
©一般社団法人日本地質学会　〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15　井桁ビル6F　電話03-5823-1150
Fax 03-5823-1156   E-mail：main@geosociety.jp  ホームページ http://www.geosociety.jp

地質学雑誌　第125巻　第3号（通巻1482号）付録　平成31年3月15日発行（毎月1回15日発行）

日本地質学会News
Vol.22  No.3  March  2019

00_表01-04.indd   1-2 2019/03/25   13:04



　ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140−8−28067
　40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方
は学会事務局までお問い合わせ下さい．No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

地　質　学　論　集
第 40 号　 中央構造線のネオテクトニクス—その意義と問題点—．岡田篤正ほか編，250pp., 1992年12月刊，会員頒価3,200円，

〒350円
第 41 号　 中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒300円　
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒350円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒350円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 45 号　 シーケンス層序学—新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒300円
第 47 号　日高地殻—マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒350円
第 48 号　 Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan—　岡田博有

ほか編，188pp.，1997年６月刊，会員頒価 2,100円，〒350円
第 49 号　21世紀を担う地質学．新妻信明ほか編，232pp.，1998年３月刊，会員頒価 2,500円，〒350円
第 50 号　 構造地質　特別号—21世紀の構造地質学にむけて—．狩野謙一ほか編，（売り切れました）
第 51 号　 地震と地盤災害—1995年兵庫県南部地震の教訓—．岡田博有ほか編， 162pp.，1998年３月刊，会員頒価3,000円，

〒350円
第 52 号　 オフィオライトと付加体テクトニクス．宮下純夫ほか編，316pp.，カラー 10pp.，1999年９月刊，会員頒価3,000円，

〒350円
第 53 号　 本州弧下部地殻と珪長質マグマの生成・活動システム．加々美寛雄ほか編，401pp.，1999年11月刊，会員頒価3,900 

円，〒360円
第 54 号　 タフォノミーと堆積過程—化石層からの情報解読—小笠原憲四郎ほか編，197pp.，1999年12月刊，会員頒価2,900

円，〒350円
第 55 号　ジュラ紀付加体の起源と形成過程．木村克己ほか編，（売り切れました）
第 56 号　古領家帯と黒瀬川帯の構成要素と改変過程．高木秀雄ほか編，253pp., 2000年３月刊，会員頒価2,900円，〒350円
第 57 号　砕屑岩組成と堆積・造構環境．公文富士夫ほか編，240pp., 2000年９月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 58 号　 地震イベント堆積物—深海底から陸上までのコネクション—藤原　治ほか編，（売り切れました）
第 59 号　 沖積層研究の新展開　井内美郎ほか編，212pp.，2006年５月刊，会員頒価2,400円，〒350円

 リーフレットシリーズ
　大地の動きを知ろう—地震・活断層・地震災害—　1995年４月発行　会員頒価200円（非会員300円）
　大地のいたみを感じよう—地質汚染Geo−Pollutions 1997年２月発行　会員頒価200円（非会員300円）
　大地をめぐる水—水環境と地質環境—　2001年５月発行　会員頒価300円（非会員400円）
　日本列島と地質環境の長期安定性　2011年発行　会員頒価500円（非会員600円）

 地質リーフレットたんけんシリーズ（同一リーフレットを20部以上購入の場合割引あり）
　１．箱根火山たんけんマップ—今、生きている火山　2007年５月発行　会員頒価300円
　２ ．屋久島地質たんけんマップ—洋上アルプスは不思議な地質がいっぱい—　2009年３月発行　会員頒価300円
　３ ．城ヶ島たんけんマップ—深海から生まれた城ヶ島—　2010年９月発行　会員頒価300円
　４ ．富士山青木ヶ原溶岩のたんけん—樹海にかくされた溶岩の不思議—　2014年３月発行　会員頒価300円
　５ ．長瀞たんけんマップ—荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみよう—　2016年２月発行　会員頒価300円

 地質リーフレットシリーズ
　１．箱根火山　2007年７月発行　会員価格1,000円（同一リーフレットを20部以上購入の場合割引あり）

 下敷き : 「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」（英語版）１枚200円（非会員300円）

 電子書籍シリーズ
　地学を楽しく！：ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック　　2013年12月発行　［Kindle版/PDF版］　定価1,380円

 講演要旨集ほか
　第118年見学旅行案内書（2011年水戸） 会員頒価2,800円，〒500円
　第117年学術大会講演要旨（2010年富山） 会員頒価4,000円，〒500円
　第117年見学旅行案内書（2010年富山） 会員頒価2,800円，〒500円
　第116年見学旅行案内書（2009年岡山） 会員頒価2,800円，〒500円
　第115年見学旅行案内書（2008年秋田） 会員頒価2,500円，〒500円
　※ このほか，大会講演要旨は，2002年新潟，2003年静岡，2004年千葉，2006年高知，2007年札幌，見学旅行案内書は，

2005年京都に残部があります．

フィールドノート：学会オリジナル．12×19cm．ハードカバー．レインガード使用　会員頒価１冊500円．
クリアファイル：学会創立125周年記念オリジナル．A4対応両面カラー．3枚１セット500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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本会以外の学会およ
び研究会・委員会か
らのご案内を掲載し
ます．

ご案内

IGCP608「白亜紀アジア
－西太平洋生態系」の活動終了と
IGCP679「白亜紀アジアの地球
－気候ダイナミクス」の活動開始

IGCP608の活動終了
2013年3月より開始したIGC（地質科学国際
研究計画）P608「白亜紀のアジア−西太平
洋地域の生態系システムと環境変動」（略称：
白亜紀アジア−西太平洋生態系）は，5年間

（2013-2017年）に加え，1年の延長（2018年）
を経て，6年間の活動が終了いたしました．
ア ジ ア の 白 亜 系 を 対 象 と す るIGCPは，
IGCP350（1993-1998，リーダー：岡田博有）
以 来，IGCP434 （1999-2004， 平 野 弘 道 ），
IGCP507 （2006-2011，Lee Yong Il, 韓 国 ），
IGCP608と，25年にわたって継承されてきま
した．IGCP608でも，東アジアにおける白亜
紀研究のコミュニティとして，滞りなく有意
義で活発な活動を続けることができ，東アジ
ア各国の研究水準の向上と若手研究者育成，
国際交流や共同研究の推進など，IGCPの目
的を達成することができました．
IGCP608の主要な活動についてはホームペー
ジ（http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp） に 掲 載

（3年間はサイトを維持予定）しています．
これまで日本地質学会には，ロゴマーク使用
やニュース誌での集会案内や開催報告記事を
掲載いただきました．長年にわたるご支援・
ご協力に対しまして，深く感謝申し上げます．

後継プロジェクトについて
IGCP608の後継プロジェクトは，Gang Li氏
ほか4名の共同リーダーにより，昨年10月に
提案されました．その後，IGCPの科学委員
会の審査後，2月中旬に，パリのUNESCO本
部で行われたIGCP評議会で，採否が決定さ
れ，IGCP679として採択されました．プロジ
ェ ク ト の 要 約 は，2月21日 に 公 開 さ れ た
UNESCOホームページで見られます．
https://en.unesco.org/news/seven-new-
projects-societal-relevance-join-international-
geoscience-programme
プロジェクトの詳細については，筆頭リーダ
ーのLi氏，もしくは副リーダーの長谷川 卓
氏，地域リーダーの太田 亨氏に問い合わせ
下さい．
なお，第1回の研究集会は10月中旬に，中国
の山東省で行われるとのことです．近日中
に，リーダーより案内が配信される予定で
す．

IGCP679（2019-2023年）の概要
正 式 名：Linkage of Cretaceous solid earth 
dynamics, greenhouse climate, and response 
of ecosystems on lands and in the oceans in 
Asia
略 称：Cretaceous Earth Dynamics and 
Climate in Asia
リーダー：Gang Li（李 罡），中国科学院 南
京地質古生物研究所
副リーダー：
長 谷 川 卓（ 金 沢 大 ）<jh7ujr@kenroku.
kanazawa-u.ac.jp>
Daekyo Cheong（鄭 大教：韓国江原大学校）
Petr Schnabl（チェコ科学アカデミー地質研）
Vandana F. Prasad（ イ ン ドBirbal Sahni古
植物研）
日本の地域リーダー：太田　享（早大教育）
<tohta@waseda.jp>
連絡先：Prof. Gang Li< gangli@nigpas.ac.cn>
Nan j i ng  I n s t i t u t e  o f  G e o l o gy  and 
Palaeonto logy ,  Chinese Academy of 
Sciences

