謝
 日本地質学会柵山雅則賞

野崎達生（海洋研究開発機構 海底資源研究開発センター）
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Model（GCM）によるシミュレーション結果に基づくと，地球
表層の気温は現在よりも5-10度高かったとされており，極域に
氷床が発達していなかったとされています．氷床の発達しない
極域では深層水の形成（＝海洋大循環の駆動力）が阻害される
ため，海洋底層まで十分な酸素を行きわたらすことができず，
よどんだ還元的な底層が発達していたと考えられます．これを
分かりやすくまとめると（図3），現世のように寒冷で極域に氷
床が発達する環境では，活発な海洋大循環により海洋底層まで
酸素がいきわたる酸化的海洋が拡がっており，マンガン団塊・
マンガンクラスト・レアアース泥に有利な生成環境であるとい
えます．一方，海底熱水鉱床は生成すると同時に一部は酸化消
失していきます．ジュラ紀後期の温暖で極域に氷床が発達しな
い環境では，海洋大循環の駆動力が阻害され，海洋底層に還元
的環境が拡がっていたと考えれます．このような環境は，酸化
物鉱床の生成に不利な一方で，硫化物鉱床の生成と保存に有利
な条件であるといえます．以上のような鉱床の生成・保存とグ
ローバル環境変動のリンケージを考えるとすべてが調和的に説
明できることから，我々のグループは『ジュラ紀後期海洋無酸
素事変』の存在を提唱し，別子型鉱床の生成・保存に寄与した
と考えました（図3）．
　さらに，Re-Os同位体を用いた研究を四万十帯北帯や日立変
成帯に分布する別子型鉱床にも適用し，白亜紀後期に起こった
海嶺沈み込み現象と鉱化作用の解明や日本列島最古の鉱床年代
値を得ることに成功しました．また，日立鉱床の研究における
鉱石の記載過程において，新鉱物も見出しています．

VMS鉱床研究からの発展
　2009年4月に独立行政法人海洋研究開発機構地球内部ダイナ
ミクス領域（JAMSTEC/IFREE）（当時）に就職してからは，
前処理や測定に手間のかかるRe-Os同位体測定をより簡便・迅
速に測定できる方法の開発に取り組みました．私が就職する半
年前にJAMSTEC/IFREEにマルチコレクター誘導結合プラズ
マ質量分析装置（MC-ICP-MS）が導入されたこともあり，
MC-ICP-MSと気化法を組み合わせたOs同位体測定方法の開発
を行いました．気化法自体は新しい手法ではありませんが，常
温で気化するOsO4分子の性質を利用して，Re-Osの分離作業と
Os同位体測定を一度に行ってしまうという手法です．気化法
とMC-ICP-MSのマルチイオンカウンター（MIC）あるいはフ
ァラデーカップ（FC）を組み合わせて，従来よりも簡便かつ
確度・精度良くOs同位体比を測定する手法を確立させました．
この手法はデータの精度・確度よりもとにかくデータ数がたく
さん欲しい，という研究テーマに向いており，Os同位体比組
成を用いた古環境解読の研究やマンガン団塊・マンガンクラス
ト・レアアース泥の年代決定に最適です．また，カンラン岩の
ようにOs濃度の高い試料であれは，負イオン表面電離型質量
分析装置（N-TIMS）と遜色のない確度・精度で迅速Os同位体
分析を行うことが可能です．これまで，マンガンクラストに成
長ハイエタスは存在するのかなどに着目しながら，600個を超
える様々な試料のOs同位体測定を実施してきており，一部の
研究成果は論文化されています．今後，これまで測定してきた
結果も徐々に論文化されていくでしょう．
　また，2009年4月にJAMSTECに就職してから現在までに17
度の調査航海に参加させて頂き，VMS鉱床のモダンアナログ
である現世海底熱水鉱床の研究を開始できたことも大きなチャ
ンスでした．特に，2010年9〜10月に沖縄トラフ伊平屋北海丘
において行われたIODP Exp. 331航海により形成された人工熱
水孔に関する研究を開始し，人工熱水孔上に急成長したチムニ
ー試料の記載・地球化学的研究を行いました．或る人工熱水孔
上では，銅−鉛−亜鉛に富むチムニーが1年間で7m，2年間で
15mの高さに急成長していたことから，『黒鉱鉱石を養殖しよ
う』というアイデアのもと，一風変わった研究に着手しました

（図4）．ちょうどこのタイミングで，2012年4月に海底資源研究
開発センターがJAMSTECの新しい研究組織として発足し，さ
らに2014年4月から5 ヶ年にわたり戦略的創造イノベーション
創造プログラム（SIP）次世代海洋資源調査技術（海のジパン
グ計画）が始まったことも大きな追い風となりました．SIPで
は，「海洋資源の成因の科学的研究に基づく調査海域の絞り込
み手法の開発」の一部を担当し，この一環として地球深部探査
船「ちきゅう」を用いて沖縄トラフで行われた3度の航海

（CK14-04航海，CK16-01航海，CK16-05航海）にすべて乗船で
きたことが大変な幸運でした．特に，CK16-01およびCK16-05
航海では若輩ながら共同首席研究員として乗船させて頂き，大
きな興奮・達成感・充実感を味わうことができる航海となりま
した．これらの航海において，人工熱水孔から噴出する熱水の
物理パラメーターを長期モニタリングすると同時に鉱物の沈殿
実験を行う装置を合わせて3基設置し，約1年後にそれらの装置
を回収しました．SIP「ちきゅう」航海で行った内容の多くは
まだ論文化されていませんが，今後詳細な分析・解析を進める
と同時に，共同研究者とともに結果の論文化に努めるつもりで
す．

研究を繋げる線と今後の目標
　以上のようにこれまでの研究経過を眺めてくると，自分が何
を専門とする研究者なのか時々分からなくなる時があります
が，現在までの研究活動を繋ぐ一貫した線は，以下の4つであ
ると考えられます

（1） 修士課程までに培った薄片作成，XRD，XRF，ICP-QMS，
EPMAなどの記載・地球化学の基礎⇒これらの基礎を最
初に叩き込んで頂いたので，その後もベースを疎かにする
ことなく発展的な同位体研究に移ることができました．

（2） 博士課程から開始したVMS鉱床の研究とRe-Os同位体
（N-TIMS，MC-ICP-MS）⇒別子型鉱床の生成年代を知り
たい，という明確な目的があったものの，Re-Os同位体と
いう当時はまだ比較的新しかった同位体分析の基礎を博士
課程で学べたことが，その後の研究の幅を広げてくれまし
た．

（3） 異質な鉱床学≒グローバル環境変動と鉱床生成⇒環境変動
と鉱床生成という正統派鉱床学とは少し異なった研究スタ
ンスを取ることで，他の研究者と異なった視点から研究を
行うことができました．

（4） 東京大学加藤研究室で培った研究スタンス・論文の書き方
などの基礎⇒以上の基礎は，すべて東京大学加藤研究室在
籍中に叩き込んで頂いたものであり，この基礎なしには私
が今研究職としては決して生きていけなかったと思いま

図3
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す．
　学生の時に読んで大変感銘を受けた論文があります．それは，

「Holland（2005）Economic Geology, vol. 100, pp1489-1589」に
掲載されている論文ですが，地球史を通じたグローバル環境変
動と堆積性鉱床の成因との関連性を議論している論文です．
我々が普段何気なく使っている金属資源が，地球の長い営みを
通じて形成されていることに大きな知的興奮と好奇心を覚えま
した．将来，このような論文を書くことができる研究者になれ
るように邁進していく所存です．また，私が専門としている鉱
床学は日本では研究者人口の減少が止まらない学問分野です
が，資源の偏在性には別子型鉱床の成因で述べたような地球科
学的必然性が存在します．その必然性を解明する鉱床学は，私
にとって「環境・資源・浪漫（知的好奇心）・ヒトの役に立つ」
という観点をすべて満たしてくれる学問であり，大きなやり甲
斐を感じています．今後，このような面白くて楽しい鉱床学に
1人でも多くの日本の研究者が携わってくれることを願ってや
みません．

