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災害に関連した
会費の特別措置のお知らせ

　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，以下の措置を取らせていただきます．
　「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2019年度（平成31年
度）会費を免除することといたします．
　2018年度において，災害により被害にあわれた方のうち，こ
の措置の適用を希望される会員は，①会員氏名②被害地域③被
災状況（簡単に）を明記し，学会事務局までお申し出下さい．
お申し出の方法は，郵送，FAX，e-mailのいずれでも結構です．
締切は，2019年２月28日（木）までとさせていただきます．

※ 通常の会費払い込みについては，本誌「2019年会費払い込み
について」をご参照下さい．

2019年１月
日本地質学会　会計委員会
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を目指すことが重要と考えます．また地質は，国内にとど
まるものではなく近隣諸国へと連続します．そして地質現
象の多くは，全球的な地球活動と密接に関連しています. 日
本地質学会は，現在，海外5学会と交流協定を結んでいます
が，各学会との研究連携を積極的に進めるとともに，さら
に周辺諸国とも連携を深め，グローバルな研究展開に寄与
していくことが大切と思います．また，これまで以上に学
術大会，あるいは地質学雑誌およびIsland Arc誌の充実を
図り，それを通して地質学の発展に寄与するとともに，社
会への情報発信と日本地質学会の社会におけるプレゼンス
向上を目指さねばなりません． 
　そのような中，近年，僅かながらではありますが，日本
の社会における地質学の認知度は上がってきているように
も感じます．当然のことながら，これは日本地質学会の活
動によるものだけではなく，ジオパーク活動，地学オリン
ピックの開催，さらにはメディアによる情報提供なども大
きな要因となっています．今後も，学会広報活動やフォト
コンテストの開催，ジオパーク・地学オリンピック・地質
の日事業への支援，「県の石」，学術大会での一般公開プロ
グラムや地質情報展などを幅広く展開することにより，社
会における地質学の認知を図る必要があります．
　一方，近年頻発する自然災害に対する行政・住民などの
対策・対応をみていると，地学現象に関する知識と理解は
まだまだ十分であるとは言えません．アジアモンスーン地
域の変動帯に位置し，多様な地形・地質により構成される
我が国にあっては，地域にあった知識・情報の提供が不可
欠です．またそれを必要とされている方々に積極的に提供
するアウトリーチが重要です．そのためには，地域地質に
精通した学会員の皆様の知識とお力，そして地方支部をは
じめとして学会の地域への関与と連携が必要です．
　本年4月には，文部科学省科学啓発ポスター「一家に１枚
のポスター」として「日本列島6億年」が作成・配布される
予定です．これによって，少しでも社会に日本の地質につ
いての理解が広がることを願っています．
　日本地質学会の根幹をなすのは，一人一人の会員の皆様
です．会員活動を支援するためのサービスや機能の充実に
引きつづき努めてまいります．研究成果や技術の共有，出
版・広報活動の充実や新たな情報発信技術の活用などを進
めてまいります．これらを通じて会員の皆様が，学術・事
業・教育をはじめとするそれぞれの場で，学術研究成果の
社会との共有を進めていただければと思います．
　5月には元号が平成から新しい名称になります．心新た
に，次なる25年に向けて第一歩を踏み出したいと思います．
末筆になりますが，皆様の今年一年のご健康とご多幸を，
そして今年が皆様にとって大きな飛躍の年となりますこと
を祈念いたします．

2019年1月

一般社団法人日本地質学会
会長　松田博貴
（国立大学法人　熊本大学）

　学会員の皆様に，2019年の年頭のご挨拶を申し上げます．
　昨年，日本地質学会は創立125周年を迎えました．3年以
上にわたって準備を進めてまいりました周年事業も，5月18
日に日本地質学会125周年記念式典を開催し，各支部におい
ては記念事業を実施するとともに，フォトコンテストでは
記念特別賞の授与などを行いました．また地質学雑誌にお
ける記念特集号の出版も進めてまいりました．ただ残念な
ことに，9月の第125年日本地質学会学術大会（札幌大会）
で予定していた記念国際シンポジウムは，「平成30年北海道
胆振東部地震」の発災により中止となりましたが，交流協
定締結の海外5学会からの招聘研究者と意見交換がなされ，
学術研究分野においてさらなる実質的な連携を推進してい
くことで合意いたしました．第125周年記念事業実行委員会
委員の方々をはじめ，ご協力いただいた学会員・関連団体
の皆様には，この場を借りて御礼申し上げます．
　日本地質学会にとって125周年は，記念すべきことであり
ます．これもひとえに長年にわたる諸先輩方の地質学に対
する純粋な探求心，真摯な取組み，そしてたゆまぬ努力の
賜物です．私たちはそれを継承していくと同時に，この125
周年を一つのマイルストーンとして，次の25年に向けて歩
んでいかなければなりません．日本地質学会は，日本の地
質学界の一翼を担っています．地質学のさらなる進化と発
展，そして社会における重要性の発信を，率先して進めて
いく立場にあると認識しています．ここでは，次の25年に
向けて，我が国における地質学をとりまく環境を踏まえつ
つ，現在，私が考えることをお話しして，年頭の挨拶とさ
せていただきます．
　現在，我が国は，少子高齢化となかなか進まぬ景気浮揚
の中で，大学・研究機関などの学術研究・教育を取り巻く
環境は厳しくなってきています．産業界においても，人材
不足や効率化の波の中，基礎部門の維持が難しくなりつつ
あります．とりわけ地質学を含む基礎科学分野は，財政の
逼迫や不安定な研究環境により国際的な研究力の低下が危
惧されています．しかしながら，基礎科学の重要性は，ノ
ーベル賞などにみられるように誰もが認めるところです．
この25年間の地質学の進歩をみても，基礎的な研究から多
くのブレークスルーが生み出され，これに技術革新や機器
開発による高精度化や対象範囲の拡大が加わり，地殻表層
の理解が進みました．それに伴い，新たな研究・科学分野
の創出も進んでまいりました．加えて地質学は，自然災害
や天然資源などの観点において，私たちの社会・生活に密
接に関わっています．立ち止まり，厳しさを増す環境に嘆
いているだけではなりません．
　そのために日本地質学会は，地球惑星科学系最大の学会
として地質学および関連学問分野のさらなる進化・発展に
寄与するため，これまで築かれてきた研究に加え，大型研
究や新たな研究領域の創案・推進に努めるとともに，行政
や学術会議などへの提言などを通して地質学の継続的発展

年頭の挨拶
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施設や飲食店も多く，“夜の楽会”も楽しめます．湯田温泉
以外では，新山口駅付近にもホテルがあります．観光シー
ズン，連休にかかる時期でもあり，早めの予約をお願いし
ます．
　地質巡検は，定番の秋吉台の石灰岩（カルスト台地）や
白亜紀のカルデラ，中生代の化石，津和野の花崗岩と深部
流体，活断層，新生代地すべり，アウトリーチ巡検など，
盛りだくさんです．いずれも，日帰り巡検で，お手軽かつ
お財布にも優しいコース設定を予定しています．この機会
に，是非山口の地質を堪能してください．
　山口大会は，どんな大会になるでしょう？ドキドキとワ
クワクが，いっぱいです．大会実行委員会一同，皆様のご
参加を心からお待ちしています． 一緒にワイワイ・ガヤガ
ヤしましょう．

日本地質学会第126年学術大会（山口大会）実行委員会
委員長　脇田浩二

　日本地質学会は，山口県山口市の山口大学吉田キャンパ
スにて，第126年学術大会（2019年山口大会）を9月23日
（月）～25日（水），巡検（見学旅行）を22日（日）と26日
（木）に開催します．
　山口県は，「地質の博物館」といわれるほどに，秋吉台を
はじめ多くの優れた地質遺産があり，明治以降優れた研究
の舞台となってきました． 萩市出身の地質技術者高島得三
は，明治7年（1874年）に「山陽山陰地質記事」という日本
最古の地質図を作成しています．また，山口大学の初代学
長「松山基範」は，昭和4年（1929年）に地球磁場の反転を
世界に先駆けて唱え，地磁気の逆転期にその名を残してい
ます．また戦後も多くの研究の舞台となり，優れた成果を
もたらしています．
　山口県には，現在2つのジオパークがあります．Mine秋
吉台ジオパークと萩ジオパークです．どちらも，まだ国内
ジオパークで，認定からの日も浅いですが，そのぶん活力
に満ちあふれていて，地域住民が生き生きとジオを語る姿
を見ることができます．Mine秋吉台は，約3億年前の石灰
岩，約2億年前の石炭層，約1億年前の銅鉱山などが見所で
す．萩では，後期白亜紀の花崗岩，中新世の斑れい岩，第
四紀の単成火山群など，3つの時代のマグマ活動を見ること
ができます．秋吉台へは車で40分くらい，萩へは1時間弱で
行くことができます．その他のお勧めは，外国人も多く訪
れる下関市北部の角島，長門市の元乃隅稲成神社などが人
気のスポットで，中新世の安山岩の柱状節理などが近くの
露頭で観察できます．また，長門市青海島や萩市須佐では
遊覧船で北長門海岸国定公園の美しい海岸の風景を楽しめ
るだけでなく，白亜紀のルーフペンダントや須佐層群など
を見て回ることができます．
　山口大学の吉田キャンパスは，飛行機では山口宇部空港
から約1時間，新幹線の新山口駅から山口線で20分ほどの距
離にあります．最寄り駅の「湯田温泉」は，温泉街で宿泊

日本地質学会第126年学術大会(2019山口大会)
山口大学吉田キャンパス（山口県・山口市）にて
2019年9 月23日（月）～25日（水）に開催

2019山口大会

山口大会に向けてのスケジュール（予定）

　各項目に関して，余裕をもってご準備をお願いしま
す．

3月12日（火）トピックセッション募集締切
5月末（ニュース誌5月号）大会予告記事（演題登録・
講演要旨受付開始）

7月3日（水）演題登録・講演要旨受付締切／ランチョ
ン・夜間小集会申込締切

8月下旬（ニュース誌8月号）大会プログラム記事
8月19日（月）大会参加登録／巡検／懇親会参加申込締
切

9月23日（月・祝）～25日（水）第126年学術大会（山
口大会）

03-04_2019 .indd   3 2019/01/24   18:09



4 日本地質学会News　22（１）

４．応募方法
　トピックセッションを応募する会員は，次の項目内容を
日本地質学会行事委員会宛（main@geosociety.jp）にe-mail
でお申し込み下さい．
１） 代表世話人（＝連絡責任者，会員に限る）の氏名（和・
英），所属（和・英），メールアドレス，緊急時の電話
番号

２） セッションタイトル（和・英）
３） 共同世話人の氏名（和・英），所属（和・英），メール
アドレス

４） 趣旨・概要（400～600字）
５） 招待講演の有無
　　有の場合
　　 5-1）招待講演者の氏名（和・英），所属（和・英），会
員/非会員の別

　　 5-2）招待講演の発表希望時間（15分または30分）
　　 5-3）招待講演者の選定理由（100～200字）
　　 5-4）選定理由の裏付けとなる，セッションテーマに関
連した代表的な論文・著書等