IGCP608リーダー
安藤寿男（茨城大学理学部）

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

静岡大学理学部
地球科学科教員公募

１．職名・人員：准教授，講師，または助教
（任期なし．年俸制を適用します）・１名
２．専門分野：地球科学（固体地球科学およ
びその関連分野）
３．応募資格：
1）女性（静岡大学男女共同参画憲章の基本
方針に基づき女性教員の採用を推進するため
の公募です）
2）博士の学位を有する方
3）地球ダイナミクス講座の講義，実験，実
習，演習等を担当できる能力を持ち，学部学
生・大学院生の教育研究指導に熱意のある方
4）固体地球科学およびその関連分野におい
て，研究歴に相応しい高水準の研究業績があ
る方
４．着任時期：2019年10月1日以降のできる
だけ早い時期
５．応募書類：
1）履歴書（受賞歴，外部資金の獲得状況，
学内外の活動状況を含む）
2）希望する職名
3）これまでの研究・教育歴（教育歴にこれ
まで担当した講義名・実験名などに言及し，

日本語で2000字程度（准教授），1600字程度
（講師），または1200字程度（助教））
4）研究業績目録：Ａ）査読のある論文およ
び総説（欧文，和文を分ける）  Ｂ）査読の
ない論文および総説（欧文，和文を分ける）  
Ｃ）著書（欧文，和文を分ける）  Ｄ）主要
論文（5編以内（准教授），4編以内（講師），
3編以内（助教），それぞれの被引用数（Web 
of Science またはScopusなどデータ源を明
示））  Ｅ）その他審査の参考になる事項（任
意）
5）主要論文の印刷物およびそれらの論文概
要（日本語で各100字程度）
6）本学に赴任した場合の今後の研究・教育
の計画と抱負（日本語で2000字程度）
7）応募者について意見を伺える方2名の氏名
およびメールアドレスと電話番号
６．応募方法：郵送または宅配便．「地球科
学教員応募」と朱書きし，送付履歴が残る方
法で紙媒体をお送りください．なお，応募書
類は返却いたしません．
７．応募締切：2019年5月10日（金）必着
８．面接：選考段階で，面接または講演をお
願いすることがあります．ただし旅費の支給
はありません．
９．その他：（1）研究業績の審査において，
産前，産後休暇又は育児休業取得による研究
中断期間がある場合には，応募者の申出によ
り考慮します．

（2）国際化の進展を図るため，評価が同等の
場合は外国籍の方，あるいは外国で学位を取
得した方を優先する選考を行います．
書類の送付先および問合せ先：
〒422-8529 静岡市駿河区大谷836
静岡大学理学部地球科学科 木村浩之（2019 
年度学科長）
電話：054-238-4784
電子メール：kimura.hiroyuki@shizuoka.ac.jp

日本地質学会に寄せられ
た候補者の募集・推薦依
頼等をご案内致します．

各賞・
研究助成

第16回「日本学術振興会賞」受賞
候補者推薦募集

１．趣旨：我が国の学術研究の水準を世界の
トップレベルにおいて発展させるためには，
創造性に富み優れた研究能力を有する若手研
究者を早い段階から顕彰し，その研究意欲を
高め，研究の発展を支援していく必要があり
ます．この趣旨から日本学術振興会は，平成
16年度に日本学術振興会賞を創設しました．
２．対象分野：人文学，社会科学及び自然科
学にわたる全分野
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３．授賞：授賞数は25件程度とし，受賞者に
は，賞状，賞牌及び副賞として研究奨励金
110万円を贈呈します．なお，日本学士院に
より，日本学術振興会賞受賞者の中から日本
学士院学術奨励賞受賞者が選考されます．
４．対象者：国内外の学術誌等に公表された
論文，著書，その他の研究業績により学術上
特に優れた成果を上げたと認められる者のう
ち，平成31年4月1日現在，以下の1）から3）
の条件を満たす者とします．
また，これまでにご推薦いただいた候補者の
うちの女性割合は極めて低いというのが現状
です．女性候補者の積極的な推薦をよろしく
お願いいたします．
1）次のa）またはb）を満たすこと．
a. 日本国籍を有する者
b. 外国人であって推薦時点において我が国で
５年以上研究者として大学等研究機関に所属
しており，今後も継続して我が国で研究活動
を予定している者
2）45歳未満であること
3）博士の学位を取得していること（博士の
学位を取得した者と同等以上の学術研究能力
を有する者を含む）
5．推薦権者：
1）機関長推薦：我が国の大学等研究機関ま
たは学協会の長
2）個人推薦：優れた研究実績を有する我が
国の学術研究者（海外在住の日本国籍を有す
る学術研究者を含む）
※自薦は受け付けません．
受付期間：平成31年4月4日（木）～9日（火）
推薦書類（紙媒体）の提出先及び問い合わせ先

〒102-0083 東京都千代田区麹町5-3-1
独立行政法人 日本学術振興会
人材育成事業部 研究者養成課 「日本学術振興
会賞」担当
TEL 03-3263-0912　FAX 03-3222-1986
https://www.jsps.go.jp/jsps-prize/

平成31土佐清水ジオパーク
構想活動支援事業

（学術研究助成事業）助成金募集

1. 助成対象事業
学術研究助成事業：土佐清水ジオパーク構想
エリアを対象に行なわれる調査・研究事業
①地球科学に関する調査研究　②動植物に関
する調査研究　③歴史・文化等に関する調査
研究　④ジオパーク活動を通じた観光，地域
づくり経済に係る調査研究　⑤その他土佐清
水ジオパーク推進協議会長が認める調査研究
　このほか，地域資源保全事業（土佐清水ジ
オパーク構想エリアを対象に行なわれる貴重
な地域資源の保全事業），普及・啓発事業

（土佐清水ジオパーク構想エリア内外で行な
われる土佐清水ジオパーク構想の普及・啓発
事業）に対する助成もあります．詳細はHP
を参照して下さい．
2. 助成対象者，助成の要件，対象経費
対象事業者：次のいずれかに該当する個人も
しくはグループとする．

（1）研究機関に所属する者
（2）学会発表や論文執筆に意欲のある学生

（高校，大院生等）
（3）その他土佐清水ジオパーク推進協議会会
長が認めた研究者
助成の要件：次の全て要件を満たすこと．

（1）土佐清水ジオパーク構想において，学術
資料とし活用できる成果が見込まれるもの

（2）研究成果として，学会や術誌等で発表き
るものであること
対象経費：調査・研究に要する経費

（1）調査研究地までの交通費　※ガソリン代
は調査に要したもののみを対象とする．

（2）調査研究のため宿泊費　※土佐清水市内
の宿泊施設利用分のみを対象とし，教育機関
に所属する学生については海洋物研究施設

「じんべえ館」利用分に限る．
（3）調査研究のため物品購入に要する経費
（4）その他研究活動に要する経費で協議会会
長が認めるもの
3. 助成の金額．助成の金額

（1）助成金の額：予算の範囲内で，1件あた
り10万円以内．ただし，助成対象研究は１助
成対象者につき1件とます．

（2）助成率 10/10
募集期間：2019年3月1日（金）～4月26日（金）

【申し込み先】
土佐清水ジオパーク推進協議会
〒787-0392 高知県土佐清水市天神町11-2
TEL：0880-82-1115　FAX：0880-82-1126
E-MAIL：geopark@city.tosashimizu.lg.jp
応募方法，様式等は土佐清水ジオパーク推進
協議会ホームページに掲載しています．
http://tosashimizuh-geopark.jp/download

定価400円（会員頒価300円）

地質リーフレットたんけんシリーズ4

ー樹海にかくされた溶岩の不思議ー
青木ヶ原溶岩のたんけん

青木ヶ原の「溶岩」をテーマにしたリーフレット
ができました．
道の駅や西湖コウモリ穴など，アクセスしやすい
観察ポイントです．写真やイラストをふんだんに
使用し，わかりやすく火山現象を解説しています．

シリーズ１・２・３
「箱根」「屋久島「城ヶ島」
も好評発売中！富

士
山
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C A L E N DAR
2019.3～

　地球科学分野に関する研究会，学会，国際
会議，などの開催日，会合名，開催学会，開
催場所をご案内致します．会員の皆様の情報
をお待ちしています．
★印は学会主催，（共）共催，（後）後援，

（協）協賛．

2019年
■3月　March
★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
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

■4月　April
★関東支部2019年度総会・地質技術
伝承講演会
4月13日（土）14:00〜16:45
場所：赤羽会館 4F小ホール（東京都北区赤

羽南1-13-1）
総会委任状締切：4月12日（金）18時
ht tp : / /www.geosoc i e ty . j p/ou t l i ne/
content0197.html