お世話になった方々への深甚の謝辞
　さて，これまで述べてきた研究成果は多くの指導者・共同研
究者に恵まれてきた賜物です．特に調査航海の首席研究員を務
めると実感しますが，1人の研究者ができることは本当にちっ
ぽけで限られており，異なる専門分野を持った多くの方と共同
することで，目標が達成できると思います．これまでの私の研
究を支えて下さった特に8名の方々に対して，この場を借りて
謝辞を申し上げたいと思います．
　まず第一番にお礼を述べたいのは，卒業論文研究〜博士課程
までの指導教員であり，現在も共同研究を行っている東京大学
大学院工学系研究科の加藤泰浩教授です．つい余計なことを言
ってしまい舌禍癖のある私でしたが，まずはそのような生活態
度から厳しく指導して頂きました．また，今でも一番印象に残
っているのが，Geochimica et Cosmochimica Acta誌に論文を
投稿する前の原稿作成では，土日の週末に研究室に2人で缶詰
になり，原稿を一文一文声に出して読みながら，自分の英語の
何が悪いのかを徹底的に指導して下さいました．このような厳
しく温かい指導があったからこそ，今の自分の研究者人生があ
るのだと本当に感謝しております．
　次にお礼を述べたいのは，東京大学大学院工学研究科の（故）
玉木賢策教授です．玉木先生は私が修士課程の時に，玉木・加
藤研究室の教授として赴任されたため直接の指導教員ではあり
ませんでしたが，研究室のゼミなどを通じて常に温かいお言葉
で励まして頂きました．玉木先生の偉大さが本当に理解できた
のは，JAMSTECに就職して海外出張に行くようになってから
です．特に，2013年にモーリシャス共和国に会議で訪れた際に
は，「君はKensaku Tamakiを知っているか？彼はGentleで偉大
な研究者だった」と多くの方々に言われ，我がことのように嬉
しかったのを記憶しています．
　次にお礼を述べたいのは，東京大学大学院工学研究科の中村
謙太郎准教授および千葉工業大学次世代海洋資源研究センター
の藤永公一郎上席研究員です．お二人は，私が卒業論文研究で
加藤研究室に配属された際に，博士課程に在籍していた研究室
の大先輩です．中村謙太郎さんからは，研究に対するストイッ
クな姿勢や研究者としてどうあるべきか，について多くのこと
を背中から学びました．また，藤永公一郎さんには，イラスト
レーターやパワーポイントの使い方など研究者にとって必須の
スキルを教えて頂くだけなでなく，公私にわたって困ったこと
があれば相談に乗ってもらいました．お二人が研究室の先輩と
して在籍しており，多くの指導を仰げたのは非常に幸運でした．
　次にお礼を述べたいのは，静岡大学防災総合センターの石井
輝秋客員教授です．私が東京大学加藤研究室に配属された際は，
加藤先生が山口大学から異動してきた直後で研究機材が揃って

いなかったため，岩石試料の切断，粉末試料の調製，薄片作成，
XRD，XRF，EPMAなど，すべて当時中野にあった東京大学
海洋研究所で行っていました．この時は石井先生の研究室施設
を無償で使わせて頂き，種々の便宜を図って頂きました．薄片
作成の際に石井先生のおっしゃった「記載のしっかりした論文
は，記載を見ただけで大体の化学組成が分かる」という言葉が
強く印象に残っており，それ以降記載を疎かにせずに研究をし
てきたつもりです．また，中野の海洋研究所は，上記の意味で
は真の共同利用施設であったと思います．
　次にお礼を述べたいのは，JAMSTEC地球内部物質循環研究
分野の木村純一分野長代理です．私がJAMSTECに就職する前
に， 実 験 室 の 立 ち 上 げ の た め 木 村 さ ん も 島 根 大 学 か ら
JAMSTECに異動してきていました．木村さんには付きっ切り
でMC-ICP-MSの使い方を何度も説明して頂き，また気化法用
の導入系なども一緒に考えて準備し，分析方法の確立に取り組
みました．質量分析装置のエキスパートである木村さんと
JAMSTECへの異動のタイミングが近く，一緒に分析法を確立
させ，その後も多くの共同研究をできていることは本当に素晴
らしい巡り合わせだったと思います．
　次にお礼を述べたいのは，九州大学大学院理学府の石橋純一
郎准教授です．修士課程在籍中に退役済の「淡青丸」で過酷な
海況の航海を体験し，「二度と調査船は乗らない」と決めてい
たのですが，石橋さんとは学会に向かう飛行機や，たまたま
JAMSTECセミナーに来ていた際の食堂などで隣の席になり，

「是非次の“なつしま”航海に一緒に乗船しましょう」と三度
も誘って頂いたので，さすがに三顧の礼を断るのは失礼だと思
い，断腸の思いで乗船を決意しました．予想に反して乗船した

「なつしま」航海は快適で，また，陸上のVMS鉱床しか観察し
てこなかった自分には現世海底熱水鉱床を間近に見られる潜航
調査航海は大きな衝撃でした．石橋さんは，新たな研究へのチ
ャンスを下さった恩人です．
　最後にお礼を述べたいのは，JAMSTEC高井　研研究担当理
事 補 佐 で す．SIPで 行 っ た1度 目 の「 ち き ゅ う 」 掘 削 航 海

（CK14-04航海）で初めて一緒に乗船しましたが，「次の首席は
君が務めるんだ」と言われ，ブリッジでの指示の仕方や首席と
しての振る舞い方，どんな時も研究を楽しむ大切さを教えて頂
きました．そもそも人工熱水孔を使った黒鉱養殖研究のアイデ
アは高井さんの発案ですし，先日のIODP Exp. 376航海にも一
緒に参加したので，掘削調査航海の楽しさを教えて下さった恩
人です．
　最後のスライドは，地質調査総合センターが作成している

「なかよし論文データベース」からコピーした全共著者のお名
前です（図5）．これまでお名前を挙げさせて頂いた8名の方々
以外にも，多くの人と巡り合い，助けられて研究を続けること
ができたのだなあということを，このリストを眺めて改めて実
感しました．お世話になったすべての皆様に深甚の謝意を表し
ます．これからも初心を忘れずに，また研究を楽しむ気持ちを
常に抱きながら，新たな研究に邁進していきたいと思います．
本日は誠にありがとうございました．

（注） 誌面の都合上，図の掲載を省略させていただきました．
図を含めた全文は，学会ウェブサイトをご参照下さい．
http://www.geosociety.jp/outline/content0192.html（ ニ
ュース誌編集委員会）
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I am deeply honored to have been awarded the 2018 
International Prize of the Geological Society of Japan in 
recognition of my contributions to the field of research on 
Large Igneous Provinces (LIPs), implications for their 
formation process, and impact on global environments. I truly 
appreciate the recognition by the Society, and sincerely value 
my long and rewarding relationships with Japanese 
colleagues and friends.

This contribution consists of two parts, the first a 
description of my engagement with Japan, and the second a 
summary of my recent work on Earth-Ocean-Biosphere 
interactions in the Southern Ocean surrounding Antarctica.

A Synopsis of My Engagement with Japan
My fascination with Japan long preceded my engagement 

with Japanese scientists. Japan first piqued my interest when 
I was a high school student in the early 1970s. A Japanese 
film festival held at the University of Maine, near my 
hometown of Bangor, Maine, USA, intrigued me, and I 
attended every film showing that I could, including Seven 
Samurai, Woman in the Dunes, Yojimbo, Rashomon, and 
Ugetsu Monogatari. These and other Japanese films inspired 
a curiosity that spurred me to further study and engagement. 
As a first-year undergraduate at Dartmouth College, I 
commenced formal study of Japan (and China) by taking a 
course in East Asian history, which opened my eyes to the 
long and captivating sweep of Japanese history. Also while at 
Dartmouth (1974-1978), I began tutoring Japanese and other 
international students in English, an activity I continued 
during my graduate studies at Columbia University in the 
City of New York (1978-1985). Such personal interactions with 
Japanese natives complemented my nascent knowledge and 
growing curiosity about the country. 

Significantly, while a graduate student, I made my first 
visit to Japan (Tokyo) in 1980, marveling at the people, 
culture, and country first-hand. It was a brief visit, as I was 
en route from New York to Guam to board a month-long 
research voyage to the Shatsky Rise aboard RV Vema. It 
would be another 12 years before my second visit to Japan, 
but in that interval I gained my first extended exposure to 
and a deep appreciation for Japanese cuisine, specifically at 
the Japanese restaurant Asakusa in Canberra, Australia, 
where I worked from 1985 through 1989 at Geoscience 
Australia. Asakusa was staffed largely by spouses of 
diplomatic staff at the Embassy of Japan in Canberra, lending 
an atmosphere of authenticity and refinement to the 
restaurant absent in the vast majority of Japanese 
restaurants outside of Japan today.

My engagement with Japanese scientists commenced in 
1992 on my second visit to Japan, when I attended the 29th 
International Geological Congress (IGC) in Kyoto. Prof 

Asahiko TAIRA, then at 
the University of Tokyo, 
had organized a session on 
scientific ocean drilling to 
which I contributed. That 
s e s s i o n  l a u n c h e d  a 
working relationship and 
close friendship with Prof 
TAIRA that continues to 
the present day. Scientific 
ocean drilling has proven to be the catalyst for many more 
interactions with Japanese scientists. I had moved from 
Australia to the University of Texas at Austin in 1990, and 
serving as a US member of the Joint Oceanographic 
Institutions for Deep Earth Sampling (JOIDES) Planning 
Committee (PCOM), I made my third visit to Japan 
(Makuhari) in 1995 to participate in a PCOM meeting. At this 
meeting I became acquainted with Profs Kyoshi SUYEHIRO 
and Kensaku TAMAKI, both then at the University of Tokyo, 
who became colleagues and friends. Such developing 
relationships with Japanese scientists in the early 1990s led to 
a joint Japanese-American, month-long research voyage to 
study the collision of the Ontong Java Plateau and the 
Solomon Islands aboard RV Maurice Ewing in 1995, during 
which I got to know Prof SUYEHIRO much better. Following 
this voyage, Prof TAIRA and I began planning a joint 
Japanese-American, month-long research voyage to study the 
Ontong Java Plateau that we undertook aboard RV Hakuho 
Maru in 1998. 