６） 他学協会との共催希望の有無，有の場合は名称
７） 時間（原則半日（３時間）以内ですが，詳細はお問い
合わせください）

８） 地質学雑誌またはIsland Arcへの特集号計画の有無（で
きる限り特集号を計画してください）

９） その他（英語使用等）

５．採択方法
　応募多数の場合や他セッションと内容が重複する場合，
行事委員会は学術的なインパクトや緊急度を考慮して採択
を決定します．採択されたトピックセッションはニュース
誌5月号（5月末発行予定）で公表し，講演募集を行う予定
です．演題登録（講演申込，講演要旨投稿）締切は7月初旬
を予定しています．

６．非会員招待講演者の参加登録費
　非会員招待講演者に限り参加登録費を免除します（ただ
し要旨集は付きません）．

７．世話人が行う作業（7月初旬～中旬）
　代表世話人には，講演要旨校閲，講演順番決定などの作
業を7月中旬までに行っていただきます（詳細は採択後にお
知らせします）．その期間，代表世話人は電子メールで添付
ファイルを送受信できるようにして下さい．野外調査や乗
船等で通信が制限される場合は，共同世話人（代理）にあ
らかじめ作業を依頼し，その旨を行事委員会に必ず報告し
てください．

　ご不明の点があれば行事委員会（main@geosociety.jp）
までお気軽にお問い合わせください．

　第126年学術大会（山口大会）は，西日本支部のご協力の
もと，山口大学山口キャンパスを会場として2019年9月23日
（月・祝）～25日（水）に開催されます．山口県には，日本
最大のカルスト地形である秋吉台や美しい海食海岸地形を
示す須佐ホルンフェルスなど，地質学的に重要かつ風光明
媚なスポットが数多くあります．また古生代から新生代ま
でほぼ全ての地層が分布することから，地質学に対する一
般市民の関心も高いと考えられ，実りある学術大会の開催
が期待されます．山口大会では，多くのセッション開催を
可能にするよう，必要十分数の会場（部屋）を確保する予
定です．ポスター会場については，近年のポスター発表重
視の方向を満たすスペースを確保します．トピックセッシ
ョンを下記要領で募集します．本大会も前回同様，シンポ
ジウムの一般募集はありません．シンポジウムは山口大会
実行委員会および学会執行部が企画します．

１．セッション概要
　セッションは例年通り「レギュラーセッション」，「トピ
ックセッション」，「アウトリーチセッション」に区分しま
す．レギュラーセッションは例年と同じ25タイトルを予定
しています（レギュラーセッションは３月下旬に行事委員
会が決定します）．

２．トピックセッション募集
　トピックセッションは，広く地質学の領域に属し，これ
から新分野あるいは注目すべき分野になりそうな内容を扱
うものとします．形式はレギュラーセッションと同じです
（口頭発表およびポスター発表：口頭発表は15分間で，進行
も15分刻み）．多くの参加者が見込まれる，魅力あるセッシ
ョンを積極的にご提案ください．締切後，行事委員会が応
募内容を慎重に検討し，最大8件程度のトピックセッション
を採択する予定です．

３．トピックセッション招待講演
　トピックセッションの招待講演には例年と同じルールを
適用します．
１） 招待講演は１セッションにつき最大2名とし，会員，非
会員を問いません．世話人が「自分を招待する」こと
は認めません．

２） 発表時間（質疑応答を含む）は世話人が15分または30
分のいずれかを選択できます．なお，１人の発表者
（招待講演者を含む）が１つのセッションで口頭発表で
きるのは１件です．

３） 招待講演者の選定理由とその裏付けとなる情報（セッ
ションテーマに関連した代表的な論文，著書等）が必
要です．

４） 会員招待講演者が招待講演の他に非招待の発表を１件
申し込む場合，発表負担金はかかりません．さらにも
う１件（招待講演の他にセッションで2件）発表する場
合は負担金がかかります．

トピックセッション募集　締切：2019年3月12日（火）

日本地質学会行事委員会

2019山口大会
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本会以外の学会およ
び研究会・委員会か
らのご案内を掲載し
ます．

ご案内

火山災害対策研究フォーラム
―東京の火山災害に備える―

開催趣旨：火山を有する地方自治体に設置さ
れた公立大学のうち，火山とその防災に関す
る総合的研究を進める唯一の総合研究センタ
ーが，専門的な立場から最新の知見を，都
民・自治体に広く還元します．将来確実に噴
火し災害を引きおこす火山に対し，噴火の事
前・事後における最適な状態を模索し，住民
や地方自治体といった地域社会に対して提案
します．
日時：2019年2月9日（土）13:00～16:00（受
付開始12:30）
主催：首都大学東京火山災害研究センター
後援：日本火山学会，日本第四紀学会，日本
地理学会
開催場所：首都大学東京南大沢キャンパス講
堂小ホール（京王相模原線南大沢駅徒歩5分）
事前申込・参加費不要：どなたでも自由に参
加できます．
プログラム：
13:00～13:05　開開の挨拶：趣旨説明
13:05～13:50　特別講演　東京都の火山災害
対策と火山活動状況　渡辺秀文（東京大学名
誉教授・東京都防災専門員）
13:50～14:20　東京の火山災害研究に向けて　
鈴木毅彦（火山災害研究センター長）
14:20～14:50　新島・神津島の火山噴火史：
最新の研究成果　小林　淳（首都大学東京火
山災害研究センター特任准教授）
15:00～15:30　2013年台風26号火山泥流災害
における「主体的な避難」に関する考察　市
古太郎（首都大学東京都市環境学部教授）
15:30～16:00　火山降灰による交通面での間
接的影響　石倉智樹（首都大学東京都市環境
学部准教授）
16:00～16:05　閉会の挨拶
プログラム・ポスターは下記からダウンロー
ドください．
www.tmu-beyond.tokyo/volcanic-hazards-
a n d - t h e i r -m i t i g a t i o n /wp - c o n t e n t /
uploads/2018/12/Forum20190209poster.pdf
お問い合わせ：首都大学東京経営企画室　電
話03-5990-5388

日本学術会議主催学術フォーラム，
第７回防災学術連携シンポジウム

「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災

害と学会調査報告」
主催：日本学術会議，防災減災学術連携委員
会，防災学術連携体（56学会）
日時：平成31年3月12日（火）10:00 ～ 17:30
場所：日本学術会議講堂
趣旨：平成30年の夏から秋にかけて，日本列
島を自然災害が次々と襲った．平成30年6月
18日大阪府北部地震が起こり，平成30年7月
豪雨（西日本豪雨）は広い範囲に同時多発的
な大雨と土砂災害をもたらした．その後の記
録的猛暑と連続して発生した台風，9月4日に
上陸した台風21号は，百の観測点で強風記録
を塗り替え，高潮と強風で関西国際空港を孤
立させた．9月6日の北海道胆振東部地震は震
度7を記録し，山地崩落や火力発電所の被災
による北海道全域のブラックアウトを引き起
こした．防災学術連携体，56学会と日本学術
会議は，これらの災害に対応して，ホームペ
ージに特設ページを設け，緊急集会，市民へ
の緊急メッセージ，緊急報告会を開催し，各
学会の情報を発信すると共に学会間の情報共
有を図ってきた．本シンポジウムでは，主に
平成30年の夏に複合的に連続発生したこれら
の自然災害に焦点を当て，各学会の調査報告
を行う．さらに，今後，連鎖する気象災害に
どう備えていけば良いのか，地震と気象災害
などの複合災害にどう備えれば良いのかを議
論する．
参加費：無料
定員：300名
申込み方法：以下のURLの申込フォームよ
りお申し込みください。
https://ws.formzu.net/fgen/S44714662/
セッション
セッション1　平成30年の自然災害を振り返
る
セッション2　平成30年西日本豪雨災害　被
害と対策
セッション3　平成30年台風21号と強風災害
セッション4　平成30年北海道胆振東部地震　
被害と対策
セッション5　災害情報伝達と避難体制
セッション6　連続する災害と復旧救援活動
セッション7　連続する自然災害への備え
＜ポスター発表＞
日本地域経済学会　東日本大震災原発災害の
復興ジレンマ8年目：山川充夫
日本計画行政学会　情報通信技術を用いた災
害情報伝達と避難体制に関する課題：山本佳
世子
日本活断層学会　干渉SARで見えてきた新
たな地震像：宇根　寛
日本自然災害学会　土石流数値シミュレーシ
ョンによる避難所設置可能場所の検討：竹林
洋史
日本気象学会　平成30年7月豪雨における停
滞性降水系の実態と豪雨災害：竹見哲也
日本災害看護学会　被災地での支援・調査活
動の紹介：山﨑達枝
日本地質学会　地形・地質情報から知る災害
リスク－関東東部を事例に－：小荒井衛

日本リモートセンシング学会　大規模災害時
の衛星データの利用可能性と将来展望：伊東
明彦
日本赤十字看護学会　市町村職員の避難所に
おける要配慮者への対応への備え：内木恵美
安全工学会　フューチャー・デザインに基づ
くリスクコミュニケーション：倉敷哲生
お問い合わせ先：
 ・ 防災学術連携体　榎本和正（日本建築学
会） 電話 03-3456-2057　Email：enomoto@
aij.or.jp
 ・ 日本学術会議事務局企画課学術フォーラム
担当　03-3403-6295

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

土佐清水市ジオパーク専門員募集

募集職種：ジオパーク専門員
雇用形態：一般任期付職員
採用予定日：2019年4月1日．ただし，応募者
の希望により協議のうえ決定できる．
雇用期間：採用日から2020年3月31日までと
する．ただし，雇用期間を最長5年間とし更
新できるものとする．
採用人数：１名
職務内容：（1）日本ジオパークネットワーク
との連携に係る業務（2）日本ジオパークネ
ットワーク新規加盟認定に係る業務（3）大
学や研究者と連携した調査研究に係る業務
（4）ジオガイド養成に係る業務（5）広報・
情報発信に関する業務（6）その他ジオパー
クの推進に関する必要な業務
応募資格：（1）四年制大学の学部又は大学院
においてジオパークに関する分野（地球科
学，自然地理学，人文地理学，生態学など）
を専攻又は研究した者で，大学院修士課程修
了以上の学歴を有する者，又はこれと同等以
上の学力を有すると認められる者．特に，生
態学，人文地理学，考古学等地球科学分野以
外に精通している者を優遇する．（2）普通自
動車運転免許を取得している者．（3）パソコ
ン（ワード，エクセル，パワーポイント等）
を操作できる者．
募集期限：2019年1月31日までとする．
書類提出先・問い合わせ先：
土佐清水市観光商工課ジオパーク推進室（担
当）酒井，作田
〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11-2
Tel:0880-82-1115　Fax:0880-82-1126
E-Mail:geopark@city.tosashimizu.lg.jp
勤務条件等詳細は，下記よりご参照くださ
い．
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https ://tosashimizu-geopark. jp/info/
post1238