■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
http://www.jpgu.org/meeting_2019/

■6月　June
○2019年石油技術協会春季講演会
6月12日（水）〜 13日（木）
場所：国立オリンピック記念青少年総合セン
ター（渋谷区代々木）
http://www.japt.org/index.html

○地質学史懇話会
6月23日（日）1:30 〜 17:00
場所：北とぴあ 8階803号室（東京都北区王
子1）
若林　悠「気象行政における「エキスパー
ト・ジャッジメント」と「機械的客観性」の
制度化」（仮）
木村　学「北海道地質研究のルーツ」（仮）

■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）
https://www.jrias.or.jp/

■9月　September
（後）第63回粘土科学討論会
9月10日（火）〜12日（木）

（講演会：9月10〜11日，現地見学会：9月12日）
会場：埼玉大学（さいたま市桜区下大久保225）

http://www.cssj2.org/publication/annual_
meeting/

○日本鉱物科学会2019年年会
9月20日（金）〜 22日（日）
場所：九州大学
http://jams.la.coocan.jp/index.html

○第36回歴史地震研究会（徳島大会）
9月21日（土）〜 23日（月・祝）
会場：徳島大学 地域連携プラザ 地域連携大
ホール
http://www.histeq.jp/menu7.html

★ 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）
講演申込締切：7月3日（水）（予定）

○日本火山学会2019年度秋季大会
9月25日（水）〜27日（金） 
場所：神戸大学（兵庫県神戸市）
http://www.kazan-g.sakura.ne.jp/J/index.
html

■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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蘇軾自身を言う）狂せりと」と豪語する．宋詩は茶だと言うが，
この詩は李白の酒の世界に近い．ただし，蘇軾は実は酒が弱か
ったらしい（吉川，前出）．地質図を見ると，この辺は古生代
前期の石灰岩が分布しているようである．秋吉台の石灰岩台地
の様子を思い浮かべると，「満岡の乱石群羊の如し」という景
色が眼前に浮かぶ．しかし彼はこの翌年（44歳），詩文によっ
て朝政を誹謗したとして投獄され，死罪の危機に直面したが，
幸い皇帝の恩命を得て死を免れ，湖北省の黄州に流罪となった．
その後も何回か朝政参与と流罪を繰り返したが，「人生は寄す
るが如し　何ぞ楽しまざる」という自由奔放な詩風は終生変わ
らなかった（小川環樹 1962；「蘇軾」上・下，中国詩人選集第
二集第五・六巻，岩波書店）．
　蘇軾には石の趣味があり，1092年の「双石并びに叙」では，

「揚州（任地，江蘇省中南部）で石を二つ手に入れた．一つは
緑色で山や岡がうねって続くような形で穴が一つ貫通してい
る．もう一つは真っ白で鏡のようである．これらを盆水に浸し
て机の間に置いた（意訳）」と叙べ，これらの石に触発された
空想を詩にしている．これは完全に現代の水石趣味と同じであ
る．また，1097年には恵州（流

る

謫
たく

先，広東省）で「白鶴山の新
居に鑿

さく

井
せい

すること四十尺（約8m），盤石に遇
あ

い，石尽きて泉を
得る」という長い題の詩を作り，業者を4人雇って井戸を掘ら
せた時の様子を詠んでいる．「10日も掘ったが2～3m進んだだ
けだ　下に青石の岩盤がある　（錐

きり

は）終日ただ火を 迸
ほとばし

らせる
のみ　いつの時か飛

みず

瀾
しぶき

を見ん　我が粲
さん

（白米）と醪
ろう

（どぶろく）
を豊かにせん　汝が錐と鑽

のみ

とを利
するど

くせよ（意訳）」と手前勝手
な要求を述べて業者をせっついている．その後ようやく青石の
下に，手でつかめるほど軟弱な「黄土」の層が出てきて，水を
得ることができた．「我が生，類

おおむ

ね此
かく

の如し　何
いずこ

に適
ゆ

くとして
艱
かん

難
なん

ならざらん」と，まるで自分で掘ったかのように言って喜
ぶ．しかし，これは見方を変えれば，世界最初（？）のボーリ
ング調査記録かもしれない．地質図を見ると恵州付近は主にト
リアス～ジュラ系が分布しており，地下水脈が多い石灰質の地
盤なのかもしれない．「青石」は必ずしも青い石とは限らず，

「中国では少し大きな石を青石と言うことが多い」そうで（小
川，前出），石灰岩であってもおかしくない．

４．王安石と黄庭堅
　王安石（半山，1021-86）は1042年，22歳で進士となったが，
しばらく地方官を務めた．神宗皇帝が即位すると召されて1072
年に宰相となり，国家財政立て直しのために大規模な改革を始
めた．蘇軾らの保守派はこの改革に強く反対した．王安石らの
新法党は前述のように蘇軾を投獄したり流罪にしたりしたが，
蘇軾は終生敬意をもって王安石と文人としての付き合いを続け
た．王安石の改革は一定の成果を挙げたが，神宗の崩御（1085）
により頓挫した．彼はその最晩年に，自分がかつて宰相として
行った施策が次々に破棄されるのを見なければならなかった

（清水茂 1962；「王安石」中国詩人選集第二集第四巻，岩波書
店）．王安石の詩は風諭詩，閑適詩，感傷詩など多彩で，政敵
を攻撃するものから家族への深い愛情や仏教的な悟りを表明す
るものまで様々だが，安石の名に背き，あまり地学的対象を詩
にしていない．王安石のような文人宰相は稀で，他には1953年

１．はじめに
　前回は中国唐代（618-907）の詩について白居易の青石を中
心 に 石 と 人 の 関 わ り を 考 え た の で（ 本 誌21巻8号37-38頁

（2018）），今回は宋代（960-1279）のいくつかの詩について考
えることにする．宋代は日本の平安時代中期から鎌倉時代に当
たる．吉川幸次郎（1962）は「宋詩概説」（中国詩人選集第二
集第一巻，岩波書店）で宋詩の特徴として，叙述性，生活への
密着，連帯感，哲学（論理）性，悲哀からの離脱を挙げ，平静
さが最大の特徴だとして，唐詩は酒，宋詩は茶だと述べている．
また吉川は，欧

おう

陽
よう

脩
しゅう

（六
りく

一
いつ

居士，1007-72）が従来の仏教また
は道教の優位に対して儒教の優位を確立し，この転換が約900
年後の清末まで中国文化を規制したとも述べている．欧陽脩は
宋朝の高官であり，科挙（官吏登用試験）の知貢挙（試験委員
長）を何度も務め，日本刀の切れ味を褒

ほ

める「日本刀歌」など
の詞でも名高い．彼はある試験でかつての同僚，5歳年上の詩
人梅

ばい

堯
ぎょう

臣
しん

を，科挙に合格したことがないにもかかわらず試験委
員として採用した．

２．梅堯臣の黒水晶
　梅堯臣（聖

せい

兪
ゆ

，宛
えん

陵
りょう

先生，1002-60）は，官位は低かったが
文名は高く，有名な詩に「猫を祭る」がある．五白という名の
飼い猫が死んだのを悲しみ，書物を鼠

ねずみ

の害から守った功績を
「鶏豚や馬驢に勝る」と讃え，丁寧に水葬する様子を詠んだ詩
である．この人は猫だけでなく， 鶻

はやぶさ

から烏
からす

，蛙
かえる

， 鰌
どじょう

，蚯
み み ず

蚓，
虱
しらみ

，蛆
うじ

虫
むし

まで，鋭い観察力を駆使して何でも詩にした．当然，
地学的な対象を詠んだ詩もある．「月食」の詩は，「女中がやっ
て来て驚くべきことを伝えた．天は青い玻

は

璃
り

（ガラス）のよう
で，月は黒い水精（水晶）のようだと言う．この時期は満月の
はずなのに，端が一寸明るいだけだ．主婦は餅を焼き，子供は
鏡を敲

たた

く．これは浅はかな考えだが，月を助けようという気持
ちは尊い．深夜になると桂兎（月の模様）も回復し，星々は

（月に）従って西に傾いた（意訳）」と謳う．月食時の月を「黒
水晶」と形容するのは流石であり，月食の詩として約1000年後
の現代でも通用する．むしろ現代日本の月食の短歌（拙著本誌
15巻9号3-4頁（2012）参照）より情緒がある．また，庭石とし
て珍重される「太湖石」は「醜石」だとし，これを自慢する友
人に対し「醜を以って世は悪と為せども　茲