Japan's decision in the 1990s to construct the riser drilling 
vessel Chikyu and ultimately to co-lead the next decade (2003-
2013) of scientific ocean drilling with the US led to the 1997 
Conference on Cooperative Ocean Riser Drilling (CONCORD) 
in Tokyo, which further cemented my ties with Japanese 
scientists. This was the first of three major planning meetings 
held by Japan, the US, and Europe, respectively, for what 
became the Integrated Ocean Drilling Program (IODP; 2003-
2013). The second meeting, the Conference on Multiple 
Platform Exploration of the Ocean (COMPLEX), was held in 
1999 in Vancouver, and shortly thereafter I was enlisted to 
Co-Chair (with Judy McKenzie of ETH-Zürich) the 
international, 11-member, IODP Planning Sub-Committee 
Scientific Planning Working Group charged with developing 
the initial science plan for the IODP. On that Committee, I 
worked closely with Profs SUYEHIRO, who had moved to the 
Japan Agency for Marine-Earth Science and Technology 
(JAMSTEC), and Yoshiyuki TATSUMI, then at the 
University of Kyoto. The third and final planning meeting, 
the Alternative Platforms as Part of the Integrated Ocean 
Drilling Program Conference (APLACON) was convened in 
Lisbon in 2001. The IODP Initial Science Plan – Earth, 
Oceans, and Life – incorporated input from all three planning 
meetings and was published in 2001.

An Engagement with Japan...and Volcanoes, Iron, and Phytoplankton in the 
Southern Ocean 日本地質学会国際賞

Prof. Millard (Mike) F. COFFIN (Institute for Marine and Antarctic Studies, University of Tasmania, Australia; 
School of Earth and Climate Sciences, University of Maine, USA; Woods Hole Oceanographic Institution, USA)
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Just before the turn of the millennium, I received a fateful, 
entirely unforeseen telephone call and query from Prof 
TAIRA: a full professorship at the University of Tokyo's 
Ocean Research Institute (ORI, now Atmosphere and Ocean 
Research Institute, or AORI) would become open soon, and 
would I be interested in applying? During 2000 ,  I 
contemplated this extraordinary opportunity – as well as 
offers of positions in Washington, DC, USA, and Sydney, 
Australia – and late in the year discussed it further with 
Profs TAIRA, TAMAKI, and SUYEHIRO face-to-face at a 
University of Tokyo-JAMSTEC seismic workshop in Tokyo. 
In 2001, I visited Tokyo twice, investigating and interviewing 
for the professorship, before becoming the first non-Japanese 
tenured full professor in ORI's 39-year history that boreal 
autumn.

As a professor at ORI from September 2001 through 
December 2007, I conducted an active, proposal-driven 
seagoing research program; taught and supervised PhD and 
Masters students; and established the ORI Seismic Research 
Center. I led or participated in six research voyages 
(Macquarie Ridge Complex, Hawaii, Manihiki Plateau, Ontong 
Java Plateau, Naturaliste Plateau), including serving as the 
first non-Japanese Chief Scientist aboard RV Hakuho Maru 
and RV Kairei, and dove to 4000+ m in Shinkai 6500. Peer-
reviewed publications with Japanese co-authors currently 
total 21. Also during my professorship at ORI, I worked as a 
Senior Researcher at JAMSTEC (2002-2003), as a consultant 
for the Sumitomo Ocean Development & Engineering 
Company (2003-2005), and as a consultant for the Ministry of 
Foreign Affairs (2006-2007). The last involved working on 
Japan’s Extended Continental Shelf submission to the 
United Nations (UN) Commission on the Limits of the 
Continental Shelf under the UN Convention on the Law of the 
Sea. 

As co-leaders of the IODP, Japan and the US agreed to 
alternate leadership every two years. A coin toss decided 
whether Japan or the US would lead the first two years of 
the IODP (2003-2005), and Japan won the toss. That resulted 
in Prof TAMAKI chairing the IODP Science Planning and 
Policy Oversight Committee (SPPOC), and myself chairing the 
IODP Science Planning Committee (SPC). Co-leadership 

necessitated substant ia l  governance ,  management , 
administrative, cultural, and other changes – to which I 
devoted considerable effort – following  the US having led 
international scientific ocean drilling (Deep Sea Drilling 
Project and Ocean Drilling Program) for the previous 35 
years. Over the first two years of IODP, I headed the IODP 
Science Advisory Structure consisting of ̃150 scientists from 
the ̃25 IODP member countr ies serving on seven 
committees, panels, and program planning groups (PPGs). 
During that time, I represented Japan at 47 IODP-related 
meetings, 14 in Japan and 33 elsewhere in Asia, Europe, and 
North America. This involved flying ̃575,000 km in those two 
years.

Although I departed Japan at the end of 2007 to become 
the inaugural Director of Research at the United Kingdom's 
National Oceanography Centre in Southampton, I have 
maintained close ties with the Japanese community through 
cooperative research projects and scientific ocean drilling. In 
2010, I was part of the shipboard scientific party aboard RV 
Kairei to investigate the crustal structure of the Ontong Java 
Plateau. Following my move back to Australia in 2011 to 
become the inaugural Executive Director of the new Institute 
for Marine and Antarctic Studies at the University of 
Tasmania, I chaired the Chikyu+10 IODP Workshop held in 
Tokyo in 2013. In 2014, I served as a member of the External 
Review Committee of the University of Tokyo's Atmosphere 
and Ocean Research Institute (AORI), and since 2017 I have 
served as a member of the JAMSTEC Advisory Board. My 
rewarding and fulfilling engagement with Japan continues!

Volcanoes, Iron, and Phytoplankton in the Southern Ocean
The first maximum endurance research voyage of 

Australia's new Marine National Facility, the research vessel 
(RV) Investigator, sailed deep into the southern Indian Ocean 
in early 2016 (Fig. 1;  http://mnf.csiro.au/̃/media/Files/
Voyage-plans-and-summaries/Investigator/Voyage%20
Plans%20summaries/2016/IN2016_V01%20Voyage%20
Summary%2020160623.ashx), and I had the privelege of 
serving as Chief Scientist. The purpose of the voyage was to 
test the hypothesis that hydrothermal activity driven by 
active submarine volcanoes in the Southern Ocean fertilises 
surface waters with iron, thereby enhancing biological 
productivity beginning with phytoplankton. Phytoplankton 
are important because they supply half of the oxygen in 

Fig. 1. Track map of RV Investigator voyage IN2016_V01 to 
the Heard and McDonald Islands (HIMI) region.

Fig. 2. RV Investigator IN2016_V01 stations on the central 
Kerguelen Plateau. McDonald (west) and Heard (east) islands 
lie inside the HIMI Inner Marine Reserve .
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Earth's atmosphere; their growth is limited by iron supply in 
the anemic Southern Ocean as well as elsewhere in the global 
ocean. To test the hypothesis, the shipboard scientific party 
included geoscientists to identify and characterize active 
submarine volcanoes, biogeochemists to analyze water 
samples for iron and other trace elements, physical 
oceanographers to characterize ocean circulation in the study 
region, and marine biologists and ecologists to examine 
primary productivity in the study area. Shore-based 
researchers have augmented the shipboard scientific party. 

Australia's only active volcanoes, Heard and McDonald 
islands (HIMI) on the Kerguelen Plateau, are among the 
world's most active hotspot volcanoes. Located at ̃53 °S 
approximately 4000 km from the closest ports, Fremantle, 
Australia (Fig. 1), and Cape Town, South Africa, the islands 
are rarely visited and lack any ongoing monitoring or 
occupation. HIMI were inscribed on the United Nations 
Educational, Scientific, and Cultural Organization (UNESCO) 
World Heritage List in 1997 (https://whc.unesco.org/en/
list/577). They constitute the only sub-Antarctic island group 
that has an intact ecosystem, to which no known species has 
been introduced directly by humans, and where the ongoing 
evolution of plants and animals occurs in a natural state. 

Heard Island encompasss 368 km2 and reaches a maximum 
reported elevation of 2745 m; the McDonald Islands are much 
smaller, covering 2.5 km2 and attaining a maximum reported 
elevation of 186 m (n.b., both elevations are less than what 
observations during our voyage suggest). HIMI's volcanic 
activity is only recorded infrequently by satellites during 
brief breaks in persistent cloud cover or by observations 
from sporadic transiting ships. Satellite observations of ocean 
color show extensive blooms of phytoplankton on the 
Kerguelen Plateau (e.g. Bowie et al, 2015), and legacy narrow-
beam echosounding data (Beaman & O'Brien, 2011) indicate 
many features on the Kerguelen Plateau resembling volcanic 
edifices, some of which are quite young (Duncan et al, 2016). 