東京大学大学院理学系研究科地球
惑星科学専攻教員（准教授）公募

1. 公募人員：准教授１名
2. 公募分野：地球システム変動学
3. 応募資格：博士の学位を有し，多圏間相互
作用の視点から地球システムの進化・変動に
関する
研究教育を野外調査・実験・理論等に基づい
て展開できる方．大学院および学部における
講義，実験・実習等を担当していただきま
す．
4. 着任時期：決定後，できるだけ早い時期
5. 応募方法：自薦または他薦（他薦の場合
は，ご本人が了解されていること）
6. 提出書類：
a）略歴書 （学歴および職歴）　b）これまで
の研究教育業績の概要（2000字程度）　c）研
究業績目録（査読論文とそれ以外の総説，著
書などに分類）　d）主要な原著論文５編の
別刷（コピーでも可）　e）今後の研究計画お
よび抱負（2000字程度）　f）大学院および学
部における教育への抱負（2000字程度）　g）
自薦の場合は，応募者に関する所見を伺える
方2名の氏名および連絡先（住所，電話番号，
電子メールアドレス）　h）他薦の場合は，
推薦書および上記a）からf）までの内容がわ
かる書類
7. 応募締切：平成31年2月28日（木）必着
8. 書類送付方法：電子メール
 ・ 提出書類をPDF形式の添付ファイル（メ
ール１通10MB程度以内）とし，Subject 
欄は「地球システム変動学准教授応募」と
すること．
9. 書類送付先：
 ・ 電子メール： system-jinji@eps.s.u-tokyo.
ac.jp
メール受領より2日以内（休日を除く）に受
領メールを送付します．
10. 問い合わせ先：
東京大学 大学院理学系研究科 地球惑星科学
専攻 田近英一
電子メール： tajika@eps.s.u-tokyo.ac.jp
電話: 03-5841-4516

神戸大学大学院人間発達環境学
研教員（助教）公募

1．職名：助教 
2．所属：大学院人間発達環境学研究科人間
環境学専攻 
3．専門分野：人間環境学に関する地球シス
テム研究 
4．担当予定授業科目：

（1）大学院人間環境学専攻の授業科目（博士
前期課程科目・博士後期課程科目，地球シス
テム研究に関する専門科目）
（2）国際人間科学部環境共生学科の授業科目 
（3）全学共通授業科目
5．募集人員：1名 
6．応募要件：（1）人間の発達と人間環境の
関わりに深い興味・関心を持ち，グローバル
に活躍すると同時に，人間環境学専攻の教員
と協力して研究を遂行しうること．（2）国際
誌学術論文等の研究成果や外部研究資金の獲
得実績等の優れた業績を有すること．（3）海
外に研究調査フィールド等をすでに持ってい
ること．（4）大学院生及び学部学生に対して
熱意を持って指導できること．特に神戸大学
国際人間科学部グローバル・スタディーズ・
プログラム（GSP）に関わり，大学院生，学
部学生を海外調査研究に指導引率しうるこ
と．（5）博士の学位を有すること（採用予定
日までに取得のこと）． 
7．採用予定日：2020年4月1日 
8．任 期：５年（採用後の教育・研究活動を
評価して，適格と判断した場合，６年目から
任期の定めのない教員とする．） 
9．応募期限：2019年5月10日（金）（必着） 
問い合わせ先 神戸大学大学院人間発達環境
学研究科人間環境学専攻 専攻長 近江戸伸子 
メ ー ル ア ド レ ス: kankyoujokyou02@h.
kobe-u.ac.jp 
提出書類等，公募の詳細は以下をご参照くだ
さい．
http://www.h.kobe-u.ac.jp/ja/node/1129

電力中央研究所研究職員の公募

募集人員：地球工学研究所（正職員1名）
研究分野：地質学的手法による巨大噴火の影
響評価技術の開発
研究専門分野/専攻学科：地質学（火山学），
岩石学，地球物理学
研究内容/求める人材像：地質学的手法によ
る巨大噴火の影響評価技術を開発するため，
火山学の基本的な知識を習得し，野外地質調
査に基づく研究経験があり，物理計測・機器
化学分析に関する基礎的実力がある研究者を
募集します．噴火前マグマ溜まり条件の定量
化や，噴煙・火砕流の数値解析技術開発と連
携し，研究に取り組んでいただきます．入所
後は，発電所等の重要構造物に係わる地質調
査を積極的に行い，火山学の専門知識を応用
して，社会への貢献を意識した研究を実施で
きる研究者を歓迎いたします．
学歴：博士課程修了者（新卒・既卒いずれも
可）
着任時期：2020年4月1日
応募締切：2019年3月29日（金）必着 
提出書類等，応募に関する詳細は以下のペー
ジをご覧下さい
https://recruit.denken.jp/kadai/detail57.

html

丹波市任期付職員
（教育普及専門員）募集

　2018年夏期特別展のナイトミュージアムで
ライトアップされた丹波竜丹波竜化石工房
「ちーたんの館」の展示等のさらなる充実を
図るとともに，丹波竜のみならず古生物に関
する教育プログラムの開発，またその実践を
担う専門的な知識や実績を有する職員を下記
のとおり募集します．
職種：エデュケーター（教育普及専門員）
職務内容：展示（常設展・特別展）の企画・
運営／館内展示物の解説／所蔵品管理／教育
プログラムの開発など古生物に関する普及啓
発／ちーたんの館運営に係る関係機関等との
連絡調整／各地の博物館等との交流及び情報
交換／広報機関（新聞・テレビ・ラジオ等）
との連絡調整／ちーたんの館の機能拡充に関
する業務／上記に掲げるものの他，所属長が
必要と認める業務
受験資格：古生物学，地質学を専攻した大学
院修士課程修了以上，又はこれと同等の能力
を有すると認められる者．など
採用人員：１名
身分：特定任期付職員※丹波市一般職員の任
期付職員の採用等に関する条例に基づく常勤
職員
任期：平成31 年4月１日～平成33 年3 月31 
日（2 年間）※ただし，任期中の勤務成績等
により任期を延長することがあり得る．
給与：374,000円～472,000円※経験及び年齢
により決定する．
勤務地：丹波竜化石工房「ちーたんの館」
（〒669-3198 兵庫県丹波市山南町谷川1110 番
地）
選考方法：書類選考※必要に応じて面接試験
を実施します．面接に際して旅費は支給いた
しませんので，あらかじめご了承下さい．
応募書類：①履歴書（写真貼付）②主な研
究，教育実績のリスト（様式不問）
自己PR書（これまでの実績と今後の抱負を
各1500字程度にまとめ記述して下さい．様式
不問）※応募書類は返却しません．
申込期締切：2019年2月15日（金）まで
応募書類提出先
〒669-3198 兵庫県丹波市山南町谷川1110 番
地
丹波市役所 産業経済部 恐竜・観光振興課
Tel 0795-78-9400 担当：細見
その他，募集の詳細については，下記を参照
して下さい．
http://www.city .tamba. lg . jp/soshiki/
kyouryukankoushinkou/2019bosyuu.html
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C A L E N DAR
2019.1～

　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．

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
○火山災害対策研究フォーラム―東
京の火山災害に備える―
2月9日（土）13:00～16:00
場所：首都大学東京南大沢キャンパス講堂小
ホール
https://www.tmu-beyond.tokyo/

（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）
http://www.jswe.or.jp/event/lectures/ 
2018per.html

○第7回防災学術連携シンポジウム
「平成30年夏に複合的に連続発生した自然災
害と学会調査報告」
3月12日（火）10:00 ～ 17:30
場所：日本学術会議講堂
http://janet-dr.com/060_event/20190312/ 
190312_000_leef.pdf

○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

★東北支部2018年度支部総会
3月16日（土）～ 17日（日）
場所：秋田大学教育文化学部
申込締切：3月4日（月）
要旨締切：3月11日（月）
http://www.geosociety.jp/outline/content0024. 
html

（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/

■7月　July
（後）第56回アイソトープ・放射線研
究発表会
7月3日（水）～ 5日（金）
会場：東京大学弥生講堂（文京区弥生1-1-1）
発表申込締切：2月28日（木）17:00
https://www.jrias.or.jp/

■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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紹　介

鉄路に馳せる夢
― 元・鐵道省技師の祖父と地学
教育者となった父，野村松光 ―

野村隆光　著

自費出版，2018年10月発行，A4版コート
紙，英文アブスト付183頁，実費頒布2500
円（送料別）

　本書は野村隆光会員の祖父（野村松千代，
1899～1996年）と父（野村松光，1926～1998
年）の生涯を，鉄道技術の進歩や地質学の発
展とその時代背景も織り交ぜながらまとめた
ものである．野村松光氏は東海学園（東海高
等学校・中学校）の教諭として地学教育に情
熱を傾け，多数の研究者を育てた功績により
1993年に日本地質学会功労賞を授与された．
松光氏の地学教育者としての半生は,「石に
生き地学に捧げた半生」（野村隆光，1993 
『地学研究42（4）』）に記述されているが，本
書はその続編であり戦前・戦中の内容，とく
に松千代氏とその周辺に関することが主体と
なっている．
　本書の概要を示すため，以下に各章のタイ
トルを列記する．1.はじめに，2.鉄道技術者
になるまで，3.四日市の出会い，4.若き中国
の群像たち，5.上海自然科學研究所とその時
代の地学研究，6.名古屋鐵道局工作課時代，
7.滿洲―後に松光が関わる地学研究者たち，
8.少年時代の感激と夢，9.鐵道省中支那派遣
団（中支軍鐵道局），10.華中鐵道・東京事務
所（支社），11.ふたたび上海へ，12.終戦，
13.それぞれの戦後，14.晩年，15.鉄路に馳せ
る夢．本書の特徴は多数の文献を引用し多く

の写真が掲載されていることで，これらを用
いて戦前・戦中の中国において，日本によっ
て進められた鉄道事業，地質学的研究，及び
当時の時代背景，文学・映画など広範囲に亘
る事柄が記述されている．この中で地質学会
会員の関心が高いと思われるのが，5章，7
章，8章であろう．
　5章では1931年に開所した上海自然科學研
究所に関する記述があり，日本人研究員によ
り中国及びその周辺地域の地質学的研究や鉱
産資源調査が行われていたことが書かれてい
る．当時，地質学は必要不可欠な学問として
認識され，その目指すべき方向性は資源探査
であり，地質調査の目的が極めて明快であっ
たことがわかる．そして，資源探査に付随し
て頭足類・腕足類の研究や石炭調査に伴う地
層対比など様々な基礎的研究も行われ，近代
地質学発展期の状況が描かれている．7章で
は旧滿洲地域における日本人研究者による地
学研究の一部が紹介されている．例えば，滿
蒙學術調査団による熱河周辺の調査，ハルビ
ン郊外顧郷屯でのマンモスなど哺乳類化石の
発掘調査，滿鐵地質調査所による鉱産資源調
査，滿洲資源舘などが紹介され，松澤勲，鹿
間時夫，新帯國太郎らの活躍ぶりが記述され
ている．5章と7章は当時の中国における日本
人による地学研究の一端を知る資料となって
いる．また，7章には松光氏が所蔵していた
『我等の磺物』『地殻の科學』『研究報告』か
ら，氏の人生に影響を与えた岡本要八郎，櫻
井欽一らの研究の紹介がある．8章では地学
教育の一つの方向性が伺える．松光氏は三度
の飯より石が好きであったが，どのように石
好きになったのかが次のように記されてい
る．「松光は，小学校5年生の頃，家の付近の
人造大理石工場で捨て石の中にあった美しい
方解石の一片に興味をひかれ，松千代が明倫
中學時代に河村信一先生の指導で作った岩石
標本などを観て，次第に石に興味を持つよう
になる．1937（昭和12）年頃，松千代は，松
光をつれて，鉱物化石採集にも出かけてい
る．…」ここで重要なのは，精神が柔らかい
少年期に，実物の標本を手に取りその魅力を
知り，鉱物化石産地に出かけ大地から標本を
採集する喜びを知り，地学を好きになること
である．このことは，日本地質学会第100年
学術大会（1993）における，野村隆光ほかに
よる発表『大地に学ぶ地学―東海学園地学部
のあゆみ―』でも示されている．
　できれば，理科授業では水晶（大型の結
晶）や方解石（透明で複屈折の観察ができる
もの）などの生徒が興味を引く実物の標本を
用いて行うことが望ましい．理科室に鉱物化
石標本コーナーなど設置し，生徒が自由に標
本を手に取って観察できる環境づくりが重要
である．地学を好きになるきっかけを小中学
校の先生が生徒に与えてあげることも効果的
な地学普及方法になるはずである．そのため
には，松光氏のように先生自身が誰よりも地
学が好きであることが理想的である．本書86
ページに，益富壽之助氏の言葉「少年時代の