これ

は醜を以って徳と
為す　事に固

もと

より醜好無し　醜好は惑わざるを貴ぶ」と言って，
本人が好いと思えば好いだけだ，と突き放している（詠劉仲更
澤州園中醜石）．これは言外に「俺はちっとも好いとは思わん」
という心が透けて見える．（参照：筧文生 1962；「梅堯臣」中
国詩人選集第二集第三巻，岩波書店）

３．蘇軾の青石
　蘇

そ

軾
しょく

（子
し

瞻
せん

，東
とう

坡
ば

居士，1036-1101）は，欧陽脩が委員長，
梅堯臣が委員を務めた官吏登用試験の合格者（進士）の一人で，

「春
しゅん

宵
しょう

一刻値
あたい

千金」（春夜）の句で名高い．1078年の徐州（任地，
江蘇省北西部）での「雲竜山に登る」詩では，「酔中走って上
る黄茆（茅）岡　満岡の乱石群羊の如し　岡頭に酔倒し石牀と
作
な

る　仰いで白雲を看れば天茫々たり　歌声谷に落ちて秋風長
し　路人首を挙げて東南を望み　手を拍って大笑す使君（知事，

正会員　石渡　明

宋詩にみる石と人の関わり：
梅堯臣の黒水晶，蘇軾の青石，陸游の山頭石，元好問の碔砆
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にノーベル文学賞を受けた英国のチャーチルくらいしかいない
（清水，前出）．
　黄

こう

庭
てい

堅
けん

（1045-1105）は「山
さん

谷
こく

道人」とも呼ばれ，大自然と
その中で生きる動植物を愛した詩人だと言われているが，「実
は山水の美の忠実な描写はほとんど見られない」（荒井健，
1963；「黄庭堅」中国詩人選集第二集第七巻，岩波書店）．「石
竹牧牛に題す　并びに引」で「石，吾は甚

はなは

だ之を愛す」と言っ
ているが，これは蘇軾が描いた絵の中の怪石の話であり，李公
麟がこの絵に牧童が牛に乗っている図を描き加えたのが気に入
らず，難癖をつけるための言いがかりだったように思う．彼自
ら「点鉄成金」，「換骨奪胎」と呼ぶ，古人の詩を改変して自分
の詩を作り出す手法は，明

みん

代に偽詩として非難された．黄庭堅
は蘇軾の弟子であり，師と同様に新法党に憎まれて何度も流罪
になり，流謫先で淋しく死んだ．

５．陸游の山頭石
　宋は，北方諸民族（遼，西夏，金，モンゴル）の圧力に押さ
れ，首都を汴

べん

京
けい

（開
かい

封
ほう

）から臨安（杭州）に移した1127年を境
に，北宋と南宋に二分される．前述の欧陽脩，梅堯臣，蘇軾，
王安石，黄庭堅は北宋の人だが，陸

りく

游
ゆう

（放
ほう

翁
おう

，1125-1210）は
南宋の人である．陸游は43歳の作「山西の村に遊ぶ」の対句

「山重水復疑無路　柳暗花明又一村」で有名だが，彼には医薬
の知識があり，「薬袋を提げロバに乗って行けば　村人は歓喜
して道を挟んで迎える　口々に以前生き返らせてもらった礼を
言い　生まれた多くの子に陸の字をつけたと言う（意訳）」（81
歳，「山村経行因施薬」其四）のように老いても人々のために
尽くそうとする赤ひげ先生的側面があった．一方で陸游は憂国
の詩人であり，宋帝国の失地回復を終生訴え続け，そのため官
途では疎

うと

まれて栄達しなかったが，85歳の辞世の詩でも息子に
対して，「将来皇帝の軍勢が北に進んで中原を平定したら，家
の祭をしてこの父に知らせることを忘れるな（意訳）」と指示
するほど一途だった．陸游69歳の1193年の秋，故郷の浙江省山
陰（紹興）で作った「山頭の石」という詩は次のように謳う．

「秋風万木霣
か

れ　春雨百草生ず　造物初めより何の心ぞ　時到
れば自ずから枯栄す　惟だ山頭の石有りて　歳月浩

こう

として測る
莫
な

し　四時の運
めぐ

るを知らずして　常に太古の色を帯ぶ　老翁一
生此の山に居り　脚力尽きんと欲して猶

な

お躋
せい

攀
はん

す　時々石を撫
して三嘆息す　安

いずく

んぞ此の身の爾
なんじ

の如く頑
がん

なるを得ん」．地質
図を見ると，この石は原生代後期の堆積岩らしい．山頭の石に，
日常の時間とはかけ離れた「太古の色」を直感したのは流石で
ある．（参照：一海知義 1962；「陸游」中国詩人選集第二集第
八巻，岩波書店）

６．元好問の碔
ぶ

砆
ふ

　ここまでは，投獄や流罪は経験しても，概ね平和のうちに生
涯を終えた宋の詩人たちであるが，陸游の65年後に生まれた元
好問（遺山，1190-1257）は戦乱の金に生き，亡国を経験した
詩人である．金は女真族が満州・華北に建てた中国風の王朝で，
1115年に遼から独立して建国，のちに遼を滅ぼし，1127年に宋
を南に追って汴京を首都としたが，1214年頃からしばしばモン
ゴルの侵攻を受け，1234年にはモンゴルと南宋の連合軍が金を
攻め，哀宗皇帝が自殺して金は滅んだ．そして今度はモンゴル
が南宋を攻め，1276年に臨安が陥落，1279年までに南宋は完全
に滅んだ．元朝の成立はフビライが国号を大元と称した1271年
とされる．なお，朝鮮（高麗）を経由してモンゴルが日本に襲
来した元寇は1274年と1281年（文永・弘安の役）であり，モン

ゴルはその後インドシナやジャワにも進出し属国とした．
　元好問の詩は宋詩ではないが，時代的には全く南宋と重なる
中国の詩なので，敢えてここで取り上げる．彼にとっては，南
宋ではなく金朝こそが中原の文化の正統な維持者であり，彼が
編纂した「中州集」という金一代の詩集はその考えで貫かれる

（小栗栄一 1963；「元好問」中国詩人選集第二集第九巻，岩波
書店）．彼の詩の多くは戦乱に蹂

じゅう

躙
りん

された祖国を悲嘆する「喪
乱詩」であり，緊張感と悲壮感が漲

みなぎ

っていて，「平静さ」を特
徴とする宋詩の対極にある．「野

や

蔓
まん

（つる草）情有りて戦骨に
縈
まと

い　残陽何の意か空城（廃墟の街）を照らす」（岐陽其二，
1231年42歳），「惨

さん

憺
たん

として竜
りゅう

蛇
だ

（金とモンゴル）日
ひび

に闘争し　
干
かん

戈
か

直ちに生
せい

霊
れい

（人民）を尽くさんと欲す」（壬辰（1232）十
二月車駕東狩後即事其二），「戦地風来りて草木 腥

なまぐさ

し」（同），
「誰か謂

おも

わん神州（中国）遂に陸沈せんとは」（癸巳（1233）四
月二十九日出京）などの詩句からその雰囲気を痛感できる．
　彼が好んだ詩人は陶淵明，杜甫，蘇軾であり，「詩論」其の
十では，「少陵（杜甫）自ずから連城の璧

へき

を有す　争
い

奈
か

んせん
微
び

之
し

（元
げん

稹
じん

）碔
ぶ

砆
ふ

を識
し

るを」，つまり「杜甫はかれ自身の至宝
を持っていたのに，元稹にはまがい玉

だま

しか目に入らなかった」
（小栗，前出）と，元稹が書いた杜甫の墓誌をこき下ろしてい
る．碔砆（珷玞）というのは玉（翡

ひ

翠
すい

）に似た（玉に次ぐ）美
石で，赤地に白い模様があり，湖南省の長沙や臨湘に産するそ
うである．碧

へき

玉
ぎょく

jasper，瑪
め の う

瑙agate，玉
ぎょく

髄
ずい

chalcedony等の一種
らしく，碔砆混玉という四文字熟語もある（玉石混交と似た意
味）．元稹は白居易の親友で，彼らを称して元軽白俗と悪口を
言う人たちがいるが，元好問もその一人らしい．ただし，元好
問も，表舞台に登場するときには常に多少の誹謗が伴い，筆禍
で免職されたことが何回もある．また，彼は金朝の忠臣だった
が，金朝滅亡後，63歳のとき（1252年）にモンゴルのフビライ
に会って「儒教大宗師」の尊号を奉るなど（小栗，前出），世