The state-of-the-art RV Investigator (http://mnf.csiro.au/
Vessel/Investigator-2014.aspx), built in Singapore, was 
delivered to its homeport of Hobart, Tasmania, Australia in 
September 2014, and subsequently underwent approximately 
a year of trials. With a Det Norske Veritas (DNV) Silent-R 
classification, the 94-m, 5,893-ton (maximum displacement) 
ship is ideal for acoustic work from its multibeam seafloor 
mapping systems (Kongsberg EM122 and EM710), sub-bottom 
profiling system (Kongsberg SBP120), and water column 
echosounders (Kongsberg/Simrad EK60 and ME70) that were 
critical for our research program. Other key instruments for 

our research aboard the multi-purpose vessel were trace 
metal rosettes (TMRs), conductivity-temperature-depth (CTD) 
rosettes, in situ pumps (ISPs), a bio-optical sensor package, a 
deep-tow camera system, a Triaxus remotely operated towed 
vehicle, drifters, floats, Smith McIntyre sediment grabs, and 
rock dredges. Our voyage carried a full complement of 40 
researchers, students, and support staff, and 20 ship's crew.

The research voyage may be divided into three distinct 
components: seafloor hydrothermal system prospecting, 
sensing/sampling, and imaging; plateau water column 
transects with reference sites; and transits. During all three 
components, we acquired data from the multibeam systems, 
multi-frequency split-beam echosounders, sub-bottom profiler, 
gravimeter, thermosalinograph, aerosol sampling, air 
chemistry sampling, underway seawater analyses, expendable 
bathythermographs (XBTs), atmospheric underway sensors, 
and biological oceanography underway sensors. We also 
launched robotic floats for the Australian office (http://imos.
org.au/facilities/argo/) of the International ARGO Program 
(http://www.argo.net/), the Southern Ocean Carbon and 
Climate Observations and Modeling (SOCCOM) project 
(https://soccom.princeton.edu/), and the Australia-India 
Strategic Research program (https://www.science.gov.au/
international/CollaborativeOpportunities/AISRF/Pages/
default.aspx), and drifters for the US National Oceanic and 
Atmospheric Administration's (NOAA) Global Drifter 
Program (http://www.aoml.noaa.gov/phod/gdp/index.php). 
The first two components comprised the core of our scientific 
investigations, and they intermingled during the 26 days that 
we were able to devote to work over the Kerguelen Plateau. 
Transits, including equipment testing and a medical 
evacuation diversion from a great circle route, consumed 24 
days.

We undertook most of our work within sight of HIMI (Fig. 
2). Overall, we mapped 3,697.1 km2 of seafloor within the 
HIMI Marine Reserve Inner Marine Zone, or  ̃22% of its total 
area, which comprise the first multibeam bathymetry data to 
be acquired in this region. Water depth averages ̃200 m 
within the Zone, with a maximum depth of ̃1100 m. In the 
Zone, we mapped 56 previously unknown sea knolls around 
the McDonald Islands, and three around Heard Island. Eight 
dredges, including six from the newly discovered sea knolls, 
recovered volcanic rock for petrological, geochemical, and 

Fig. 3. Fumaroles on the McDonald Islands.

Fig. 4. Eruption from Mawson Peak, Big Ben volcano, Heard 
Island. Note vapor emission from Mawson Peak, and lava 
flowing over glacier and generating vapor (left).
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40Ar/39Ar dating analyses, and eight Smith McIntyre grabs 
recovered sediment from around the islands for geochemical 
analyses. 

Water column biogeochemical sampling included 50 
successful CTDs, 40 TMRs, and 11 in situ pump deployments 
(Fig. 2). The CTDs yielded essential information on water 
column structure and provide water samples for 3He/4He 
analyses, an important proxy for hydrothermal activity, as 
well as for biological and microbiological analyses. Water 
samples from the TMRs provided critical information on 
dissolved iron, other trace metals, and other nutrients (N, Si, 
P, etc) in the water column. Particulate iron was captured by 
the in situ pumps.

Accompanying each CTD cast was a lowered acoustic 
Doppler current profi ler (LADCP), which produced 
information on upper ocean currents. Complementing these 
casts were data from the shipboard ADCP. During the three 
phases of the voyage we deployed a total of 20 NOAA 
drifters to collect measurements of surface ocean currents, 
sea surface temperatures, and atmospheric pressure at sea 
level. For water column profiling, we deployed five ARGO 
floats for temperature and salinity data; three SOCCOM floats 
for dissolved oxygen, nitrate, and pH data; and two Bio-ARGO 
floats for dissolved oxygen, dissolved organic matter, nitrate, 
chlorophyll, and particle scattering data. 

Observations of HIMI from the ship documented their 
active volcanism and hydrothermalism. Mawson Peak atop 
the Big Ben volcano on Heard Island appeared to be erupting 
continuously during the  two weeks we worked around the 
island (Fig. 3). Whenever visible, the summit was emitting 
vapor, and lava was flowing down the flanks of Mawson Peak 
and Big Ben over glacial ice, generating steam. Fumaroles on 
the flanks of the McDonald Islands were also emanating 
steam (Fig. 4). 

Active volcanism and hydrothermalism on HIMI 
suggested that similar phenomena might be occuring on the 
seafloor surrounding the islands. The first indication of such 
seafloor activity came as soon as we arrived at the Kerguelen 
Plateau with observations in the split-beam echolsounder data 
of acoustic flares originating from the seafloor (Fig. 5). Over 
the ensuing course of our work around HIMI, water column 
acoustic data revealed several hundred flares, typically in 

water depths . We are combining analyses of split-beam 
echosounder data, deep-tow camera footage (with co-mounted 
conductivity-temperature probe data), water-column 3He/4He 
data, sub-bottom profiler data, and sediment geochemistry to 
determine the cause of the flares (Spain et al, submitted). In 
the entire Southern Hemisphere, the only other documented 
occurrence of acoustic flares is offshore South Georgia Island, 
where the flares are caused by methane bubbles being 
emitted from the seafloor at cold seeps (Römer et al, 2014). 

Following the identification of numerous acoustic flares in 
our split-beam echosounder data, we deployed the deep-tow 
camera to investigate their cause. North of Heard Island, we 
were able to obtain photographs and video footage of multiple 
sites where bubbles were emanating from the seafloor (Fig. 6) 
that coincided with the locations of acoustic flares observed 
in the echosounder data. Extremely turbid water around the 
McDonald Islands severely limited visibility, and we were 
compelled to abandon efforts to obtain deep-tow camera 
efforts after only a few runs across acoustic flare locations 
that did not image any of their potential causes.

Although HIMI are isolated from continental landmasses, 
the Kerguelen Plateau crust that they surmount is 20-25 km 
thick (Charvis et al, 1995), so the crustal setting of these 
hotspot volcanoes more closely resembles that of intraplate 
hotspot volcanoes on the continents (e.g.,  Yellowstone) than 
that of volcanoes along divergent plate boundaries (i.e., mid-
ocean ridge volcanism). Furthermore, water depths averaging 
̃200 m around HIMI are much more similar to those of the 
350 km2 Yellowstone Lake, with an average depth of 42 m 
(Sohn et al, 2017). Hydrothermalism associated with HIMI 
may be as extensive and diffuse as that of Yellowstone, which 
encompasses approximately 104 thermal features, including 
geysers, hot springs, mud pots, and fumaroles. Comparative 
volcanological and hydrothermal studies of the HIMI Marine 
Reserve Inner Marine Zone and Lake Yellowstone may yield 
new insights into both.

Fig. 5. Acoustic flare observed near the McDonald Islands.

F i g .  6 .  B u b b l e s 
emanating from the 
seafloor near Heard 
Island. Laser dots are 
10 cm apart.
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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

京都大学大学院理学研究科地球
惑星科学専攻地質学鉱物学分野
地球テクトニクス分科准教授公募
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球テクトニクス分科（地球テクトニクス講
座）（所在地：京都市左京区北白川追分町）
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募集分野等：地球の変動現象、特に岩石の変
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力しながら推進される方、また地球科学に関
する国際的視野と広い見識を持ち、研究と教
育並びに専攻の業務に尽力して下さる方を募
集します。
また、京都大学の全学共通教育と地質学鉱物
学に関する理学部および地球惑星科学専攻の
専門教育（講義・演習・室内実験・野外実習
等）に従事いただきます。
資格等：博士の学位を有すること
着任時期：平成31年度のできるだけ早い時期
任期または雇用期間：なし
必要書類：下記応募書類を、封筒表面に「教
員応募書類在中」と朱書のうえ、簡易書留郵
便にてお送りください。応募書類は返却致し
ません。
1．履歴書（写真貼付、連絡先明記のこと）
2．研究業績リスト

（1）論文（査読の有無を記すこと）
（2）著書（3）その他
3．主要論文5編（コピー可）とそれらの和文
の解説（各々 400字程度）を各１部（コピー
可）
4．研究・教育に関する受賞歴、外部資金獲
得実績リスト
5．これまでの研究成果の概要（約1000字）
と教育実績の概要（1000字以内）
6．着任後の研究・教育に関する抱負（2000 
字程度）
7．応募者について照会可能な方2名の氏名と
連絡先
応募締切：平成31年1月31日（木）【必着】
選考方法：書類審査を経て面接を行うことが
あります（その際の旅費は応募者の負担とし
ます）。
書類送付先および問い合せ先：
〒606-8502  京都市左京区北白川追分町
京都大学大学院理学研究科地球惑星科学専攻 
副専攻長 生形貴男 宛
電話 075-753-4158　FAX 075-753-4189

e-mail：ubukata@kueps.kyoto-u.ac.jp
http://www.kyoto-u.ac.jp/ja/about/acceptance/
other/koubo/rigaku/2018/190131_1305.html/at_
view/file