感激と夢は，彼等をして地學に突進せしめる
原動力として，偉大な役割を果たすことにな
る」が引用されており，少年時代に地学を好
きになってもらうことの重要性が強調されて
いる．仮にその人が将来地学のプロになった
時，夢と現実のギャップに悩まされたとして
も，少年期に感じた好きであるという気持ち
を持ち続けることが，それに対抗するための
一つの処方箋になると思う．野村松光氏の地
学教育に関する論説は,『地学研究 42(4)，野
村松光先生記念号』（1993）及び『名古屋地
学61,1-14』（1999）に掲載されているので，
興味のある方は是非こちらも読んでいただく
ことをお勧めする．

（坂野靖行）

　2018年は父・野村松光没後20年の年でし
た．祖父は鐵道省創設以来の鉄道技術者で，
名古屋鐵道局教習所教官時代，関東大地震の
際には東京からの生徒受入の対応に追われ，
戦時中は鐵道省中支那派遣団として中国大陸
に赴き，上海呉淞や南京浦鎮の工場長を務め
ました．当時の記録映画の中に80年前の祖父
の姿も確認できます．華中鐡道股份有限公司
に副参事として移ってからは工作監など務
め，常州で終戦を迎え，工廠長顧問として戦
後半年間ほど中華民国に留用され技術指導に
あたりました．祖父は，私立明倫中學（現・
明和高校）時代に教えを受けた河村信一・第
八高等學校地学教授と，名古屋高等工業學校
（現・名古屋工業大学）の恩師である建築家・
武田五一教授に強い影響を受けました．武田
先生は東大造家学科時代に横山又次郎教授か
ら地質学を学ばれました．現在，私どもが住
んでいる家は90年前に名古屋鐵道局官舎とし
て建てられたもので，設計には武田先生が関
わられました．庭の木々の間には，数多くの
御影石の巨礫（苗木上松岩体の黒雲母花崗
岩）の庭石が点在し，家の外壁は独特の人造
石（赤鉄鉱を主成分とした化粧タイル）がと
り囲んでいます．これらの住環境も父を石好
きにさせたきっかけとなりました．後年，父
本人も河村先生の著書を通して地学を学び，
先生と交流がありました．戦時下という極限
状況の中，家族で鉱物化石採集に出かけた美
しい想い出を，父は『地学研究14（9-12），
創立31周年記念号』（1963）に綴りました．
その少年時代の感激と夢を与えたのは，鉄道
技術者である祖父でした．本書を希望される
会員の方に実費頒布できます．

問合せ先：野村隆光，〒488-0846 愛知県尾
張旭市霞ヶ丘町中245，TEL 052-798-0026,
Mail: takanomura.225@nifty.com  

（野村隆光） 
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セザンヌの地質学：
サント・ヴィクトワール山

への道

持田季未子　著

青土社，定価1900円（税別）2017年11月
30日発行，ISBN978-4-7917-7021-2 C0070

　フランスの画家セザンヌ（Paul Cézanne; 
1839-1906）の画業を地質学というキーワー
ドで捉え直した画論である．セザンヌは西欧
美術史の中ではゴッホやゴーギャンとともに
後期印象派とされ，ピカソ（1881-1973）か
らは「私の唯一の先生」と仰がれ（「セザン
ヌ　生涯と作品」永井隆則著，東京美術，
2012），「画聖」あるいは「近代絵画の父」と
称される．終生南仏プロヴァンスに拠点を置
き，パリとの間を往復するだけでほとんど外
国に出ることなく，生まれ育った南仏の自然
の中で質素に暮らしながら，死の直前まで野
外で描き続けた．本書カバー裏側には，ほこ
ろびが目立つ，絵具で汚れたジャケットを着
て山高帽を被った老年のセザンヌが，野外で
絵筆を持ち，山を睨みながらイーゼルに向か
う写真が載っている．
　セザンヌの絵は人物画，静物画，風景画な
ど多彩だが，風景画にはサント・ヴィクトワ
ール山（最高点は1011m）などの岩山や殺風
景な石切り場を描いたものが多い．著者がよ
く引用する，セザンヌとの対話を書き連ねた
ガスケの本（「セザンヌ」ガスケ著，與謝野
文子訳，岩波文庫青573-1, 2009）には，セザ
ンヌ自身が地質学に言及している部分が数カ
所ある．「風景をうまく描くには，私はまず
地質学的な土台を見つけ出さなければならな
い」，「あくる朝になって，地質的な土台がゆ
っくり見えてきて，いくつもの層が出来上が
り，それは私の絵の大きなプランだが，石の
その骨格を頭の中で描く．（中略）この地質
的な線，（中略）地球の尺度なる幾何学．や
さしい感情におそわれる」，「私には地学を知
る必要があるよ．サント・ヴィクトワールが

どのように根を下ろしているか，土壌の地質
学的な色彩，そういうことは心を動かすし，
私をよくしてくれるのだ」などの言葉であ
る．
　著者はこれに，セザンヌの若い頃からの親
友で地質・古生物学者のマリオン（Antoine-
Fortuné Marion; 1846-1900）が大きな影響を
与えたと見る．彼は若い頃セザンヌと一緒に
エクス・アン・プロヴァンス周辺を歩いて絵
を描き，その後マルセイユ大学地質学科（本
書では動物学講座）教授になり，ついでマル
セイユの海洋生物研究所長（本書では自然史
博物館長）になった人物であり，セザンヌは
この親友からよく地質学の話を聞いていた．
ただし，セザンヌの風景画に，地質学的スケ
ッチのような地層の重なりや地質構造の直接
的表現はない．なお，マリオンは1870年代に
ぶどうの害虫駆除法を考案して西欧の広大な
ワイン畑を虫害から救い，フランス農学会か
ら最高賞を受賞し，1880年にはレジオンドヌ
ール勲章（シュバリエ）を受勲，1884年にフ
ランス科学アカデミー会員に選出された（こ
の段はウィキペディアによる）．交友は彼の
死まで続いたが（本書），化石好きの少年に
過ぎなかった親友のこのような出世を，セザ
ンヌはどんな気持ちで見ていたのだろうか．
また，1885年にもう一人の親友ゾラとの友情
が破綻したが，これはパリで人気小説家にな
ったゾラが，自作の小説に落伍して自殺する
画家を登場させたからである．しかしゾラの
予想に反し，その後セザンヌの評価は高まっ
て行く（永井隆則（前出）による）．
　内田園生（「セザンヌの画」みすず書房, 
1999）はセザンヌが少年時代にエクスの寄宿
制の中学で学び，数人の親友らとともに近く
の川で泳いだり，サント・ヴィクトワール山
周辺を歩き回ったりして，「多感な少年時代
に，自然に対して並々ならぬ愛情と畏敬の念
をいだくようになった」と述べ，セザンヌを
理解するにはこの原体験に注目すべきとして
いるが，著者はこの原体験よりも彼が後日マ
リオンから得た地質学的な認識と洞察を重視
している．ただし，本書の題名は「地質学」
だが，内容は画論であり，特にセザンヌの絵
と彼が尊敬していたプッサン（Nicolas 
Poussin; 1594-1665）の絵との比較に多くの
ページを割いていて，主要文献に地質学の文
献はなく，謝辞に地質研究者の名はない．
　本書の帯には，「芸術と自然哲学の結節点」，
「セザンヌ理解を大きく揺るがす，峻厳な
『サント・ヴィクトワール山』連作．今この
瞬間に死滅し，かつ再生する世界を捕獲せん
とするセザンヌの果敢な試行を追う．大胆で
挑戦的なセザンヌ論」とある．著者は，「サ
ント・ヴィクトワール山はビベミュス石切り
場という『都市文化の土台』，そして古代ロ
ーマ共和国の記憶が残る『歴史の土台』に直
接つながっているだけでなく，遡って地域の
自然史的記憶の底に沈む太古の海という『地
質学的土台』から垂直に聳え立っていること
を表現したかったのではないだろうか」と述

べる（p. 96）．そして，「山中に一人でこも
って岩や山ばかりを相手にしていても，セザ
ンヌは決して孤独な隠遁者などではない．山
が立ち上がる太古の時から万物が風化して廃
墟と化す終焉の時まで，長大な時間のもと，
表面からは隠れているが実は刻一刻と変化し
常に流転してやまない自然．そのような自然
を見つめ，色と形で表現しようとする．セザ
ンヌは，自然の本質とは何なのかを考えつめ
ようとした（中略）際立って思索的な画家で
あった」と結論している（p. 186-187）．
　この本には，プロヴァンスの地質に関する
記述は少ない．著者によると，エクス付近で
は白亜紀の地層が最も深部にあり，それは
「泥灰岩（ドロマイト）」（p. 79）とのことだ
が，泥灰岩は仏語でマルヌmarne（英語はマ
ールmarl）と言い，粘土（主成分はSiO2と
Al2O3）と石灰（CaCO3）が混ざった堆積岩
であり，ドロマイト（苦灰岩）の主成分は
（Ca, Mg）CO3であって，これらは化学成分
が異なる別の岩石である．この地域はアルプ
ス山脈外縁のドフィネ帯（ヘルベチア帯の南
方延長）に属し，泥灰岩と石灰岩はジュラ～
白亜紀の地層に多く，ドロマイトはトリアス
紀の地層に多い．ただし，この地域の泥灰岩
の多くは片岩（schist）になっている．また，
地質図を見ると，サント・ヴィクトワール山
周辺にはジュラ紀から始新世までの地層が分
布するが，花崗岩（御影石）は分布しない．
同山の写真を見ると，緩く傾斜した石灰岩層
の岩山に見え（ウィキペディアも「石灰岩の
山」とする），著者が言う「白い花崗岩の山
塊」（p. 80）ではなさそうだ．
　本書や関連書籍によってセザンヌの生涯を
顧みると宮澤賢治（1896-1933）との共通点
に気づく．どちらも地方の小都市で金融業を
営む裕福な父親の愛を受けて育ちながら父親
の希望する道には進まず，父親との間に確執
がありながら成人後も経済的には父親に依存
し（「銀河鉄道の父」門井慶喜著，講談社，
2017），首都との間を往復しながら生まれ育
った土地で活動し，少年時代に自然体験を深
め自然を地質学的に理解する知識を持ちなが
ら，一方は独自の色彩，画法，画面構成をも
つ絵画で，他方は独自の言葉とリズムをもつ
童話や詩で，あくまで自分自身の心の動きと
主観的な対象把握に基づき，生涯をかけて独
創的な芸術を追求し続けた．そして両者は地
元の身近な低山を愛し，作品に描き続けた．
　本書の中程には8枚のカラー口絵があり，
うち7枚はセザンヌの絵で，その4枚にサン
ト・ヴィクトワール山が描かれ（口絵3, 4, 7, 
8），カバー表側にも同山の絵がある．これら
を見ていると，「生（せい）しののめの草い
ろの火を　高原の風とひかりにさゝげ」とい
う賢治の詩句（原体剣舞連（はらたいけんば
いれん））とともにdah-dah-dah-dah-dah-sko-
dah-dahというリズムが聞こえてくるような
気がする．本書の一読をお勧めする．