せ

故
こ

に長
た

けた部分もある．亡国の戦乱の中で翻弄されながら，そ
して家族を養いながら，自分の使命を見失わずに作詩を続け，
国家的な詩集を編纂して生涯を全うした元好問のしたたかさに
は，見習うべきものがある．彼は金史の編纂も企てたが，妨害
により果たせなかったのは惜しまれる．「若年より山を好んだ
彼は老境に入ってからも道すがら谷に分け入ることが少なくな
かった」（小栗，前出）．彼の強い意志のエネルギーは，案外祖
国の山野の自然から得ていたのかもしれない．

７．おわりに
　北宋の160年間は，遼や西夏の圧力はあったものの，人々は
平和で豊かな生活を享受することができた．欧陽脩，梅堯臣，
蘇軾，王安石，黄庭堅らはこの時代の人である．しかし，女真
族の金が遼を滅ぼし，1127年には北宋の首都汴京（開封）を奪
い，君主徽宋，欽宋の父子を捕虜として満州に連れ去った．皇
子高宗は官吏・人民とともに南方に遁れ，臨安（杭州）を首都
として揚子江流域を統治した．これが南宋で，その領土内では
150年間にわたり，陸游の詩に見るような平和が維持された．
陸游は北伐を主張したが，南宋の朝廷は戦争を避け，経済力で
平和を買ったのである．一方，金の支配に服した北方の人々は，
元好問の詩に見るように，頻発する戦乱に苦しめられ，あげく
の果ては金が滅亡し，今度はモンゴルの苛烈な支配に服するこ
とになった．金の元好問の深刻な詩を，北宋・南宋の風雅な詩
と比べ味わうと，平和の尊さ，ありがたさが改めて実感される．
国という字に入るべきなのは玉であり，それに似て非なる碔砆

（武夫とも書く）であってはならない，ということである．
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★第10回惑星地球フォトコンテスト
入選作品展示会

日程：2019年5月14日（火）～19日（日）
場�所：東京パークスギャラリー（上野グリーンサロン内）（台
東区上野公園7）
https://www.tokyo-park.or.jp/college/gallery/

表彰式

日程：2019年5月25日（土）11:00～12:30（予定）
場所：北とぴあ第2研修室（東京都北区王子）
白尾元理審査委員長による講評を予定しています．
http://www.photo.geosociety.jp/

★街中ジオ散歩
2019年度地質の日記念　第8回街中ジオ散歩in Hamura

「東京の水インフラと地形・地質～羽村取
水堰とその周辺～」徒歩見学会
　身近な地質とその地質に由来する地形について，それらを利
用してきた先人から現在の私たちまでの営みを，専門研究者の案
内で楽しく学ぼうという企画です．今回は,玉川上水の取水口で
ある羽村取水堰を見学します。玉川上水及び羽村取水堰は，江戸
の人口が増えたため幕府が多摩川の水を江戸に引くために建設さ
れたもので、特に羽村取水堰には，投げ渡し堰，固定堰といった
その工法や，堰が作られた位置まで，江戸時代に造られたものが
現在まで引き継がれています。また，取水堰周辺には、多摩川で
形成された段丘面やその構成層を観察することができ，多摩川及
び周辺の地形がどのようにできたのかについても学ぶことができ
ます。更に，郷土博物館では，取水堰の構造を流水によるモデル
実験で確認することができ，取水堰が江戸時代から現在まで機能
を維持してきた所以を学ぶこともできます。初夏の清々しい空気
の中を，楽しく“ジオ散歩”したいと思います．
主�催：一般社団法人日本地質学会，一般社団法人日本応用地質
学会
後援：羽村市教育委員会，一般社団法人東京都地質調査業協会
日時：2019年5月12日（日）10:00～15:00　小雨決行（予定）
見学場所：東京都羽村市羽村取水堰周辺
案内者：山崎晴雄氏（首都大学東京名誉教授）
会�費：高校生以上・一般：1,500円，小・中学生：500円（保険
代を含む）

（注）参加費は，当日現金をご持参ください．昼食は各自ご用
意下さい．
集�合場所・時間：羽村駅東口まいまいず井戸（西友隣）　10:00
集合
見�学コース（予定）：10:00まいまいず井戸→稲荷神社裏側の露
頭観察→羽村導水ポンプ場→取水堰周辺→昼食（取水堰周辺）
→牛枠の観察→郷土博物館（モデル実験）→解散15:00ごろ
募�集人数：30名程度
対�象：小学生以上（主催団体の会員の申込も可）．ただし，小・
中学生の方は保護者の同伴をお願いします．また，本行事は
一般向け普及行事です．会員も申込可能ですが，定員を超え
た場合は，非会員の一般市民の参加を優先します．また，夫
婦，友人など，グループでの参加希望の場合は，それぞれの

備考欄に代表者名を記入してください．グループでの応募は，
本人を含め最大4名までとします．
申�込受付期間：2019年3月30（土）～4月10日（水）（申込者多
数の場合は抽選を行います．結果は4月中に郵送で全員にお
知らせします）
申�込方法：学会HPの申込み専用フォームまたは，FAXにてお
申込み下さい．

【申込み専用フォーム】http://www.geosociety.jp/name/
content0165.html

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

（注）小・中学生の申込の際は，�1,�5,�6について保護者の情報も明
記して下さい．また，学生の方は学年のご記入をお願いします。
申�込・問い合わせ先：一般社団法人日本地質学会（担当　細矢）
電�話：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156　
メール：main@geosociety.jp
HP：http://www.geosociety.jp

★近畿支部：講演会
第36回地球科学講演会

「OSL年代－砂粒に刻まれた時の記憶」
日時：2019年4月20日（土）15:00～16:30
会場：大阪市立自然史博物館　講堂
講師：田村�亨氏（産業技術総合研究所）
主�催：日本堆積学会・地学団体研究会大阪支部・日本地質学会
近畿支部・大阪市立自然史博物館
定員：150名
参加費無料・申込不要
http://www.geosociety.jp/name/content0165.html#kinki

★その他
地質の日記念講座「三浦半島活断層群主
部，北武断層を歩く！」
主催：三浦半島活断層調査会
後援：日本地質学会，横須賀市
日時：2019年5月4日（土）10:00～15:00　小雨決行
集合：千駄ヶ崎バス停10:00
コ�ース：（1）千駄ヶ崎の逗子層（2）北武断層ガウジ（3）葉山
層群の年代（4）トレンチ調査跡（5）ボーリング調査跡（6）
野比東ノ入公園（断層と開発）
講師：浅見茂雄（三浦半島活断層調査会研究員）
注�意事項：履き慣れた靴でご参加を．弁当，飲み物，雨具は各
自持参
申�込：往復葉書またはE-mailにて住所・氏名・電話番号をご記
入の上，4月26日（金）までに下記連絡先までお申込下さい．
参加費：500円（資料代＋保険料）
連絡先：三浦半島活断層調査会　事務局　赤須邦夫方
〒249-0008　逗子市小坪5-16-1
電話・FAX�0467-24-0935
メール�akasu@jcom.zaq.ne.jp

2019年の「地質の日」学会関連のイベントをご案内します．
イベントの情報は，学会HP< http://www.geosociety.jp>で
随時更新していますので，あわせてご覧下さい．
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Vol. 28,  Issue 2（March）
［PREFACE］
1．Thematic section: Orogenic processes in island arcs: 

subduction, accretion, collision and recycling
Hiroshi Yamamoto, John Wakabayashi, Susumu Umino, 
Masaru Terabayashi, Kazuaki Okamoto, Hafiz Ur Rehman

［RESEARCH ARTICLE］
2．Metamorphic olivine after dehydration embrittlement 

in Serpentinite-case study from the Shiraga Serpentinite 
mass in the Sanbagawa high P/T metamorphic belt, 
Central Shikoku, Japan-

Seiya Fukumura, Kazuaki Okamoto, Masaru Terabayashi

蛇紋岩中の脱水脆性化による変成カンラン石の形成：日本四国
中央部三波川低温高圧型変成中の白髪蛇紋岩体の研究例
福村成哉・岡本和明・寺林　優
　蛇紋岩中の変成カンラン石脈は，脱水変成過程で形成される
と考えられている．しかし，これまでの記載は全て，大陸衝突
帯からの報告である．本論では，白亜紀の海洋プレートの沈み
込みにより形成された，低温高圧型三波川変成帯の蛇紋岩体中
の変成カンラン石脈を報告する．蛇紋岩マイロナイト中の剪断
バンドに沿って，伸張したカンラン石―滑石脈が観察された．
カンラン石の化学組成は，ほぼ端成分のフォルステライトであ
り，磁鉄鉱はカンラン石脈の境界に分布している．これらのカ
ンラン石は，1.5 GPa より低圧で起こるアンチゴライトの限界
反応によって形成されたことを示し，この反応は，マイロナイ
ト中での局所的な剪断発熱で引き起こされたと考えられる．な
ぜなら，連続反応でアンチゴライトが分解された証拠がないか
らである．1.5 GPa以下のアンチゴライトから変成カンラン石
の形成は，西南日本のような暖かい沈み込み帯のスラブ内地震
領域で起こりうる．
Key words：低温高圧型変成帯の蛇紋岩，剪断バンド中の変成
カンラン石，脱水脆性化，スラブ地震の起源