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

第50回（2019年度）
三菱財団自然科学研究助成

助成の趣旨：近年の自然科学の進歩はめざま
しく，各学問分野の研究の深化はもとより分
野間の相互作用によりつぎつぎに新たな研究
領域が誕生しつつあります．このような状況
のもとで自然科学のすべての分野にかかわる
独創的かつ先駆的研究を支援します．さらに
既成の概念にとらわれず，新しい発想で複数
の領域にまたがる研究に対しても大きな期待
をよせ，助成します．なお，今年度は50周年
記念特別助成として，若手の研究者の方を対
象とした「若手助成」を実施ます．
助成総額：約3億3,000万円のうち，
一般助成：2億7,000万円（1件2,000万円以内）
若手助成：約6,000万円（1件一律400万円）
応募期間：2019年1月9日（水）～2月6日（水）

（必着）
【申込書提出先】
公益財団法人　三菱財団事務局
〒100-0005 東京都千代田区丸の内2丁目3番1
号
三菱商事ビルディング21階
Tel．03-3214-5754
Fax．03-3215-7168
応募方法の詳細は，HPをご参照下さい．
http://www.mitsubishi-zaidan.jp

第60回
科学技術映像祭

目的：科学技術を正確にわかりやすく伝える
優れた映像を選奨し，科学技術への関心を喚
起し，その普及と向上を図るとともに，社会
一般の科学技術教養の向上に資することを目
的とする．
参加申込期限：2019年1月25日（金）（必着）
申込方法：本サイトよりweb申込の後、プリ
ントした申込書に捺印の上、必要書類および
作品を下記宛提出してください。web申込が
できない場合は､ 科学技術映像祭事務局
<filmfest@jsf.or.jp>にご相談ください。
提出先：（公社）映像文化製作者連盟　「科学
技術映像祭」係
〒103-0016東京都中央区日本橋小網町17-18　

藤和日本橋小網町ビル７F
TEL．03-3662-0236 FAX．03-3662-0238
提出書類等：
○申込書1通（マルチメディア作品はA4用紙
１枚（フリーフォーマット）指示書添付）
○出品作品
○パンフレット等の印刷物　15部（あれば）
出品作品は事務局より後日返却いたします。

（送料：事務局負担）
参加出品に関するお問い合わせ
公益社団法人 映像文化製作者連盟
〒103-0016  東京都中央区日本橋小網町17-18
藤和日本橋小網町ビル７F
TEL 03-3662-0236　FAX 03-3662-0238
その他のお問い合わせ
公益財団法人 日本科学技術振興財団　科学
技術映像祭事務局
〒102-0091   東京都千代田区北の丸公園2番1
号
TEL 03-3212-8487　FAX 03-3212-0014
E-mail: filmfest@jsf.or.jp

2019年度「深田研究助成」
研究課題募集

助成対象課題：複合的地球システム及びその
社会とのかかわりに関する研究等を助成対象
とします．ここでいう研究等とは，以下の①
から⑥までの各領域のいずれかに該当するも
ので，野外調査もしくは試験，実験を含む内
容であること．
①地質学に関する研究・調査　②応用地質学
に関する研究・調査　③地球物理学に関する
研究・調査　④地盤工学に関する研究・調査　
⑤環境工学に関する研究・調査　⑥防災工学
に関する研究・調査
応募者の資格：大学またはこれに相応する教
育・研究機関において，研究・調査に従事し
ている個人で，所属教育・研究機関の研究指
導者の推薦を受けた大学における助教あるい
は大学院博士後期課程在学者，または博士後
期課程への進学が決まっている者，またはこ
れと同等と考えられる研究者．応募者が共同
研究の一員である場合は，研究上の役割分担
とその意義を明示して下さい．
推薦者：推薦者は，応募者を直接指導してい
る方で，推薦は一件に限ります．
採択件数および金額
イ．採択件数：10件程度
ロ．助成金の総額：500万円以内
提出期限：2019年2月1日（金）消印有効
提出および問い合わせ先：
申請書類提出先
〒113-0021　東京都文京区本駒込2-13-12
公益財団法人 深田地質研究所　総務部
申請に関する問合せ先
公益財団法人 深田地質研究所　高木
TEL 03-3944-8010　FAX 03-3944-5404
e-mail: grant@fgi.or.jp
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紹　介

岩石はどうしてできたか

諏訪兼位　著

岩波科学ライブラリー 269，2018年1月25
日第1刷発行，136頁，1400円，ISBN978-
4-00-029669-4

　諏訪さん（名古屋大学名誉教授）の『岩石
はどうしてできたか』が，岩波科学ライブラ
リー 269として出版された．この本は同氏の

『地球科学の開拓者たち』（岩波現代全書，
2015年）の姉妹編ともいえる冊子で，岩石学
を切口にした科学史の書である．
　本書は５章立てで，第1章 水成論の師を超
えて火成論へ，第2章 火山から噴き出す岩石，
第3章 マグマが地下で固結した岩石，第4章 
堆積岩や火成岩を変える変成作用，第5章 日
本における変成作用の研究史，から構成され
る．なお，「はじめに」には著者の自分史の
一部が，「おわりに」には著者の特技である
肖像画のスケッチの元になった写真の由来に
ついても書かれている．
　本書は，章ごとに2 〜 9の小項目に分かれ，
話がその中で閉じているので，どこから読ん
でもよい．さらに，登場人物のうち54人の肖
像画スケッチが随所に散りばめられているの
で，スケッチを見てその人物の“人となり”
を想像しながら科学史と向き合うこともでき
る．
　第1章は，イントロダクションに続いて，
鉱物学の華麗な登場，ヴェルナーの体系的な
地球生成発展史，フランス革命とフランス地

質学の発展，エジンバラのハトン，層序学の
父 独学のスミス，保守的な地質学者ライエ
ルの斉一説，が登場する．
　この章で面白いのは『斉一説』で有名なラ
イエルである．彼はスコットランドの大地主
の息子で保守的な考えの持ち主だったので，
ラマルクの『進化論』を好まず，彼の『地質
学原理』の中でラマルクの『進化論』を否定
していると著者は述べている．『進化論』に
対する同じような風当たりは当時のフランス
にもあり，ラマルクの学説が上流階級の貴族
や僧侶から嫌われていたという解説は，時代
背景を考える上で興味深い． 
　第2章は，ローマ神話の鍛冶屋の神様，火
成岩とマグマ，偏光顕微鏡の登場とドイツの
黄金時代，火成岩のもとになるマグマの結晶
分化作用，巨人ボーエンと実験岩石学事始
め，ボーエン以後の火成岩成因論の展開，玄
武岩質マグマの発生の高温高圧実験，安山岩
質マグマの発生と混合，で構成されている．
　この章では，1829年にイギリスのニコルが
開発した偏光プリズムを使って岩石の研究を
推進したのはドイツ学派であることが強調さ
れている．そして，日本の地質学の父とも言
われる小藤文次郎が，1880年から1884年にか
けてドイツ・ライプチヒ大学のツィルケル教
授のもとで岩石記載学を学び，帰国後，偏光
顕微鏡による岩石記載学を全国に広めたこと
が書かれている．小藤の弟子にあたる坪井誠
太郎は，1922年にカーネギー研究所でボーエ
ンと初めて会い，彼の実験岩石学の研究成果
に感動し，帰国後もすっかりボーエンに心酔
していたため，望遠鏡（ボーエン狂）と揶揄
されたことがあったという話を昔聞いたこと
がある．ボーエンと坪井が登場する場面で
は，反応原理や分別晶出作用の解説ととも
に，この話も出てくるかもしれないと思いな
がら読み進んだが，その予想は外れた．
　第3章は，マグマ論者と変成論者，花崗岩
成因論と同位体，花崗岩の分類と成因論の展
開，一連の火山岩と深成岩の見事な複合岩
体，オフィオライトの成因，斜長岩の種類，
マントルでじわりとできるカーボナタイト，
マントルを急上昇するキンバーライト，月の
岩石学事始め，で構成されている．
　この章のハイライトはカーボナタイトであ
ろう．地球科学で諏訪さんを特徴づけるキー
ワードは，アフリカ，飛騨・領家，斜長石
で，カーボナタイトが著者のライフワークで
あるアフリカ研究の中で重要な位置を占める
からである．
　この第3章では花崗岩の分類と成因論が詳
しく紹介されているが，いわゆるラパキビ花
崗岩（Rapakivi granite）については触れら
れていない．球状のカリ長石の周りを斜長石
が覆う特殊な組織を持つラパキビ花崗岩の成
因は，古くからさまざまな議論があるが未解
決問題となっている．ラパキビ花崗岩は石材
として世界中で使用され，日本でもよく目に
するので，本書の中でその成因についての解
説があれば，ラパキビ花崗岩の研究にチャレ