（石渡　明）
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　IGCP608（代表：茨城大理学部 安藤寿男 
教 授 ） の 第 ６ 回 国 際 シ ン ポ ジ ウ ム
（“Cretaceous Ecosystems and their 
Responses to Paleoenvironmental Changes 
in Asia and the Western Pacific”）が，2018
年11月15日‒16日にタイ国Khon Kaen県にて
開催され，その前三日間にはタイ北東部に分
布するKhorat層群などを中心に見学する地
質巡検が実施された．会議は，COOP
（Coordinating Committee for Geoscience 
Programmes in East and Southeast Asia）
会長のAdichat Surinkum博士と，Naramase 
Teerarungsigul氏，Orn-Uma Summart氏を
中心とするDepartment of Mineral Resource
（DMR）の職員からなる組織委員会によって
主催され，DMRの局長や副局長のご協力も
あって成功裏に実施された．参加者はタイ
（100人），日本（8人），韓国（8人），中国（6
人），インド（4人），モンゴル（3人），ロシ
ア（3人），フランス（2人），マレーシア（1
人），スペイン（1人）からなる10 ヵ国136名
であった．

◆地質巡検◆
　シンポジウムの前に実施された地質巡検は
三日間にわたり，タイ北東部に分布する前期
－後期白亜紀の非海成Khorat層群の観察が
行われた．現地でのガイドは主にDMRの
Pradit Nulay博士によりなされ，参加者はガ
イドやスタッフを含んで総勢65人ほどであっ
た．
　１日目は，まず初めにKhon Kaen県Phu 

Wiang国立公園にて恐竜化石の発掘サイト
（Stop 1） を訪れた後，同公園内のPhu 
Wiang恐竜博物館および化石研究所（Stop 2）
を見学した．午後にはLuang Pho Pu Lup寺
院の入口前の国道（Stop 3）にてKhorat層群
のPhra Wihan層およびSao Khua層を観察し
た．
　Phu Wiang国立公園の恐竜発掘サイトから
は，1976年にDMRによって竜脚類の大腿骨
の一部が発見されており，この化石はタイで
初めての恐竜化石であった．その後の発掘で
新たな恐竜化石の発見が相次ぎ，現在では
Phuwiangosaurus sirindhornaeを含む4種の
新属新種の恐竜がSao Khua層から報告され
ている．国立公園内では発掘サイトをそのま
ま展示施設として保存している場所もあり，
間近で観察することができた．Sao Khua層
から見つかっている恐竜化石はPhu Wiang恐
竜博物館に展示されており，その他にも
Khorat層群から見つかる各種の脊椎動物標
本も充実していた．研究所のバックヤードに
収蔵されている国内各地で産出した標本も見
せていただき，参加者は各々観察，議論に熱
が入っていた．
　午後はノーンブワラムプー市の西部丘陵を
横切る国道に沿った切通しを訪れ，露出する
Khorat層群を観察した（写真2）．地層は北
東方向にわずかに傾斜しており，道路の西南
ではPhra Wihan層が露出するが，100mほど
移動した北東ではその上位のSao Khua層が
現れていた．両層の境界は道路で覆われ直接
観察することはできなかったが，Phra 

学協会・研究会報告

IGCP（地質科学国際研究計画）608第 6回国際シンポ
ジウム「白亜紀のアジア－西太平洋地域の生態系システ
ムと環境変動」（タイ・コーンケーン）

Wihan層の薄灰色砂岩とSao Khua層の赤茶
色泥岩の違いは顕著であった．両層の差異は
堆積相の大きな変化として理解されており，
前者が網状河川，後者が蛇行河川の堆積環境
が考えられている．またそれをもたらした気
候も，湿潤から乾燥へと変化したものと想定
されている．
　２日目は，Wat Phu Thok（Stop 4）でKhorat
層群Phu Thok層を観察，午後は同層群Khok 
Kruat層の恐竜足跡化石サイト（Stop 5）を
訪れ，夕方は観光としてメコン川のサンセッ
トクルーズに興じた．
　Khorat盆地北東部には，南東に流下する
メコン川と平行な背斜軸が存在し，Wat Phu 
Thokはその南東端に位置する隔離された高
さ200ｍほどの丘陵となっている．その切り
立った崖にはPhu Thok層が露出し“sky 
bridge”と呼ばれる木造の通路で上へ登ると
リップルマークやマッドクラックなどの様々
な陸成堆積構造が観察できる．中でも厚さ
10mに及ぶ風成の平板型斜交層理が見事であ
り，高角度の斜交層理が何層準にもわたって
累重する様子が観察できる（写真3）．
　Nakhon Phanom県の恐竜足跡化石サイト
では，Khok Kruat層の砂岩層中に挟まれる
薄い泥岩層下底の，砂岩上面に保存された多
数の恐竜足跡化石が観察できる．層理面はほ
ぼ水平で，リップルが卓越する領域で分けら
れた2カ所の広い範囲にに足跡化石は集中し
ていた．その大半は獣脚類のものだが，一部
鳥脚類やワニ類のものと思われる足跡も見つ
かっている．獣脚類の足跡は，中国や日本で
見つかる足跡属Asianopodusに類似するが，
比較すると全体にサイズが小さいという．ま
た，それらの多くは行跡をなしており，南東
から北西にむけて移動していた幾つもの行跡
があった．
　その後，メコン川に沿うNakhon Phanom
の町を訪れた．隣国のラオスとの国境でもあ
るメコン川では，夕暮れのクルーズ体験がで
き，一同忘れ難い一時に興じた．雄大なメコ
ン川を挟んで，タイ側に日没するNakhon 
Phanomの町のシルエットと，ラオス側の夕
日に照らされた山稜の前に続く河岸の農村の
寂しい家並みは印象的であった（写真4）．夕
日と人工照明に照らされて輝く岸辺の大きな

小布施彰太（福井県立大学）

写真1　シンポジウムの
会場となったホテルで
の集合写真
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ナーガ（インド神話に由来する蛇神）像が非
常に情景的であった．
　３日目は，同県内のWat Phra That Phanom
（Stop 6）を訪れ観光した後，Sakon Nakhon
県 の 貯 水 池（Stop 7） でKhorat層 群Phu 
Phan層の礫質砂岩層を観察，最後にKalasin
県のSirindhorn博物館（Stop 8）の見学を行
った．
　Wat Phra That Phanomは，タイ北東部で
よく見られる，高い尖塔状の構造をした寺院
である．煌びやかな黄金の装飾が目を引き，
広い敷地の内外には土産屋や屋台なども多
く，大変賑やかであった．参拝する地元の
方々もよく見かけられ，タイの人々の信仰の
厚さを感じた．
　Sakon Nakhon県Phuphayol国立公園で訪
れたHuai Huat貯水池では，Phu Phan層の礫
質砂岩層が観察できた．礫は石英，チャー
ト，砂岩そして火成岩岩片によって構成され
ており，全体的な礫の淘汰は悪い．斜交層理
の測定から古流向が西および南西に向かって
いることが分かっており，現地でも参加者の
間で礫の供給源についての議論がなされてい
た．
　午後はKalasin県に移動し，最後のStopで
あるSirindhorn博物館を訪れた．初めに博物
館に併設されたPhu Kum Khao恐竜発掘サイ
トを見学したが，大半の大型骨格化石を露頭
に残したままの骨格化石層の展示が圧巻で，
ほぼ完全な状態で関節したPhuwiangosaurus 
sirindhornaeには驚かされた（写真5）．博物

館も素晴らしい展示で，タイ産の恐竜などが
展示された大ホールを中心に，地球の始まり
から原生代から中生代にかけての生物の進
化，そして恐竜の時代，哺乳類の時代へと移
っていく非常にわかりやすいものとなってい
た．ここでもバックヤードを見学し，国内各
地から産出する膨大な標本を見せていただい
た．恐竜以外にも，ワニ類といった爬虫類や
魚類なども見ることができ，非常に実りのあ
る見学であった．
　今回のシンポジウムではタイの素晴らしい
地質や恐竜化石に触れることができ，研究の
進展はもちろん，一般の方々への教育・アウ
トリーチ活動の成功を期待ぜざるをえない気
持ちになった．

◆シンポジウム◆
　シンポジウムはKhon Kaen県のCharoen 
Thani Hotelにて，2日間にわたって開催され
た．“Cretaceous Terrestrial and Marine 
Environments in Asia and the Western 
Pacific” お よ び“Evolution of Cretaceous 
Terrestrial and Marine Ecosystems in Asia 
and the Western Pacific”と題した2つのト
ピックのもとで進められ，アジアにおける白
亜紀の環境ならびに生態系についての議論お
よび意見交換がなされた．講演数は両日合わ
せて，口頭発表が32件（うち基調講演5件），
ポスター発表が14件であった．そのうち日本
からは口頭，ポスター合わせて5人が発表し
た．