3．The paleobiogeographical significance of the Silurian 
and Devonian trilobites of Japan

Christopher P. Stocker, Derek J. Siveter, Philip D. Lane, Mark 
Williams, Tatsuo Oji, Simon R. Wallis, Gengo Tanaka, 
Toshifumi Komatsu, David J. Siveter, Thijs R. A. 
Vandenbroucke

日本のシルル紀およびデボン紀の三葉虫の古生物地理学的な意義
Stocker Christopher P.，Siveter Derek J.，Lane Philip D.，

Williams Mark，大路 樹生，Wallis Simon R，田中 源吾，小松 
俊文，Siveter David J.，Vandenbroucke Thijs R. A. 
　日本のシルル紀とデボン紀の6つの主要な三葉虫のグループ
について，古生物地理学的な評価を行なった．シルル紀のイラ
エヌス科とスクテルム科は，4種が属レベル，2種が種レベルで，
ゴンドワナ大陸のオーストラリアの同科の三葉虫と関連してい
る．デボン紀のファコプス科とおそらくプロエタス科は，少な
くとも2種類が属レベルで北中国の同科の三葉虫と関連してい
る．両者の生物地理学的パタンの違いは岩相と古生態に関連し
ている．日本のファコプス科とプロエタス科は，北中国と同様
に深海性砕屑岩相で産出し，プロエタス科は浮遊性のプロタス
ピド段階を持つ．イラエヌス科とスクテルム科，黒瀬川帯のエ
ンクリヌルス科は，オーストラリアや南中国の種と同じく浅海
性炭酸塩岩相に産し，3科は底生のプロタスピド段階を持つ．
日本の三葉虫の古生物地理学的なパタンの解釈には注意が必要
であり，分類群の類似性は必ずしも古地理学的な距離の近さを
示すものではない．
Key words：生物地理，生層序，デボン紀，日本，岩相，シル
ル紀，三葉虫

4．Integrated Radiolaria, Benthic Foraminifera and 
Conodont biochronology of the pelagic Permian blocks/
tectonic slices and geochemistry of associated volcanic 
rocks from the Mersin Mélange, southern Turkey: 
Implications for the Permian evolution of the Northern 
Neotethys

Ugur Kagan Tekin, Cengiz, Okuyucu, Kaan Sayit, Yavuz 
Bedi, Paula J. Noble, Leopold Krystyn, Mehmet Cemal 
Göncüoglu

5．Provenance identification based on EPMA analyses of 
heavy minerals: Case study of the Toki Sand and Gravel 
Formation, central Japan

Mayuko Shimizu, Naomi Sano, Tadamasa Ueki, Tetsuya 
Komatsu, Ken-ichi Yasue, Masakazu Niwa

EPMA を用いた重鉱物分析に基づく後背地解析：中部日本に分
布する土岐砂礫層の例
清水麻由子，佐野直美，植木忠正，小松哲也，安江健一，丹羽
正和
　重鉱物には風化に強いものがあり，なかでも固溶体を成す重
鉱物は同種の鉱物であっても，化学組成として後背地の岩体の
情報を保持していることがある。そのため，重鉱物の種類や存
在比に加えて化学組成を知ることは，後背地の岩体と砕屑物を
対比する手法として極めて有効である。しかし，偏光顕微鏡を
用いた重鉱物の同定では，多量の鉱物粒子を対象とするには非
常に手間を要する。本研究では，電子プローブマイクロアナラ
イザ（EPMA）を用いて鉱物の化学組成を分析し，同時に鉱物
種の同定や存在比の計測も実施できる手法を構築した。さらに
この手法の有用性を確認するため，既に後背地の検討が進めら
れている岐阜県東濃地域の東海層群土岐砂礫層の試料と，その
後背地岩体と推定される基盤岩の試料（苗木・上松花崗岩，濃
飛流紋岩）の分析を行い，既往研究と整合的な結果が得られる
ことを確認した。このことから，本手法は後背地解析の手法と
して有効であると考えられる。
Key words：後背地解析，重鉱物，EPMA，鉱物同定，鉱物組
成，阿寺断層

Vol.28, Issue 2

　Islands Arcは，2016年より隔月出版となりまし
た．最新号のVol. 28, Issue 2 が2019年3月に発行さ
れました．学会ホームページから会員ログインす
ると全文がオンラインで無料閲覧できます．是非
ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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6．Evidence on the Koseda coast of Yakushima Island of a 
tsunami during the 7.3 ka Kikai caldera eruption

Futoshi Nanayama and Fukashi Maneo

屋久島小瀬田海岸において認められた7.3 ka鬼界カルデラ噴火
中に発生した津波の証拠
七山　太・前野　深
　7.3 ka鬼界カルデラ噴火時において，南九州一帯が巨大津波
に襲われた可能性が先行研究によって度々指摘されてきたが，
未だ十分な検証がなされているとは言いがたい．今回の我々の
検討の結果，屋久島北東部の小瀬田海岸に露出した完新世礫層
の1つであるUnit TGが，この時生じた津波堆積物であると判
断した．Unit TGは地震によって隆起した完新世波食ベンチを
覆い，幸屋火砕流堆積物に覆われ，本層に含まれる材片の14C
年代から7.3 kaに発生したイベント堆積物であると理解される．
礫の原岩組成は近接する現世の礫浜および河川礫と類似し，基
質部には鬼界カルデラ噴火に由来する軽石が多量に含まれてい
る．礫のファブリックは，それらが海側からの高密度流によっ
て輸送されたことを示している．以上の事実から，Unit TGが
鬼界カルデラ噴火中に発生した津波の遡上流によって堆積した
と解釈される．この津波のトリッガーは特定できていない．
Key words：7.3 ka 鬼界カルデラ噴火，小瀬田海岸，幸屋火砕
流，琉球海溝，津波堆積物，屋久島

Island Arc編集室より

　Wileyの提携しているResearch Square社のサービスに，科
学のバックグラウンドを持つ作家・声優・アニメーターら専門
チームによって制作されるビデオアブストラクト（video 

abstract）があります．ビデオアブストラクトは，論文の内容
を広く分かりやすく紹介する数分間の動画で，YouTubeや研
究室ホームページなどで公開することにより，研究成果を多く
の人に知ってもらうのに役立ちます．Island Arcの掲載論文サ
イトでは論文本体の右側にビデオアブストラクトを添えること
が可能であり，これを提供することで，論文閲覧者はビデオに
よる解説も視聴することができます（添付）．
　Island Arcでこのサービスを初めて利用したのが西之島論文

（Tamura et al., 2018, https://doi.org/10.1111/iar.12285）です．
何が問題で，どのような結論が導かれたのかをアニメーション
と現地映像などで平易に解説しており，誌面だけではなかなか
会得しがたい大陸形成のダイナミズムを分かりやすく伝えてい
ます．
　ビデオアブストラクトは，今後，Island Arcから出版される
様々な研究成果の宣伝に資するだけでなく，地質科学の魅力を
より多くの人々に伝えることができるかもしれません，大いに
活用してください．
https://www.researchsquare.com/videos/wiley/

定価400円
（会員頒価300円）

地質リーフレットたんけんシリーズ5

荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみよう
あらかわ きざ まど

編集：日本地質学会長瀞たんけんマップ編集委員会

　　　（高木秀雄・本間岳史・露木和男）

発行：一般社団法人日本地質学会

A2版 8折　両面フルカラー印刷 

「ジオパーク秩父」の重要なジオサイトのひとつ長瀞のたんけんマップができました
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最優秀賞：1点（賞金5万円）
「月下の大噴煙」横江憲一（北海道）

優秀賞：2点（賞金各2万円）
「枕と星屑と」森田康平（東京都）
「月明かりのメテオラの谷」川口雅也（神奈川県）

ジオパーク賞：1点（賞金2万円）
「新緑の六方の滝」齋藤敏雄（神奈川県）

日本地質学会会長賞：1点（賞金1万円）
「ルービックキューブ」島村哲也（茨城県）

ジオ鉄賞：1点（賞金1万円）
「川底を抜けて」桑田憲吾（東京都）

スマホ賞：1点（賞金5千円）
「ベトナムの絶景」加古原　恵（東京都）

入選：5点（賞金各5千円）
「雷光のヴィーナス」白山健悦（青森県）
「風雅」佐藤悠大（福岡県）
「巨岩砲」長谷　洋（和歌山県）
「地球を削る」荒岡柊二郎（東京都）
「キラウエア火山の溶岩湖」田中伸彦（東京都）