ンジする若者が出てくるかもしれない．
　第4章は，いつでもできる片麻岩，広域変
成作用の主役は熱か動力か？，スイス学派の
折中説，累進変成作用を解明した独学のバロ
ー，北欧ノルウェーの巨人ゴルトシュミッ
ト，北欧フィンランドの巨人エスコラ，変成
過程で物質は動くのか？，戦中の海賊版と戦
後の高温高圧岩石学，で構成され，主に変成
岩岩石学の研究史がまとめられている．
　第5章は，戦前の変成作用の研究史 小藤文
次郎から小林貞一へ，と戦後の変成作用の研
究史 小島丈兒から都城秋穂へ，の2部構成に
なっている．この章に登場する人物は名前を
聞いたことのある研究者が多いので，最初に
この章を読むと，日本の岩石学研究の流れや
人のつながりがよく理解できるかもしれな
い．この章では，小林貞一がマーシャル・ケ
イと親しかったことが書かれているが，この
ことはあまり知られていないので，日本の造
山運動の研究史を考える上で参考になる．
　この第5章には，幕末生まれの小藤文次郎
と明治初期生まれの小川琢治を筆頭に多くの
研究者が登場する．その中に，太平洋戦争後
の1948年に富山県の宇奈月で藍晶石-十字石
片岩を発見した石岡幸吉も登場する．小藤・
小川・石岡の3人に少し関わる話を，昔，水
谷伸治郎氏（名古屋大学名誉教授）から聞い
たことがあるので紹介しておきたい．1970年
代の初めに，水谷さんが石岡さんの部屋で戦
前の日本の地質学の話をしていた時に，小藤
文次郎と小川琢治が我が国の地質学に果たし
た役割の話になった．話の中で，「野山を駆
け巡った小川と小石をもてあそんだ小藤と，
どちらが日本の地質学に貢献したか」，とい
う石岡さんが若い時に自問自答したメモ書き
を水谷さんが見て，話が尽きなかったそうで
ある．石岡さんの答えは明快であるが，この
話と関連して，小川琢治や石井清彦の図幅調
査は今日でも素晴らしく，もっともっと評価
されていいと思う．
　本書では，人名や地名が現地読み（に近い
形）で表記されている．例えば，変成岩岩石
学では必ず登場するゴールドシュミット

（Goldschmidt）がゴルトシュミット， Hutton
不整合で有名なハットン（Hutton）がハト
ンとなっている．ただ，ヨーダーは，ハット
ン（ハトンではなく）・ヨーダーとなってい
る（p.42）．表記を現地読みで統一する場合
には，沸石相で有名なニュージーランドの
Coombsは，クームスではなくクームズの方
がいいと思われる．
　本書には若干の校正ミス（例えば，p.116
では変成岩が内成岩となっている）がある
が，岩石学の歴史が平易な文章で書かれてお
り，肖像画スケッチとともに興味深い逸話も
たくさん盛り込まれている．地球科学に関心
がある人だけでなく，科学史・歴史・アート
等に興味を持つ人達にとっても新たな発見が
期待できる啓蒙書になっているので，一読を
お勧めする．

（足立　守）
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意見交換会の出席者：前列左から，M.Todbilegモンゴル地質学会
代表，矢島道子125周年記念事業実行委員会委員長，Todbileg氏子
息，松田博貴会長，M.Coffin氏（2018年日本地質学会国際賞受賞）．
2列目左から，天野一男125周年記念事業実行委員会委員，Torrens
夫人，磯崎行雄執行理事，Y.-N. Lee韓国地質学会副会長, B.-G. 
Chae 韓国地質学会代表．最後列左から，平田大二副会長，S.
Wallis国際交流執行理事，H. Torrensロンドン地質学会代表，J. 
B. H. Shyu中華民國地質學會理事，Shyu夫人，佐々木和彦副会長．

海外の学術団体との協力・交流活動をご紹介します

日本地質学会第 125年学術大会（札幌大会）における国際交流について

　地質学会創立125周年の記念行事の一つとして，学術交流協
定を結んだ海外の5地質学会の代表者を招き，札幌学術大会で

「社会と地質学」をテーマとした国際シンポジウムを予定して
いました．大会直前通過する台風21号の影響を気にしていまし
た．タイからの参加者の飛行機はキャンセルとなり，参加は断
念されました．
　学術大会の初日はほぼ予定通り終了し，海外からの招聘され
た参加者は，1人以外無事に到着し，最悪の場合を免れたとほ
っとしました．しかし，シンポジウム開催予定であった大会二
日目未明3時ごろ，胆振地震が発生しました．私が経験した地
震の中で一番揺れが激しかったものでした．海外からきた多く
の参加者にとって初めての地震と震災の経験でした．寝なおし
て朝起きたら，電気・水道・公共交通などのライフラインが停
止していることが明らかになりました．トイレはどうするか，
食事はどこで食べられるか，帰りの飛行機はどうなるかなどの
問題に直面しました．他のセッションと同様に国際シンポジウ
ム開催は断念せざるを得ませんでした．しかし，折角集まって
いただいたので，海外の学会の代表者などの参加者の国際交流
に関する意見交換の場を設けたいと考えて，本部で関係者が集
まりました．本当に集まれるかはギリギリまで不安でしたが，
有意義な議論ができました．多くの方のご協力があったおかげ
で，心より感謝いたします．その時の議論は下記の通りです．

<記>
【国際交流代表者意見交換会】
日時：2018年9月6日，13:00 〜 15:00
場所：北海道大学高等教育推進機構
参加者：Simon R. WALLIS（座長, 国際交流担当執行理事），
松田博貴（会長），佐々木和彦（副会長），平田大二（副会長），
J. Bruce H. SHYU（中華民国地質学会会長），Xinling WANG

（中華民国地質学会），Hugh TORRENS（ロンドン地質学会代
表），Shirley TORRENS（同夫人），Munkhjargal TODBILEG

（モンゴル地質学会代表），Millard（Mike）COFFIN（2018年
日本地質学会国際賞受賞者），Yuong-Nam LEE（韓国地質学
会副会長），Byung-Gon CHAE（韓国地質学会代表），天野一
男（125周年記念事業実行委員会），磯崎行雄（執行理事），矢
島道子（125周年記念事業実行委員会委員長）
欠席者：Montri CHOOWONG（タイ地質学会代表） 

はじめに：座長から近年日本地質学会が行なった国際交流事業
に関する説明があった．その具体的な成果として，ロンドン地
質学会と協力して実施した「津波と地質学」をテーマとした2
件のシンポジウムの開催と関連したIsland Arcの特集号やロン
ドン地質学会のSpecial Publicationシリーズの本の出版やロン
ドン地質学会の「Geology of ・・・」シリーズの一冊である

「Geology of Japan」の発行を紹介した．海外の地質学会代表に
その訪問を記念して「Geology of Japan」を1冊ずつ贈呈した
.さらに，日本地質学会と韓国地質学会との学術交流は長い歴史
があり，交流成果として複数の共同巡検実施や定期的な執行部
訪問があった. その他の学会との正式な交流の歴史は比較的に
短く，主要な交流活動は執行部による訪問に止まっている．こ
こでは，各地質学会と地質学分野の発展に寄与することを目的
とした国際交流をどのように推進すればいいのかについて闊達

に意見交換し，議論することを目的とし， 次のアイディアが提
案・検討された．
1）情報交換
　学術交流協定学会の間の定期的な情報交換が必要という共通
認識があった．次のような情報は特に有用であると考える：会
長・副会長・理事の氏名や所属, 国際交流担当の理事の連絡先, 
年大会やその他のイベントの予定, 学会が与える賞の受賞者お
よび受賞理由．関連分野における現在進行中の主要な研究プロ
ジェクトのリストもあると良いであろう．これらの情報を英語
で提供する必要があり，また定期的に更新しないといけない．
情報発信のために学会のウエブサイトが適切であろう．基本情
報が更新されているかを確認するために学会の執行部の氏名や
彼らの連絡先が新年の挨拶の一部と位置付けることができる．
2）巡検への参加
　学会の学術大会の一環として巡検が一般的に実施されてい
る．各学会の会員交流を推進する目的で，協定を結んだ学会会
員のための参加枠を儲けることを検討するとよい．また，海外
からの旅費や滞在費などを奨学金の形で提供できるかについて
検討したい声が複数の学会代表者からあった．高等学校の先生
やその他の地質学・地球科学分野で活躍する講師が参加できる
ような仕組みがあるとよい．国際的対応として巡検の案内書の
英語版を提供しないといけない.
3）スポンサーの可能性
　学会間の交流を推奨するためにシエル石油会社とシュミット
財団などの企業や財団からの金銭的な援助を募ることも可能で
ある．収入源として企業向けのショートコース開催も考えられ
る．断層帯のトレンチ作製法など企業側にニーズがあるようで
ある．学会経験の長い人たちからの援助を依頼するのも効果的
かもしれない．
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4）学術大会への参加推進
　学生が学術大会に参加できるように一部のセッションを国際
的なシンポジウムとし，英語で開催するとよい．毎年だと負担
が大きいが，韓国・台湾・日本・モンゴルの中で4年に一回開
催することは可能である．台湾の地質学会の学術大会では，優
秀学生発表賞の商品としてiPhoneなどが提供される．このよう
な商品の提供が学生参加の動機付けになるのであろう．海外の
学術大会に参加するための旅費も賞として考えられる．また，
海外から学術大会に参加した学生の割引も検討できる．
5）学生・若手研究者の交流
　学生間の国際交流を推進するためにFacebookなどのソーシ
ャルメディアの利用も考えられる
6）その他
　台湾と日本列島は地質学的な類似点が多く，また韓国と日本
列島の地質関係は東アジアの地質発展を理解する上で避けて通
れない課題である．モンゴルは中央アジア造山帯の中に位置し
アジア全体の地質史を究明するために地質学的に貴重なフィー
ルドである．これらの地質学的共通点を生かして学術的に有意
義な交流を推進するとよい．この潜在能力を生かす方法の一つ
としては学術大会での共同セッションの企画を検討したい．