　１日目は，Khon Kaen県知事の挨拶から
始 ま り，Nares Sattayarak教 授， タ イ 国
Mahasarakham大学Varavudh Suteethorn博
士，茨城大学・IGCP 608代表安藤寿男教授，
韓国全南大学Min Huh教授らによる基調講演
がなされた．基調講演ではタイのKhorat層
群とそこで産出する恐竜化石のレビューや，
日本における白亜系陸弧海溝系研究の最前
線，韓国の無等山世界ジオパークなどの紹介
がされた．続いて，各国での堆積学，層序
学，年代学などの研究成果の発表が行われ
た．特にRomani Amiot博士の，東アジアに
おける網羅的な古気温推定の研究が印象的
で，複数の生物相比較においても非常に重要
な材料であると感じた．この日はポスター発
表のコアタイムもあり，多くの人々が発表者
と議論を交わしていた．現地の学生も参加し
ており，積極的に質問する様子がよく見受け
られた．学生自身によるポスター発表もあ
り，Puwiangosaurusの脳エンドキャストを
用いた研究など非常に興味深い内容が見られ
た．
　2日目は，植物化石や軟体動物化石，恐竜
を含む脊椎動物化石などの産出報告，生層
序，生物相の多様性のレビューなどの発表が
行われた．日本からも，平山廉教授による日
本における非海成白亜系のカメ化石のレビュ
ーや，薗田哲平博士，今井拓哉氏による福井
県勝山市より産出したカメ類や鳥類，柴田正
輝博士によるKhorat層群より産出した新属
新種の鳥脚類の紹介がされた．そして最後
に，Gang Li教授（中国科学院南京地質古生
物研）によりIGCP 608に続く新たなプロジ
ェ ク ト，“Cretaceous earth dynamics and 
climate in Asia”の提案（2018年10月中旬提
出）が紹介されて本シンポジウムは幕を閉じ
た．
　新たなプロジェクトは，アジアの白亜系に
おける高解像度の地質記録抽出に重点を置い
て，白亜紀の気候・地理・環境復元を目指
し，そして，地質イベントと気候・環境変動
との関連を明らかにすることを主な目的とし
ている．このプロジェクト提案はIGCPの科
学委員会による審査を経ることになるが，採
択されれば（2019年の３月には結果が公開予
定），アジア各国を開催地とした集会を行う
ことになっている．新たなプロジェクトの採
択を祈ると同時に，その場合には自分もでき
る限り国際的プロジェクトに参加し，アジア
の地質学・古生物学への見聞や知識を深めて
いきたい．今回の国際シンポジウムを成功に
導いた安藤教授を始めとする組織委員会の
方々に心から感謝の意を表したい．

写真2（左上） Phra Wihan層の河川堆積物．写真3（右上）Phu Thok層の風成砂岩層と斜交層
理．写真4（左下）メコン川から眺める夕日とNakhon Phanomの町．写真5（右下）Sirindhorn
博物館に隣接する恐竜化石発掘サイト
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1．Nishinoshima volcano in the Ogasawara Arc: New 
continent from the ocean?
Yoshihiko Tamura Osamu Ishizuka Tomoki Sato Alexander R. 
L. Nichols

西之島：新しい大陸が海から出現？
田村　芳彦，石塚　治，佐藤　智紀，Alexander R. L. Nichols
　西之島は東京から1000 km南に位置する，小笠原弧の海底火
山である．2013年11月，西之島は40年ぶりに噴火した．陸上と
海底の調査により，西之島海底火山の本体が安山岩であること
が明らかとなり，海底から採取された溶岩（斑晶に乏しく，か
んらん石を含有する安山岩）の分析からは，安山岩マグマの新
しい成因モデルが提示された．マントルの浅い部分（30km以
浅）は斜長石かんらん岩で構成され，この低圧マントルの含水
下の部分融解により，初生安山岩マグマが生成した．このマグ
マから，主にかんらん石が結晶分別することによって，西之島
の安山岩マグマがつくられた．一方，西之島付近の古い時代の
小海丘は玄武岩でできており，初生マグマの組成が，玄武岩質
から安山岩質へと，時間とともに変化したことも示された．す
なわち，マントルの融解深度が地殻直下へと浅くなってきたこ
とが示された．地殻の薄い海洋島弧において生成された安山岩
は，プレートの衝突帯で集積することにより，大陸へと成長し
ていく，と考えられる．
Key Words：安山岩，島弧マグマ，大陸地殻，海洋島弧，マン
トル

2．Japan's earliest ostracods
David J. Siveter Gengo Tanaka Mark Williams Peep Männik

日本最古の介形虫
Siveter J. David，田中源吾，Williams Mark，Männik Peep
　日本の中生代，新生代とりわけ第四紀の介形虫群集が解明さ
れているのに対して，古生代初期の群集はほとんど記載されて
いない．本論文は，日本の古生代初期のテレーン，宮崎県の黒
瀬川帯中の祇園山，岐阜県の飛騨外縁帯中の一重ケ根のシルル
系ウエンロック統およびラドロウ統から，パレオコピダ目とポ
ドコピダ目介形虫群集を初めて報告するものである．群集は，
パレオコピダ目，Eurychilinoidの新属新種Pauproles supparata 
gen. et sp. nov., Hollinoidの新種 Hollinella orienta sp. nov.，そ
してBeyrichioidの新種Clintiella antifrigga sp. nov.を含む．介
形虫群を産出した祇園山のから得られたコノドント群はシルル
紀中期を示し，本邦における最古の介形虫と位置付けられる．

これらの介形虫群は，特にローレンティア大陸およびバルチカ
大陸との関連を示す．この介形虫の分布パタンには地理的な規
制よりも気候的な規制が強く働いていた．パレオコピダ3種は，
成体の二形（おそらく性的な）のペアを含み，日本最古（423
～433Ma）の「カップル」であったのかもしれない．
Key words：二形，日本，介形虫，古地理学，シルル紀

3．Devonian shallow marine ostracods from central Japan
Gengo Tanaka David J. Siveter Mark Williams

中部日本産デボン紀の浅海性介形虫化石
田中源吾，Siveter J. David，Williams Mark
　中部日本のデボン系，福地層中部頁岩部層より，2新種
（Clavofabellina fukujiensis n. sp.お よ びBythocypris wangi n. 
sp.）を含む13種の介形虫群を報告した．これらの介形虫群の
多くは，同時期の南中国の介形虫群と，種レベルで一致した．
このことは，中部日本の飛騨外縁帯が，デボン紀前期において，
南中国大陸の浅海性介形虫群と生物地理学的な類似性を持って
いたことを示唆する．
Key words：デボン紀，福地層，介形虫，古生物地理学

4．Evolution of the Taebaeksan Basin, Korea: I, early 
Paleozoic sedimentation in an epeiric sea and break-up of 
the Sino-Korean Craton from Gondwana
Duck K. Choi

5．Evolution of the Taebaeksan Basin, Korea: II, late 
Paleozoic sedimentation in a retroarc foreland basin and 
assembly of the proto-Korean Peninsula
Duck K. Choi

6．Radiolarian-based study on the fabric and the 
formation process of the Early Cretaceous mélange near 
Zhongba, Yarlung-Tsangpo Suture Zone, southern Tibet
Xin Li Atsushi Matsuoka Yalin Li Yushuai Wei Chengshan 
Wang

7．The Kellwasser events in the Upper Devonian Frasnian 
to Famennian transition in the Toc Tat Formation, 
northern Vietnam
Toshifumi Komatsu Ryota Urakawa Toshitaka Inada Kazuki 
Yamauchi Takumi Maekawa Reishi Takashima Mark 
Williams Phong D. Nguyen Hung D. Doan Minh T. Nguyen 
Shuji Niko Gengo Tanaka Tatsuhiko Yamaguchi

北部ベトナムに分布するトクタット層における上部デボン系フ
ラスニアン階～ファメニアン階に挟まれるケルワッサー事変
小松俊文, 浦川良太, 稲田稔貴, 山内一輝, 前川　匠, 高嶋礼詩, 
Mark Williams, Phong D. Nguyen, Hung D. Doan, Minh T. 
Nguyen, 児子修司, 田中源吾, 山口龍彦
　北部ベトナムのシーファイ峠地域に分布するトクタット層の
上部デボン系の堆積環境とコノドント生層序，炭酸塩岩の安定
炭素同位体比，産出化石について検討した．この地域のトクタ
ット層下部は，炭酸塩プラットフォームの海底斜面から海盆底
で堆積した炭酸塩岩類からなる．これらの堆積物からは，
Palmatolepis nasuta帯, Palmatolepis linguiformis帯， 
Palmatolepis triangularis帯に特徴的なコノドントが多産し，

Vol.28, Issue 1

　Islands Arcは，2016年より隔月出版となりまし
た．最新号のVol. 28, Issue 1 が2019年1月に発行さ
れました．学会ホームページから会員ログインす
ると全文がオンラインで無料閲覧できます．是非
ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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Pa. triangularisの初産出で定められるフラスニアン／ファメニ
アン境界を挟んでいる．安定炭素同位体比は，2層準で明瞭な
正のシフトを示し，下位の正のピークは下部～中部Pa. nasuta
帯に挟まれており，上位の正のピークはフラスニアン／ファメ
ニアン境界の直上にある．これらの事実から，安定炭素同位体
比の２つの正のシフトは，大量絶滅で知られている下部・上部
ケルワッサー事変層準に対比されることが分かった．Nowakia
やStyliolina, Homoctenus, Metastyliolina?からなるテンタキュ
リトイド類は，Pa. nasuta帯で多産するが，これらの産出量は
下部ケルワッサー事変よりも下位の層準で劇的に減少し，
StyliolinaとHomoctenusのみがファメニアン階まで産出する．
Key words：炭素同位体，コノドント，堆積環境，フラスニア
ン／ファメニアン境界，デボン紀のケルワッサー事変，ベト
ナム

8．Mineralogical characterization of the thrusted 
manganese ore above the Blackridge Thrust Fault, 
Kalahari Manganese Field: The footprint of the Mukulu 
Enrichment
Nicholas A. Vafeas Karel S. Viljoen Lauren C. Blignaut

9．Coexisting different types of zoned garnet in kyanite ‐
quartz eclogites from the Sanbagawa metamorphic belt: 
Evidence of deformation ‐ induced lithological mixing 
during prograde metamorphism
Masaki Enami Jun ‐ Ichi Kimura Motohiro Tsuboi Yui 
Kouketsu Takayoshi Nagaya Shuaimin Huang

三波川帯藍晶石－石英エクロジャイト中に共存する累帯構造を
異にするざくろ石：変形運動によって引き起こされた累進変成
作用中の岩石混合の証拠
榎並正樹・木村純一・壷井基裕・纐纈佑衣・永冶方敬・黄　帥
敏
　四国中央部・別子地域三波川帯に産する石英エクロジャイト
中のざくろ石は，エクロジャイト相とそれに続く緑レン石－角
閃岩相の両累進変成作用時に，それぞれ形成されたコア部とマ
ントル／リム部から構成されている．そして，コア中心部の組
成累帯構造の違いによって，Type Iから Type IVのざくろ石
に区分される．Type Iざくろ石は普遍的に産し，試料によって
は他のTypeのざくろ石と共存する場合がある．共存するざく
ろ石は，成長の途中から互いに共通する累帯構造を示し始める．
これらの特徴から，初期には互いに異なる全岩組成（鉱物共生）
のもとで形成されたざくろ石が，エクロジャイト相累進変成作
用の過程で，岩石の機械的混合によって同一岩石中に共存する
ようになったと考えられる．すなわち，異なる累帯構造を持つ
ざくろ石の共存は，岩石の機械的混合や流体活動によって引き
起こされる物質相互作用によって， 変成作用の途中で全岩組成
が変化し，構成鉱物の反応関係や共生関係が変化しうることを
示唆する．
Key words：エクロジャイト，ざくろ石，岩石混合，三波川帯，
累帯構造．

10．Dunite channels within a harzburgite layer from the 
Horoman peridotite complex, Japan: Possible pathway 
for magmas