佳作：4点（賞金なし）
「デビルズタワーに昇る夏の大三角」

川口雅也（東京都）
「大陸分裂の始まりか−ビクトリアの滝−」

横山俊治（東京都）
「歴史（とき）の彫刻」佐藤悠大（福岡県）
「屏風岩の夕景」武藤達郎（千葉県）

第10回惑星地球フォトコンテスト表彰式
5月25日（土）11：00～12：30
場所：北とぴあ　第2研修室（東京都北区王子）

第10回惑星地球フォトコンテスト審査結果（速報）

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

　応募作品全348作品のうち，下記の作品が入選・佳作に選ばれました．作品紹介（画像，講評など）は学会
HPに掲載します．また次号ニュース誌4月号にも掲載予定です

表紙紹介　第9回惑星地球フォトコンテスト：佳作

「星空に吠える」
写真：堀内　勇（和歌山県）

【撮影場所】秋田県男鹿市船川港本山門前垂水（潮瀬崎）

【撮影者より】秋田県沿岸部に広がる「男鹿半島・大潟ジオパーク」は，「半島と干拓が育む人と大地の物語」をメインテーマ

として，恐竜時代から現在までの大地の歴史や人の暮らしを連続して見ることができるジオパークとして評価されています． 

応募写真は，ジオパークを代表する一つとして知られる「男鹿半島のゴジラ岩」です．潮瀬崎と呼ばれる岩礁地帯にあり，ま

るで海に向かって吠えているかのような勇姿で，圧倒的な存在感がありました．

11_第10回惑星地球フォトコンテスト審査結果（速報）.indd   11 2019/03/25   13:07
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学　会　記　事

2018年度第6回執行理事会議事録

期　日：2019年1月12日（土）　13:00～17：00
場　所：地質学会事務局
出席�者：松田会長　平田副会長　齋藤常務理
事　安藤　ウォリス　大藤　緒方　岡田　
小宮　磯崎　田村　辻森　西　星　廣木　
中澤　（事務局）　橋辺　

欠席�者（委任状提出あり）：佐々木副会長　
坂口

＊�定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
16名，委任状2名，合計18名の出席．�
＊�11月議事録理事会で確認済，12月執行理事
会休会につき議事録なし．

Ⅰ　審議事項　　　
１．山田科学財団2019年度助成金への応募
（現在1件）について
　今回応募申請の１件は学会推薦を承認す
る．学会推薦枠は3件あるので，追加申請が
あった場合は，磯崎学術部会長が対応し次回
の執行理事会に報告する．
２．事務局体制について（再検討）
　以下の事項について，4/2理事会に諮り承
認を受ける．
１）秋葉事務局長の退職の件　1月8日付けで
承認（理由：病気治療のため）
２）橋辺氏とのパート事務局員の雇用契約　
2019年1月より6ヶ月
３）「日本地質学会パート事務局員就業規則」
を制定する　2019年1月1日施行
４）常勤事務局職員の「日本地質学会事務局
員就業規則」（平成20年4月改正）の見直しを
検討する．
５）今後の事務局体制について：半年以内に
移行できる現実的な体制を構築する．
�・�澤木，堀内，新規職員の3名体制にし，中
心者として事務局主任（仮称）をおく．

�・�事務局長は四役・執行理事の何れかが兼任
する，必要な判断に絞って分掌する．

�・�澤木，堀内事務局職員の仕事の一部を新規
職員に引継ぎし，橋辺さんがやってきた会
計庶務を澤木さん，堀内さん（片方/両方
で分担）が引継ぐ．

�・�学会の執行体制・委員会組織の検討と平行
して事務局の位置づけを再検討する．

６）新規職員（有期）求人活動について，ま
ずは執行理事会メンバーで適任者を探し，見
つからない場合はハローワークを通じて行
う．
３．学術著作権協会より提示された著作権の
管理委託，複写と転載の許諾について
　複写の許諾についてはこれまでどおりで問
題はない．
　転載を管理委託した場合には手数料が発生
するので，現在無料の当学会の場合には利用
しにくくなる．また，転載委託に関しては多
分野（特に医学系など）での需要があるとの

見方もあり，当学会が委託する必要性は認め
られない．
４．メール審議により，各賞選考検討委員会
の執行理事会推薦委員（補充）として，執行
理事会は斎藤文紀会員を推薦した．
　今後の委員推薦については，候補者の研究
分野に関わらず対応できるよう，募集前に委
員の研究分野を考慮して9月を目処に選出し
ておく．
５．メール審議により，独立行政法人大学改
革支援・学位授与機構からの要請のあった専
門委員（国立大学教育研究評価委員会専門委
員および機関別認証評価委員会）候補者とし
て5名の会員を推薦した．

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
１）「執行体制（主に委員会などの組織）の
見直し検討」継続報告（佐々木資料）
　委員会の現状について，次回の執行理事会
で具体的な検討をするため未記載欄の情報を
担当理事から佐々木副会長に提供をする．
２）大型研究の提案，ヒアリング等の状況報
告（小宮）
　次回の連合大会でセッションを開催し，意
見聴取（意見投票）を行う予定．
３）一家に1枚のポスター作成の準備進行状
況（辻森）
　4月出版に向けて，印刷業者等の選考，決
定など具体的な作業が進んでいる．
４）第7回防災学術連携シンポジウム「平成
30年夏に複合的に発生した自然災害と学会調
査報告」（3/12，学術会議）に，地質学会と
して小荒井衛会員に発表を要請し，「地形・
地質情報から知る災害リスク―関東東部を事
例に―」をポスター発表することとなった．
２．運営財政部会：総務委員会��（緒方・西）
＜共催・後援依頼，他団体の募集等＞
１）日本アイソトープ協会より第56回アイソ
トープ・放射線研究発表会（7/3～7/5）の一
般発表演題募集のポスター掲示と周知の依頼
があった．→HP，News1月号，�geo-flash1/8
に掲載
２）平成30年度海洋情報部研究成果発表会
（1/17）の開催案内があった．→HP，�geo-
flash1/8に掲載．
３）深田地質研究所より「2019年度深田研究
助成」の公募開始の連絡があった．→HP，
News，�geo-flashに掲載．
４）住友財団より2018年度の基礎科学研究助
成と環境研究助成の対象者を決定した旨の連
絡があった．→News12月号，geo-flash　12/3
に掲載．
５）日刊工業新聞社より地盤技術フォーラム
2018（協賛）の終了報告があった．
＜会員＞
１．今月の入会者（正会員　3名）
　小池　渉　桝田　卓�　院割：山本雄大
２．今月の退会者（賛助会員1社，正会員2名）
　賛助会員：関東建設（株）（2018/10関東天
然瓦斯開発に吸収合併）�

　正会員：上ノ山晴貴　谷内勇介
３．今月の逝去者（名誉会員1名）
　杉﨑隆一（1/3）
４．2018年12月末日会員数
賛助�：27，名誉：54，正会員：3601（正会
員：3417，正（院割）会員：175，正
（学部割）会員：9），合計�3682（昨年比�
-59）

＜会計＞
�・�ウォリス理事からのタイ地質学会への訪
問旅費の支給要請について了解した．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
� とくになし
４．学術研究部会（磯崎・ウォリス・岡田・
辻森）
（１）行事委員会（岡田）
１）山口大会
�・�運営委託については，地元業者および委託
経験会社からの見積もりを検討中．

２）つくば特別大会（2018/12/01-02）
�・�参加者　307名（会員262，非会員45）
�・�発表（シンポジウム含む）：口頭　121件，
ポスター　59件，緊急展示　3件

（２）国際交流委員会（ウォリス）
�・�タイ地質学会との学術交流協定を進める
ため，同学会からの希望もあり，こちらか
ら訪問する予定を検討中．

（３）JIS，標準担当（中澤）
�・�公示に向けた作業が進んでいる．
５．編集出版部会（大藤・田村）
（１）地質学雑誌編集委員会（大藤）
１）編集状況報告（1月10日現在）
�・�2018年投稿論文：84編［内訳］総説19（和
文19）・論説43（和文40・英文3）・ノート3
（和文3）・報告9（和文7，英文2）・口絵1
（和文1）・巡検案内9
�・�2019年投稿論文：1編［内訳］論説1（英文
1）