　意見交換会終了時に，各国における地球科学の位置付けに関
する紹介があった．高等学校での地球科学に関する教育の弱体
化は共通した懸念材料である．また，分野の発展のために若手
研究者の活動範囲を広げる機会をあたえることが鍵を握ってい
ると強調された．札幌での学術大会が台風と地震の被害に遭い，
社会における地球科学の重要性が浮き彫りになったにも関わら
ず，中・高等学校での地球科学教育が希薄である．その背景に
は大学の入試制度の中で地球科学は重要視されないことがある
と考える．地学オリンピックは魅力的な企画であり，数多くの
能力の高い学生が参加する．ただし，これらの学生の多くは医
学部など地球科学と異なる学科に入学する傾向がある． 

その他の提案
− 共同フォトコンテスト（自然・地質学的プロセス・岩石・鉱

物）の実施は可能か？
− 大学博物館の存在を生かして共同エクシビションの開催を検

討するとよい．
（国際交流担当執行理事：ウォリス　サイモン）

以下各交流学会に送った会議メモ
Meeting of International Representatives at the 125th 
Annual Meeting of the Geological Society of Japan (JGS)
Date/Time: 6 September 2018, 13:00–15:00
Place: Institute for the Advancement of Higher Education, 
Hokkaido University

Attendees: Simon R. WALLIS (Chair, Director for JGS 
International Relations), Michiko YAJIMA (Organizer for JSG 
125 Anniversary Celebrations), Hiroki MATSUDA (President, 
JGS), Kazuo AMANO (Director, JGS), Yukio ISOZAKI 
(Director, JGS), Kazuhiko SASAKI (Vice President, JGS), J. 
Bruce H. SHYU (Director, Geological Society Located in 
Taipei) , Xinling WANG (Guest) , Daiji HIRATA (Vice 
President, JGS), Hugh TORRENS (Representative, Geological 
Society of London), Shirley TORRENS (Guest), Munkhjargal 
TODBILEG (Executive Director, Geological Society of 
Mongolia), Millard (Mike) COFFIN (2018 JGS International 
Prize Winner), Yuong-Nam LEE (Vice President, Geological 
Society of Korea), Byung-Gon CHAE (Representative, 
Geological Society of Korea)

Absentees: Montri CHOOWONG (Representative, Geological 
Society of Thailand) (flight cancelled)

The chair summarized international activities of JGS 
including the two symposia organized with GSL on the 
subject of Tsunami Geology, the two resulting publications 
and the publication of the Geology of Japan, published and 
distributed by GSL. Copies of the Geology of Japan were 
presented to the society representatives as a memento of 
their visit. The JGS also has a long history of exchange with 
the Geological Society of Korea and there have been several 
joint field trips. Exchange with other Societies has a shorter 
history and has focused on leaderships visits to annual 
meetings. The chair then outlined the purpose of the meeting 
as a semi-formal format to discuss how best to expand the 
international activities of the geological Societies represented 
at the meeting, to the benefit of the Societies and the 
geological sciences in general. The following ideas were 
explored.

1) Exchange of Information
There was consensus that there is a need for greater 
information about the partner Societies. The following 
information would be particularly useful: names of the 
presidents, vice presidents and society directors; contact 
details for international representatives; dates of annual 
meetings and other events; lists of prize winners with 
mention of type of contribution and perhaps lists of major on-
going research projects. This information should be provided 
in English and be regularly updated. The best place would be 
on the society website. To ensure that regularly updated 
information is exchanged, a list of directors and contact 
details could also be included in New Year’s greetings.

2) Field Trip Participation
Field trips are organized on a regular basis as part of 
meetings in partner countries. To increase exchange of 
Society members it may be possible to offer places on these 
field trips for members of partner Societies. Several society 
representatives thought establishing a limited number of 
travel scholarships for students should be considered. There 
was general support for encouraging field trip participation 
by high school teachers of geoscience/geology. For 
international participation, field trip material would have to 
be provided in English.

3) Sponsorship
Sponsorship to support exchange activities could be sought 
through companies and charitable organizations. Shell and the 
Schmidt Foundations were mentioned. Training courses for 
industry could be an additional source of revenue. An 
example of suitable content would be techniques required for 
trenching of faults. Alumni could also be encouraged to 
contribute.

4) Meetings
International symposia for international students held in 
English, perhaps with alteration between Korea, Taiwan, 
Japan and Mongolia. Prizes such as an iPhone are awarded 
for the best student presentations at meetings held in 
Taiwan. This could be an incentive for students to participate. 
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　地震火山こどもサマースクールは，1999年夏から小・中・高校
生を対象にはじまった行事で，現在，日本地震学会，日本火山学
会，日本地質学会が共同で実施する，地球科学関連では最大規模
の体験学習講座です．今回，下記により2020年度に実施する第21
回の開催地を公募いたします． 
　このサマースクールでは，参加者のこどもたちが，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．野外観察，身近な材料を
使った実験，研究者との対話を通じて，その土地の誕生から現在
までの歴史や，そこに成立した地域社会との関係について楽しく
学びます．また，開催地で見られる地震活動や火山噴火などの証
拠に触れることで自然災害に対する理解も深めます．プログラム
の最後には，子どもたちが研究者と一緒に行った調査の結果につ
いて発表を一般市民向けに行います．
　各学会からの講師の交通費・謝金を開催地が負担する必要はあ
りません.また，開催地やその近くで，過去の地震や火山による被
害がなくても構いません．詳しいことは（地震火山こどもサマー
スクールホームページ（http://www.kodomoss.jp/）の「としょ
しつ」の地震火山こどもサマースクールの標準的なプログラム形
式をご覧ください．なお，2019年度の第20回地震火山こどもサマ
ースクールは，2019年8月10日（土）-11日（日）に北丹後で開催
予定です.スタッフとして2名前後，準備段階からご参加いただく
ことを歓迎いたします.

応募資格
１．地震火山こどもサマースクールの主旨に賛同し，現地事
務局を設置できる団体．なお応募が採択されたのち，三学会

（地震・火山・地質学会）のスタッフと現地事務局で実行委員
会を結成し，この実行委員会がサマースクールを実施します．
２．現地学校の夏休み期間中に１泊２日又は2日日程の通い形
式の日程（土日が望ましい）でサマースクールを実施できる
こと．
３．こどもとスタッフの宿泊に供することができる宿泊施設
を確保可能なことが望ましい

募集期間：2019年1月21日～2月15日

申込方法：必須事項を専用の用紙（http://www.geosociety.
jp/news/n138.html）に記入の上，日本地震学会事務局にメー
ルまたは郵送にて申し込む．

選考結果の通知：3月末日までに，郵送およびメールにて採用
か不採用かを連絡します．

本件に関する連絡先：
公益社団法人日本地震学会　事務局（担当：普及行事委員会）
〒113-0033　東京都文京区本郷6-26-12東京RSビル8F
E-mail:zisin@tokyo.email.ne.jp
TEL:03-5803-9570　FAX:03-5803-9577

2020年度地震火山こどもサマースクール開催地候補募集

A travel grant to attend a partner meeting could be 
considered as an additional prize. Discounted attendance at 
meetings for international students could also be considered.

5) Student communications
Setting up a Facebook page and use of other social media 
would help develop interactions between students.

6) Other points
There are clear geological similarities between present day 
Taiwan and Japan and the connections between the Korean 
peninsula and the Japanese archipelago are an essential part 
of understanding the geological evolution of the east Asian 
margin. On the continental scale, Mongolia is located within 
the Central Asian Orogenic belt key to understanding the 
geological development of Asia as a whole. These geological 
links form the basis for productive academic exchange. One 
way to exploit this potential would be to arrange joint 
sessions at meetings.

The meeting closed with a general discussion about earth 
science in different regions and countries of the world with 

emphasis on the declining emphasis on geosciences in high 
school education. There was consensus about the importance 
of young early career researchers being given opportunities 
to expand their horizons. With a typhoon and earthquake 
interrupting the rest of the meeting in Sapporo, the 
importance of geoscience was very clear. This contrasts with 
the relatively minor attention given to geosciences at middle 
and high schools. The entrance exam system for universities 
was also highlighted as one problem: the relatively low 
importance given to achievements in geosciences as a 
university entry qualification. Geoscience Olympics are an 
attractive activity and many excellent students enter the 
competition. However, many of these students go on to study 
medicine or some other non-geoscience subject at university. 