Masako Yoshikawa Kiyoaki Niida David H. Green

北海道幌満かんらん岩体のハルツバージャイト層内のダナイト
チャネル：マグマ通路の可能性
芳川雅子・新井田清信・David H. Green
　北海道幌満かんらん岩体のハルツバージャイト層内の層構造
に斜交する２つのダナイトチャネルは，かんらん石の粒径サイ
ズが多岐にわたり，最大1.6mのかんらん石巨晶が認められる．
ダナイト中のパイロクシナイト脈・細脈や単一鉱物相のかんら
ん石脈・細脈は，かんらん石巨晶を切る．鉱物の主要元素組成
の特徴はチャネル毎に異なり，それらの特徴から置換性ダナイ
トと推測される．パイロクシナイト脈中の単斜輝石のSr‒Nd同
位体比は，中央海嶺玄武岩のものと類似し，チャネル毎に異な
る．単斜輝石の微量元素組成から推定したメルト組成の特徴か
らも，これらのメルトは類似した起源をもつ個別のメルトであ
ると考えられる．両輝石から得られたダナイトの晶出Rb‒Sr年
代は約50Maである．これらのかんらん石巨晶を伴うダナイト
チャネルは苦鉄質マグマの通過によって形成され，沈み込んだ
海洋リソスフェア由来のメルトの影響を受けていることが示唆
される．
Key words：ダナイトチャネル，マグマの通路, パイロクシナ
イト脈，Sr‒Nd同位体比，微量元素組成

11．Lithium isotope variations in Tonga‒Kermadec arc‒
Lau back ‐ arc lavas and Deep Sea Drilling Project 
(DSDP) Site 204 sediments
Raul Brens Jr. Xiao-Ming Liu Simon Turner Tracy Rushmer

12．Adjustment processes of mountainous rivers affected 
by tilting uplift: Laboratory experiments and a case 
study of Yakushima Island, Japan
Reiko Genno Noritaka Endo

山岳河川の傾動隆起に対する応答過程：室内モデル実験と屋久
島
源野玲子・遠藤徳孝
　岳流域での土砂生産は，隆起に応答する河川の下刻作用とそ
れに誘発される斜面崩壊により長期間継続する．一様な隆起に
比べ，非一様な隆起に対する河川の遷移過程は十分に理解され
ていない．本研究では，隆起速度が上流側へ（1）線形に減少
する場合と（2）線形に増加する場合のモデル実験を行い，同
様の隆起を受けている屋久島の2流域と共に検討した．（1）の
実験では，屋久島東部流域の河川と同様の，河川縦断形の中ほ
どに上に凸形の区間が生じた．凸形区間の両端は遷急点であり，
上流側の遷急点は下流側に比べて遡上速度が遅い．これは，上
流側の隆起量が小さく，標高が平衡状態より低いことを反映し
ており，屋久島も同様と考えられる．（2）では，屋久島西部流
域と同様，河川縦断形は全体的に下に凸の形状となった．流域
内の開析の進み方が時空間的に異なることから，土砂生産速度
の時空間分布は隆起速度の非一様性とその方向に依存すると想
像される．
Key words：岩盤河川，水槽実験，平衡河川，遷急点，下刻，
河川縦断形，傾動

12-13_IslandArc.indd   13 2019/01/24   18:09



14 日本地質学会News　22（１）

☆西日本支部

お知らせ

西日本支部平成30年度総会・第170回例会

日時：平成31年3月2日（土）例会・総会
場所：長崎大学　教育学部棟　本館4階
キャンパス地図http://www.nagasaki-u.ac.jp/ja/access/bunkyo/
index.html
 ・ 例会参加費：一般　1,000円/人，学生　500円/人
 ・ 懇親会参加費（予定）：一般　5,000円/人，学生　2,500円/人
　※懇親会はお申込者のみの受付となります（当日受付なし）

講演申込
 ・ 発表は口頭もしくはポスターです．
 ・ 口頭発表は15分（質疑込み），ポスターサイズは幅90cm以下，
縦170cm以下．
 ・ 学生発表者には「優秀発表賞」を設けております．
 ・ 講演要旨原稿は地質学会年会のフォーマットと同じ形式と
し，PDFファイル（フォント埋め込み）とWord形式ファイ
ルの両方を西日本支部事務局までe-mailにてお送り下さい．
 ・ お申込みの際には，下記情報をあわせてお知らせ下さい．
1）連絡先（発表者氏名・所属・e-mail・電話）
2）発表様式（口頭・ポスター・どちらでも可，のいずれか）
3）一般 or 学生
4）懇親会の参加・不参加
参加のみ
上記1），3），4）を支部事務局までe-mailにてお知らせ下さい．
※締め切り：平成31年2月15日（金）

CPD単位証明書の発行
　地質技術者への継続教育の一環として，大会参加者・発表者
へCPD単位を発行します．
　大会参加と口頭／ポスター発表の「受講証明書」は，当日15
時以降に会場受付にてお渡しします．
 ・ ポスター発表：1×ポスター制作時間（h）（上限15）
 ・ 口頭発表：5×発表時間（h）（15分の場合：5×1/4h=1.25単
位）
 ・ 学会参加：1×滞在時間
委任状
　総会にご出席できない方は，下記様式の委任状を支部事務局
へお送り下さい．
（e-mailでも結構です）
================　委任状　================
日本地質学会西日本支部平成30年度総会・第170回例会におけ
る議決権を，
　　　　　　　　　　　　様に委任いたします．

平成 　　 年　　月　　日
御氏名：　　　　　　　　　　　　　　　
=========================================
委任先が無記名の場合は，「議長」とさせて頂きます．

お問い合わせ先，および講演要旨原稿の送付先（西日本支部事
務局）
〒690-8504　島根県松江市西川津町1060
島根大学 総合理工学部 地球科学科　亀井淳志
（tel: 0852-32-6454，e-mail: kamei-a@riko.shimane-u.ac.jp）

支部コーナー

表紙紹介　第9回惑星地球フォトコンテスト：日本地質学会会長賞

「ワディの河床」
写真：正会員　佐藤由理（大分県）

【撮影場所】スーダン カッサラ州カッサラ　ガシ川

【撮影者より・地質解説】スーダン国東部のカッサラ州を流れるワディ，ガシ川は，隣国エリトリアを源流とし同州内で消滅

します．雨期には多量の土砂を含む濁流が流れますが，乾期は干上がり，板状にめくれ上がった河床では級化層理や流痕が観

察されます．写真奥に見える山は，カッサラのシンボルのタカ山．緑に見えているのは，メスキートという植物で，乾燥地帯

の緑化のために導入されましたが，近年地下水を浪費するとして，駆除が必要とも言われています．

【審査委員長講評】ワディとは，豪雨の時だけ水が流れる枯れ川のことです．グーグルアースで撮影地を調べると上流にも下

流にも流路が消えてしまう不思議な川でした．作者は現地で水資源の仕事に従事されている方なので，作品を見て解説文を読

むといろいろなことが学べます．画面の3分の2をワディのひび割れた河床，遠景に岩山，その間に緑の木々の構成と色のバラ

ンスも秀逸です．（白尾元理）
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　日本火山学会は，火山に関する学会としては1932年に世界で
初めて設立された学会で，現在約1,100名の会員の活動の場とな
っています．毎年秋には秋季大会が開かれ，2018年度は9月26
日（水）から9月28日（金）の3日間にわたって秋田大学手形キ
ャンパスで開催されました．また，学会の前後には男鹿半島・
大潟ジオパーク，ゆざわジオパークにてジオツアー，十和田カ
ルデラ・奥入瀬渓流にて現地討論会が行われました．ここでは
筆者が参加したジオツアーと口頭発表の報告をさせていただき
ます．

『男鹿半島・大潟ジオパークの一ノ目潟を間近で見る！！』ジ
オツアー
　学会初日の前日に催行されたジオツアーに参加しました．主
催は男鹿半島観光協会で，全行程を男鹿半島・大潟ジオパーク
ガイドに解説していただける5時間ほどのお気軽な巡検です．
関西と九州でしか生活したことのない筆者にとって，東北地方
は馴染みのない土地であり，今回が秋田県初上陸でした．まし
て男鹿半島なんてこの機会を逃すと一生訪れることがないかも
しれない，との思いから参加しました．
　13時30分に20名ほどを乗せてマイクロバスはJR秋田駅東口を
出発．参加者の半分ほどは火山学会とは関係のない一般の方々
です．秋田ののどかな風景の中を1時間ほどひた走り，最初に
着いたのは男鹿半島の西端にある八望台という見晴らしの良い
展望台です．北は白神山地，南は奥羽山脈までを望め，眼下に
は西に戸賀湾と二ノ目潟・三ノ目潟（写真1），東に一ノ目潟が
広がっています．
　42万年前に始まった火成活動によってできた火口の西半分に
海が侵入して戸賀湾が最初に形成されました．この火口の周囲
には軽石などの噴出物が堆積したタフリングが残っています．
その後，8万年前から数万年前の火成活動により，3つの目潟が
形成されました．いずれも一度の活動でできた単成火山の爆裂
火口（マール）を地下水が満たした湖で，東北地方唯一の火山
湖です．大きさは一ノ目潟が直径約600m，面積0.26km2，水深
44.6mと最大，次いで三ノ目潟が約400m，0.08km2，11.8m，二
ノ目潟が約400m，0.11km2，31.0mとなっています．一ノ目潟
は国指定，三ノ目潟は県指定の天然記念物に指定されています．
ちなみに，この「目潟」という聞きなれない単語，江戸幕府直
轄の湖であった当時，「御潟」（みかた）が訛ったものであると
いう説が有力だそうです．
　八望台を後にした我々は今回のツアーのメイン，一ノ目潟の

湖畔へと向かいました．一ノ目潟は安山岩中にマントル起源の
カンラン岩捕獲岩を豊富に含むマールとして世界的に有名で
す．しかし悲しいかな，1990年代から2000年代にかけて多くの
研究者や愛好家によって採集しつくされ，我々が訪れたときに
は欠片ほども容易には見つからないのでした．そもそも，国指
定の天然記念物なので，落ちていたとしても持ち帰りはご法度
なのです．火山学会の参加者たちは前かがみになったりしゃが
んだりしてカンラン岩の欠片がないか血眼で探し，一般の方は
都会の喧騒とは程遠い静謐な湖畔を優雅に散策，そのコントラ
ストが印象的でした（写真2）．
　今回のガイドの澤木博之さんも，天然記念物に指定される前
に採集しては自宅に持ち帰り，奥さんに「2階の床が抜けるか
らほどほどにしなさい！」とお叱りを受けていたそうです．実
はこのジオツアー当日が筆者の23歳の誕生日だったのですが，
お祝いにと3㎝ほどの大きさのカンラン岩捕獲岩をいただきま
した．今となっては入手困難な標本なので，これは本当に嬉し
いサプライズでした。