�・�査読中：25
�・�受理済み：27（うち特集号6）
�・�124巻12月号：125特集号「付加体地質」6
編＋通常号1編（計106頁）12/28発送

�・�125巻1月号：125特集号「日本における第
四紀層序学の高精度化」＋通常号1編（計
110頁）校正中．

２）125周年記念特集号状況（2019年1月10日
現在）・125-2/3号で完結の予定．
（２）アイランドアーク編集委員会（田村）
１）出版状況報告
　出版実績（Vol．27，�Issues�1-6，�Vol．28，�
Issue�1;�特集号；ダウンロード数）の報告．
（３）企画出版委員会（小宮）　
　とくになし
６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
�・�来年の地質の日行事「街中ジオ散歩，羽
村」開催に際し，羽村市教育委員会の後援
名義使用申請をした．

７．地質技術者教育委員会
　とくになし
８．ジオパーク支援委員会（平田）
�・�ジオパーク関連の情報提供・交換を行っ
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た．
９．地学オリンピック支援委員会（星）
　とくになし
10．県の石支援委員会（辻森）
　とくになし
11．125実行委員会（佐々木，代理：緒方）

�・�事業の総括をニュース誌に掲載する．
�・�学会125年史の記録をアーカイブし，ニュ
ース誌，Website等に保存する．

以上

2019年2月23日

一般社団法人日本地質学会執行理事会�
会　長（代表理事）松田博貴
署名人�執行理事���斎藤�眞

一般社団法人日本地質学会第11回総会開催について

　第 11 回総会を下記の次第により開催いたします．なお，議案については，4月 6日の理事会において確定いたしますので，
とりあえず予定としてお知らせいたします．確定版は本誌 4月号に掲載いたします．また，代議員には直接メールでご案内い
たします．

（日本地質学会　執行理事会）

2019年5月25日（土）　14:00 〜 15:30
会場　北とぴあ　第 2研修室（東京都北区王子 1-11-1）

総会議事次第
　１．議長選出
　２．開会
　３．議案（予定）
　　第 1号議案　2018 年度事業報告・決算報告
　　第 2号議案　2019 年度事業計画
　　第 3号議案　2019 年度予算案
　　第 4号議案　名誉会員の選出
　４．閉会

同日同会場にて下記の催しが予定されています．
第 10 回惑星地球フォトコンテスト表彰式・展示会　時間：11:00 ～ 12:30

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

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

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

２．正会員は，総会に陪席することができます．ただし，総会規則 12 条 3 項により，許可のない発言はできません．
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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。
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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
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　ご希望の方は代金を添えて本会事務局宛お申込みください．なお，２冊以上のお申込みにつきましては送料をお問い合わ
せください．
現金書留または郵便振替　00140−8−28067
　40号以前の論集については，一部在庫がございます．院生・学生４割引，正会員２割引で販売しております．ご希望の方
は学会事務局までお問い合わせ下さい．No. 40以降の論集 : 院生・学生のみ２割引

地　質　学　論　集
第 40 号　 中央構造線のネオテクトニクス—その意義と問題点—．岡田篤正ほか編，250pp., 1992年12月刊，会員頒価3,200円，

〒350円
第 41 号　 中部九州後期新生代の地溝．長谷義隆ほか編，192pp., 1993年６月刊，会員頒価3,100円，〒300円　
第 42 号　西南日本の地殻形成と改変．小松正幸ほか編，357pp., 1993年４月刊，会員頒価3,100円，〒350円
第 43 号　浅部マグマ溜りとその周辺現象の地球科学．村岡洋文ほか編，177pp., 1994年４月刊，会員頒価2,000円，〒350円
第 44 号　島弧火山岩の時空変遷．周藤賢治ほか編，335pp., 1995年11月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 45 号　 シーケンス層序学—新しい地層観を目指して．斎藤文紀ほか編，（売り切れました）
第 46 号　火山活動のモデル化．佐藤博明ほか編，162pp., 1996年９月刊，会員頒価 1,900円，〒300円
第 47 号　日高地殻—マントル系のマグマ活動．荒井章司ほか編，323pp., 1997年４月刊，会員頒価3,000円，〒350円
第 48 号　 Cretaceous Environmental Change in East and South Asia （IGCP350） Contributions from Japan—　岡田博有

ほか編，188pp.，1997年６月刊，会員頒価 2,100円，〒350円
第 49 号　21世紀を担う地質学．新妻信明ほか編，232pp.，1998年３月刊，会員頒価 2,500円，〒350円
第 50 号　 構造地質　特別号—21世紀の構造地質学にむけて—．狩野謙一ほか編，（売り切れました）
第 51 号　 地震と地盤災害—1995年兵庫県南部地震の教訓—．岡田博有ほか編， 162pp.，1998年３月刊，会員頒価3,000円，

〒350円
第 52 号　 オフィオライトと付加体テクトニクス．宮下純夫ほか編，316pp.，カラー 10pp.，1999年９月刊，会員頒価3,000円，

〒350円
第 53 号　 本州弧下部地殻と珪長質マグマの生成・活動システム．加々美寛雄ほか編，401pp.，1999年11月刊，会員頒価3,900 

円，〒360円
第 54 号　 タフォノミーと堆積過程—化石層からの情報解読—小笠原憲四郎ほか編，197pp.，1999年12月刊，会員頒価2,900

円，〒350円
第 55 号　ジュラ紀付加体の起源と形成過程．木村克己ほか編，（売り切れました）
第 56 号　古領家帯と黒瀬川帯の構成要素と改変過程．高木秀雄ほか編，253pp., 2000年３月刊，会員頒価2,900円，〒350円
第 57 号　砕屑岩組成と堆積・造構環境．公文富士夫ほか編，240pp., 2000年９月刊，会員頒価2,800円，〒350円
第 58 号　 地震イベント堆積物—深海底から陸上までのコネクション—藤原　治ほか編，（売り切れました）
第 59 号　 沖積層研究の新展開　井内美郎ほか編，212pp.，2006年５月刊，会員頒価2,400円，〒350円

 リーフレットシリーズ
　大地の動きを知ろう—地震・活断層・地震災害—　1995年４月発行　会員頒価200円（非会員300円）
　大地のいたみを感じよう—地質汚染Geo−Pollutions 1997年２月発行　会員頒価200円（非会員300円）
　大地をめぐる水—水環境と地質環境—　2001年５月発行　会員頒価300円（非会員400円）
　日本列島と地質環境の長期安定性　2011年発行　会員頒価500円（非会員600円）

 地質リーフレットたんけんシリーズ（同一リーフレットを20部以上購入の場合割引あり）
　１．箱根火山たんけんマップ—今、生きている火山　2007年５月発行　会員頒価300円
　２ ．屋久島地質たんけんマップ—洋上アルプスは不思議な地質がいっぱい—　2009年３月発行　会員頒価300円
　３ ．城ヶ島たんけんマップ—深海から生まれた城ヶ島—　2010年９月発行　会員頒価300円
　４ ．富士山青木ヶ原溶岩のたんけん—樹海にかくされた溶岩の不思議—　2014年３月発行　会員頒価300円
　５ ．長瀞たんけんマップ—荒川が刻んだ地球の窓をのぞいてみよう—　2016年２月発行　会員頒価300円

 地質リーフレットシリーズ
　１．箱根火山　2007年７月発行　会員価格1,000円（同一リーフレットを20部以上購入の場合割引あり）

 下敷き : 「干渉色図表」・「偏光顕微鏡による鉱物鑑定表」（英語版）１枚200円（非会員300円）

 電子書籍シリーズ
　地学を楽しく！：ジオパーク・ジオツアー・地学オリンピック　　2013年12月発行　［Kindle版/PDF版］　定価1,380円

 講演要旨集ほか
　第118年見学旅行案内書（2011年水戸） 会員頒価2,800円，〒500円
　第117年学術大会講演要旨（2010年富山） 会員頒価4,000円，〒500円
　第117年見学旅行案内書（2010年富山） 会員頒価2,800円，〒500円
　第116年見学旅行案内書（2009年岡山） 会員頒価2,800円，〒500円
　第115年見学旅行案内書（2008年秋田） 会員頒価2,500円，〒500円
　※ このほか，大会講演要旨は，2002年新潟，2003年静岡，2004年千葉，2006年高知，2007年札幌，見学旅行案内書は，

2005年京都に残部があります．

フィールドノート：学会オリジナル．12×19cm．ハードカバー．レインガード使用　会員頒価１冊500円．
クリアファイル：学会創立125周年記念オリジナル．A4対応両面カラー．3枚１セット500円．

出　版　物　在　庫　案　内
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