Simon Wallis (12 Sept. 2018) 

Post meeting additional comments
Proposal for possible joint activities
- Photo contest of nature, geological processes, rocks and 
minerals
- Joint exhibitions perhaps using university museums
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☆関東支部

報告

平成30年伊豆大島巡検：報告
　関東支部では11月23日（金）〜11月24日（土）に伊豆大島ジ
オパーク推進委員会と共催で「伊豆大島巡検−次の噴火に備え
て−」を開催した．案内者は，川邉禎久（産業技術総合研究所）
と千葉達朗（アジア航測㈱）の両氏．巡検ではバスと足で全島
を回り玄武岩質火山ならではの堆積物のほか，1986年噴火や
2013年土砂災害による影響とその後の地形・環境変化などを見
学した．総勢33名の参加者には，宿での夜間勉強会を含め熱心
な議論を交わして頂いた．地元伊豆大島在住の方も多数参加し
て頂いたため，大島での生活とジオの関わりにも触れることが
できた．
　今回の巡検を改めて振り返ってみる．22日の夜間航路で岡田
港から大島へ上陸した参加者と，現地集合の島内参加者らは23
日朝に大島元町地区の役場前で合流し，三宅島まで望める秋晴
れのなか，巡検を開始した．1箇所目は2013年10月に発生した
土砂災害の復旧現場を見学した．土砂移動発生源となった2層
準の地層と，地形図では読み取りにくいY5火口列を現地で確
認した．2箇所目の御神火茶屋（登山口）からは1777-1778年，
1951年，1986年の各溶岩流の表面形態の違いや植生回復状況を
体感しながら，全員ヘルメットを頭に三原山火口へ登山した．
三原山一周の途中では“象皮状（俗称）”溶岩やホーニトなど，
玄武岩質火山の火口直近でしか見ることのできない堆積物や火
山灰付着物が成長してできたような珍しいサージ堆積形態を興
味深く観察した．1986年Ｃ火口列ではリボン状火山弾を探しな
がら，案内者たちが噴火のわずか1時間前に間一髪避難した話
などに聞き入った．三原山を下る際には御神火スカイライン中
腹でバスを停めて，海へ沈む夕日を一同静かに眺めてから，芋
洗いのごとく混雑する御神火温泉に入浴した．2日目は泉津の
椿トンネルで旅行気分にひたりながらスタート．島の外周道路
を時計回りに進み，都道脇のカルデラ入口では這いつくばって
ペレズヘアを探した．キャンプや釣り客で賑わうイマサキ海岸
ではY4側噴火の供給岩脈や火砕丘断面を観察した．旧海食崖
の地層切断面では，大規模な侵食を伴う土砂移動が過去に何度
か起きた可能性について議論し，島内参加者から眼下に見える
塩工場についての説明も聞くことができた．火山博物館で神津
島838年噴火の火山灰露頭と館内の精密立体地形模型等を見学
して，計16箇所以上の行程を締めくくった．最後は元町港で島
内参加者からの盛大な見送りを受けての散会となった．幅広い

層の参加者で行動したが，川邊氏の丁寧で論理的な説明と千葉
氏の不思議で絶妙なたとえ話のおかげで共通理解がなされたよ
うに思う．最後に，共に開催準備・運営を担って頂いた伊豆大
島ジオパーク推進委員会ならびに学会活動への理解のもと巡検
移動に際してバスの使用・運行など便宜を図って頂いた大島町
役場の関係者に，ここに記して御礼申し上げます．

（関東支部担当幹事　荒井健一・細根清治）

【参加者の報告】
　東京都の離島はこれまで興味がありましたが訪れたことはな
く，今回の巡検は地形地質を学ぶ上で非常に良い機会だと思い
参加を決めました．当日は天候にも恵まれ，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
形の観察をすることができました．また，2013年に発生した土
石流災害の発生現場や1986年噴火による噴出物およびその地形
からは地形地質学的観点からの自然災害への対策に関して深く
考えさせられました．今回の巡検講師のお二方は，1986年噴火
を眼前に経験された方々であり，噴火当時の臨場感ある話はと
ても興味深かったです．特に川邉先生からは火山地質・層序，
千葉先生からは赤色立体地図を用いた地形の話と，地形地質双
方の視点から伊豆大島火山形成史について詳しく話を聞くこと
ができました．巡検ルートに関しては，1日目は三原山火口付
近の溶岩流の観察，2日目は伊豆大島を時計回りに回る形で降
下火砕物を中心とした観察と，伊豆大島の重点ポイントを押さ
えたコンパクトかつ濃い内容で非常に勉強になりました．講師
の先生方，幹事の皆様および伊豆大島ジオパーク推進委員会の
皆様に大変感謝申し上げます．

（総合研究大学院大学複合科学研究科極域科学専攻
5年一貫博士課程4年次　川又基人）

支部コーナー

写真左から：カルデラ入口
でペレズヘアを探す参加
者．夜の勉強会で話題提供
する千葉氏（左）と川邊氏

（右）．

関東支部功労賞募集中

　日本地質学会関東支部では，支部の顕彰制度に基づき
2018年度も支部活動や地質学を通して社会貢献された個
人・団体を関東支部として顕彰いたします．
公募期間：2018年12月10日～2019年１月10日
詳しくは，学会HP http://www.geosociety.jp/
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C A L E N DAR
2018.12～

　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
■12月　December
○第29回GSJシンポ地圏資源環境研
究部門研究成果報告会

「粘土・粘土鉱物：枯渇の機器にある貴重な
国内資源」
12月6日（木）13:30 〜 17:35
場所：秋葉原ダイビル
https://unit.aist.go.jp/georesenv/

○第189回深田研談話会
沿岸域の地下水挙動の理解に向けて
12月7日（金）18:00 〜 19:30
会場：深田研地質研究所研修ホール（文京区
本駒込）
講師：徳永朋祥（東京大学）・参加費無料
http://www.fgi.or.jp/?p=4188

（共）第28回環境地質学シンポジウム
12月7日（金）〜 8日（土）
会場：日本大学文理学部図書館3階オーバル・
ホール
http://www.jspmug.org/

（後）兵庫県政150周年記念国際シン
ポジウム
「巨大恐竜，竜脚類の謎に迫る！」
12月8日（土）13:00 〜 17:30
場所：兵庫県立人と自然の博物館（兵庫県三
田市弥生が丘）
定員300名（先着順）・参加費無料
http://www.hitohaku.jp/infomation/event/
sauropoda-sympo2018.html

○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

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/

○地質学史懇話会のお知らせ
12月23日（日）午後１時30分〜 5時00分
場所：北とぴあ8階806号室（JR京浜東北線
王子駅下車3分）
講演：「地質学者としての張　資平」清地ゆ
き子：
問い合わせ：矢島道子 <pxi02070@nifty.com>

2019年
■1月　January
○日本古生物学会第168回例会
1月25日（金）〜 27日（日）
会場：神奈川県立生命の星・地球博物館
http://www.palaeo-soc-japan.jp/events/

■2月　February
（後）東北大学東北アジア研究センタ
ー公開講演会
2月23日（土）13:00 〜 17:00
場所：東京エレクトロンホール宮城（仙台市
青葉区国分町）

「地球生命の起源と進化：ヒトの誕生と現在
から近未来の課題まで」
講師：丸山茂徳（東京工業大学）
http://www.cneas.tohoku.ac.jp/

■3月　March
★西日本支部平成30年度総会・第
170回例会
3月2日（土）例会・総会
場所：長崎大学教育学部棟本館4階
講演申込締切：2月15日（金）
http : / /www.geosoc i e ty . j p/ou t l i ne/
content0025.html

○第53回日本水環境学会年会
3月7日（木）〜9日（土）
開催地：山梨大学（山梨県甲府市）
h t t p : / / w w w . j s w e . o r . j p / e v e n t /
lectures/2018per.html

○Internat ional Conference on 
Geoscience for Society (GeoSoc)

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

（共）地質情報展2019北海道̶明治
からつなぐ地質の知恵
3月29日（金）〜 31日（日）
会場：かでる2・7（北海道札幌市）
https ://conf i t . a t las . jp/guide/event/
geosocjp125/static/gyoji

★市民講演会
『動く大地のしくみを知り，地震・津波災害
に備える』
3月30日（土）13:00-16:00
会場：かでる2・7（北海道札幌市）
https ://conf i t . a t las . jp/guide/event/
geosocjp125/static/gyoji#koen

■5月　May
日本地球惑星科学連合2019年大会
（JPGU Meeting 2019）
5月26日（日）〜30日（木）
会場：幕張メッセ
予稿投稿期間：1月 8日（火）〜2月19日（火）
http://www.jpgu.org/meeting_2019/

■9月　September
★日本地質学会第126年学術大会
（2019山口）
9月23日（月・祝）〜25日（水）
場所：山口大学　吉田キャンパス（山口市吉
田）

■11月　November
国際ゴンドワナ研究連合2019年総
会・第16回ゴンドワナからアジア国
際シンポ
11月8日（金）〜 10日（日）
場所：高知県立県民文化会館（高知市）
野外巡検：11 〜 12日（室戸ジオパーク）
1st Circular
https://www.data-box.jp/pdir/5d75abb24f02
4058a6a72700bb5e59e9
お問い合せ：Prof. Darren Lingley（高知大
学 人 文 社 会 科 学 部 ）：E-mail: lingley@
kochi-u.ac.jp
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5.25億年前のグランドキャニオン大不整合（アリゾナ・USA）
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