交流会
　学会2日目の夜に秋田大学生協食堂で開催された立食パーテ
ィーです．昨年度の秋季大会（熊本大学）では馬刺しやからし
蓮根，焼酎など熊本の美味が振る舞われ大満足だったので，と
ても楽しみにしていたイベントです．
　今年度はやはり秋田ということで，日本酒の注がれた枡で乾
杯してスタート！，おつまみの「いぶりがっこ」クリームチー
ズ和えがよく合いました．「いぶりがっこ」は秋田の伝統的な
漬物で，干し大根の燻製を米ぬかで漬け込んだものです．雪国
ならではの知恵ですね．上述のジオツアーでもお土産に1本購
入しました．筆者は交流会で初めて食しましたが，すぐに燻製
の風味のとりこになりました．また，きりたんぽ汁や稲庭うど
んなど全国的に知られる名物との邂逅を果たしました．
　会の目玉はなんといっても男鹿なまはげの来襲です．勇猛な
なまはげたちが太鼓を激しく打ち鳴らすパフォーマンスは，ま
さに圧巻の一言に尽きました（写真3）．
　このように秋田の食と文化を存分に堪能することができ，思
い返すと本当に幸せな時間でした． 

初めての口頭発表
　学会3日目午後の「火山現象のダイナミクスと素過程」とい
う公募セッションの中で，『火道を上昇するマグマ内における

写真1：戸賀湾（奥）と二ノ目潟（手前）．

院生コーナー

火山学会秋季大会参加報告

九州大学理学府地球惑星科学専攻
（岩石循環科学分野（寅丸研究室）修士1年）

西脇　瑞紀

14-1 _ 表 .indd   1 2019/01/24   18:23



16 日本地質学会News　22（１）

名誉会員　　小坂丈予（2011年11月23日） 正会員　　青木　憲（2018年2月27日）
　　　　　　小林英夫（2018年8月14日） 　　　　　大沼恵美子（2018年7月21日）
　　　　　　熊井久雄（2018年10月28日） 　　　　　堀　秀道（1月3日）
　　　　　　杉崎隆一（1月3日）
　　　　　　中沢圭二（1月15日）

本会の次の方々が逝去されました．謹んで哀悼の意を表します．

訃　報

水の減圧発泡について：粘性を含む核形成速度の定式化と気泡
数密度の再評価』という題目で口頭発表をしました．火山学会
の中でもかなりニッチな分野のニッチな研究です．これまで学
会のポスター発表は2回経験していたのですが，口頭発表は初
めての挑戦でした．
　初めての口頭発表なのだから，さぞかししっかりと準備をし
たのであろう，と思われるでしょうが，恥ずかしいことに，福
岡にいる間にスライドを人前で見せながら話す練習をしたのは
たったの1回，さらに指導教官の寅丸敦志教授に初めてスライ
ドをチェックしていただいたのは学会2日目の朝でした．この
時点まで，「最近の室内実験結果が従来の理論から乖離してい
るので，理論の改良を行いました」という構成で話す予定でい
ました．ところが，議論の結果，室内実験結果の解釈が誤って
いたことが発覚，急遽論理の組み直しの必要を迫られることと
なりました．結局2日目は夕方までスライドの作り直しに追わ
れ，たくさんの不安要素を残したまま発表当日を迎えたのでし
た．
　筆者の発表は昼食休憩が終わってから5番目でした．しかも
90分のコマの中で学生は自分1人，ほかは産業技術総合研究所
の下司信夫さんをはじめとする大御所揃い！昼食休憩中は心臓
が破裂して死ぬんじゃないかと本気で思うほどに緊張しまし
た．ところが，いざセッションが始まってみると，発表者・聴
衆ともに和やかな雰囲気であることがわかり，自分の番になっ
たときにはかなりリラックスした状態で臨むことができまし
た．どうしても数式やグラフを提示することの多い内容なので，
ゆっくり丁寧に話すことを心がけました．結果的に時間配分は
うまくいき，2鈴が鳴って間もなく話し終えることができまし
た．質疑では東北大学の小園誠史准教授，東京大学地震研究所

の市原美恵准教授から質問をいただきました．質問の内容が理
解しきれず，焦って曖昧な応答をしてしまったことが心残りで
すが，後で個人的にお話しして解決できたことは収穫でした．
　発表後の休憩時間には早稲田大学の山田耕准教授，東北大学
の奥村聡准教授，防災科学技術研究所の三輪学央主任研究員か
らお声かけいただき，議論する機会に恵まれました．第一線の
研究者の方々に自分の研究内容に興味を持っていただけること
は本当に嬉しいことです．
　なお，本講演は日本火山学会学生優秀口頭発表賞第06号を受
賞いたしました．

総括・謝辞
　まだまだ学会の経験の乏しい筆者にとって，火山業界の人々
の温かさ，懐の広さを知ることができた点において，今回の火
山学会秋季大会は非常に意義深いものとなりました．また，学
生優秀口頭発表賞をいただけたことは筆者にとって大きな励み
となりました．主催者の秋田大学のみなさまと，賞の選考委員
の方々に，この場を借りて感謝申し上げます．
　博士課程進学も視野に入れているので，これからもますます
学術的に面白い研究成果を追い求めていこうと思います．

院生コーナー

常時投稿をお待ちしています．院生コーナーの編集は現在以下
の４名で行っています．原稿は5000字以内，図・写真３点以内
を目安に，e- mailでいただければ幸いです．
16nd204l@vc.ibaraki.ac.jp 羽田裕貴（茨城大）
manto.yamada@gmail.com 山田眞嵩（北大）
smuto@eps.s.u-tokyo.ac.jp 武藤　俊（東京大）
716o.nonn@gmail.com 大山　望（九州大）

左から，写真2：一ノ目潟
湖畔にて．写真3：交流会
にて，男鹿なまはげのパフ
ォーマンス．
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　一般社団法人日本地質学会運営規則により，次年分の会費を前納下さいますようお願いいたします．2019 年４月～ 2020 年３月の会費額は
下記の通りです．

１．自動引落を登録されている方の 引き落とし日は 12月 25日（火）です．
　2019 年度分会費の引き落とし日は 12 月 25 日です．請求書ならびに引き落とし通知の発行は省略させていただきますのでご了承下さい．こ
れより以前に不足額がある場合には加算され，余剰金がある場合はその分を減額して引き落としとなります．通帳には金額とともに「チシツ
カイヒ」あるいは「フリカエ」，「SMBC」などと表示されますので，必ずご確認下さい．

２．自動引き落としをご利用下さい．
　12 月 25 日の引き落としには間に合いませんが，請求書に同封の書式にてぜひ自動引き落としのお申込をお願いいたします（2019 年 6 
月にも引き落とし手続きを行う予定です）．自動引き落としによる払込をより多くの会員に積極的に採用して頂きたく，ご協力をお願
いいたします．自動引き落としを希望する方は，「自動払込利用申込書」（本誌巻末にも掲載）をお送り下さい．

３．上記以外の方（お振り込み）
　先日請求書兼郵便振替用紙をお送りいたしました．折り返しご送金くださいますようお願いいたします．

一般社団法人日本地質学会　会計委員会

一般社団法人日本地質学会運営規則
第２章　第７条（会　費）
　学会は会費の年額（４月１日～翌年３月末日）を次のように定め，
会員は当該年度の初日までにこれを支払うこととする．入会の際には
当該年度の年額を支払うこととする．
　（1 ）正会員：12,000 円
 　　 ただし，大学学部ならびに大学院に在籍するものは，毎年度ご

とに所定の申請書を提出した場合，それぞれ学部学生割引と院
生割引を適用し，年会費を 5,000 円ならびに 8,000 円とする．こ
れらに準じる身分の学生についても同様の扱いとする．

　（2 ）賛助会員：１口 25,000 円，２口以上
 　　 ただし，諸般の事情により理事会が認める場合は，１口とする

ことができる．
２　 会費の変更は，理事会の議決により，総会の承認を得なければな

らない．
３　 会員は，上記に定める会費を当該会計年度の前に一括納入しなけ
ればならない．ただし，やむを得ぬ理由により理事会が認める場
合は，分納もしくは減免することができる．

４　会費を滞納した会員については次の処置をとる．
　（1）滞納期間が６ヶ月以上となった場合には，地質学雑誌等の会誌

の送付を停止する．
　（2）滞納会費が納入された場合には，送付を停止した地質学雑誌等

の会誌の送付を再開する．ただし，会誌の在庫の関係で送付が
できないことがある．

　（3）地質学雑誌への投稿，講演会での講演を制限することがある．
　（4）会費支払いの督促を受けつつ，正当な理由なく，かつ，退会届

を提出せぬままに会費を滞納した会員は，滞納４年度目をもっ
て，理事会の議決により会員の資格を喪失させ除籍とする．

2019 年度の会費払込について

 会員資格 2019 年 4 月～ 2020 年 3 月分会費

※学部に在籍している学生の方，定収のない大学院生（研究生）の方で，それぞれ所定の書式で申請をされた方にのみ割引会
費を適用します．なお，2018 年度までの学部学生割引・院生割引会費についての申請は終了しておりますので，2019 年度会費
にのみ適用となります．

　正会員 12,000 円
　　〃　（院生割引）※　要申請 8,000 円
　　〃　（学部学生割引）※　要申請 5,000 円
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学部学生・院生（研究生）の方へ「割引会費申請」について

2019年度（2019．4～2020．3）学部学生割引・院生割引会費の受付中

　一般社団法人日本地質学会運営規則により，学部学生・院生（研究生）については，本人の申請
によりそれぞれ割引会費が適用されます．該当される会員は下記の書式にて申請書を提出してくだ
さい（郵送に限る）．なお，これまで（～2018年度）の学部学生割引・院生割引会費についての申
請受付は終了していますので，2019年度分の申請のみ適用となります．

★注意★
　 毎年更新となりますので，次年度会費について該当する方は，必ず申請してください．
　 2019年度から社会人になるかたは，割引会費の申請はできません．

送付先：〒101-0032　東京都千代田区岩本町2－8－15　井桁ビル6階
一般社団法人日本地質学会

2019年度一般社団法人日本地質学会
学部学生割引・院生割引会費申請書

一般社団法人日本地質学会　御中
　　　　私は，運営規則第2章第7条第1項（1）に基づき，2019年度会費の

学部学生割引　　・　　院生割引　　（いずれかに○）

を申請いたします． 

申請日　　　年　　月　　日　

会員番号：

会員氏名：

現在の所属・学年：　

大学 学部  　　　　       学科 年在学中

大学大学院 研究科
専攻

前期 ・ 後期
年在学中

2019年４月からの所属：（現在の所属と同じ場合には「同上」でも可）
大学・大学院名 学部学科・研究科専攻名

上記，本学の学生につき，学部生・定収のない院生（研究生）であることを証明いたします．

指導教員（等）
　　所属：
　　氏名： 印  　

最終締切

2019年3月29日（金）
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SMBCファイナンスサービス株式会社

一般社団法人 日本地質学会 会 費 等

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

☎03-5444-1533　〒108-6350　東京都港区三田3－5－27

（不備返却先）
　SMBCファイナンスサービス㈱決済ビジネス事務部

（金融機関へのお願い）

－預金口座振替規定－　※ゆうちょ銀行払いは除く。

ゆうちょ銀行をご指定の場合は自動払込み規定が適用されます。

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

ゆ
う
ち
ょ
銀
行

ゆ
う
ち
ょ
銀
行
以
外
の
銀
行

ゆうちょ銀行
お 届 け 印

捨印
ゆうちょ銀行を除く

ゆうちょ銀行以外の銀行またはゆうちょ銀行のどちらか一方に記入して下さい。

（金融機関用）

SMBCファイナンスサービス株式会社

取
扱

店 日

附
印
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