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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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山口大会　予告

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・祝）～25日（水）に開催

大会に関わるおもな締切

　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・

祝）～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．

　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，早めの予約を御願いします．

　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優し

いコース設定となっています．この機会に，ぜひ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．

　各種申込は，従来と同様の参加登録システムを利用します．お支払いは銀行振込またはクレジットカードによる支払いが

可能です．発表についても演題登録システムを利用したオンライン登録が可能です．なお，大会準備がスムーズに運ぶよ

う，締切日の厳守をお願いいたします．

　山口大会に関する最新情報は，学会ホームページ（http：//www.geosociety.jp/）の「2019山口大会HP」に掲載します．

オンライン（WEB） FAX・郵送

講演申込・要旨投稿 7月3日（水）18時 6月26日（水）必着

大会参加・巡検・懇親会等 8月19日（月）18時 8月9日（金）必着

ランチョン・夜間小集会 7月3日（水） ---

生徒「地学研究」発表会 7月26日（金） ---

一時締切 最終締切

企業展示・書籍販売 7月30日（火） 8月19日（月）

(01)-(23)_予告記事.indd   1 2019/05/24   12:26
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日程：9月23日（月・祝）15:30～17:30（予定）
会場：山口大学　大学会館　大ホール

（1）地質情報展2019やまぐち
　　 —めくってみよう大地の図かん—
日程：9月21日（土）～23日（月・祝）入場無料
　　　9月21日（土）10:00 ～17:00
　　　9月22日（日）10:00 ～17:00

　　　9月23日（月・祝）10:00 ～16:00（時間はいずれも予定）
会 場：山口大学大学会館（山口県山口市吉田1677-1）
主 催：日本地質学会，産総研 地質調査総合センター
内 容：山口県の地質現象や地震，鉱物資源などについてパ

ネルや映像，標本を使って展示・解説する「地質情報展
2019やまぐち」を開催します．化石レプリカ作成などの
体験学習コーナーなども用意し，実験や実演を通じて小
学校入学前のお子様から大人まで，楽しみながら「地質」
を学んでいただけるイベントです．ぜひ，「地質情報展
2019やまぐち」にご来場ください．

お 問い合せ先：産総研 地質調査総合センター 地質情報展
企画運営事務局

　TEL：029-861-3540
　E-mail：johoten2019-ml@aist.go.jp

（2 ）市民講演会「防府土砂災害から10年－災害を
経験して次に活かす－」

日時：9月22日（日）13:00 ～ 14:30（無料，事前申込不要）
会場：山口大学　大学会館　大ホール

（3 ）小さなEarth Scientistのつどい～第17回小，
中，高校生徒「地学研究」発表会～

　日本地質学会地学教育委員会では，地学普及行事の一環
として，地学教育の普及と振興を図ることを目的として，
学校における地学研究を紹介する「地学研究」発表会をお
こなっています．山口大会でも，小・中・高等学校の地学
クラブの活動，および授業の中で児童・生徒が行った研究
の発表を募集いたします．山口近郊，また中国地方の学校，
さらには全国の学校の参加をお待ちしています．会場は研
究者も発表するポスター会場内に，特設コーナーを用意い
たします．同時並行で研究者の発表も行われます．児童・
生徒の参加が難しい学校も多くあると予想されます．その
場合は，発表ポスターのみをお送りいただいても結構です．
コアタイムの時間は従来通り設けますが，審査は，昨年札
幌大会でも採用されたデジタルポスター審査を取り入れる
こととします（当日表彰は行いません）．この会を通じて日
頃の研究成果を披露していただき，地質学，地球科学への
理解が深まって，未来を担う生徒たちの学習意欲への良い
刺激と励みになることを願っております．なお，参加証と
ともに，優秀な発表に対しては審査のうえ，「優秀賞」など
の賞を授与いたします．またポスター毎に評価・コメント
作成し後日お送りします．
　下記の要領にて参加校を募集します．
1） 日 時：9月23日（ 月・ 祝 ）9:00～15:00頃（ コ ア タ イ ム

13:30～15:00を予定）
2） 場所：山口大会ポスター会場（山口大学吉田キャンパス

内）
3） 参加対象
 ・ 小，中，高校地学クラブならびに理科クラブ等の活動成

果の発表
 ・ 小，中，高校の授業における研究成果の発表
 ・ 活動，研究内容は地学的なもの（地質や気象などの地球

科学・環境科学，天文など）
4）参加申込締切：７月26日（金）
5） ポスター発表（ポスターサイズ：縦210cm×横90cm）

ポスターのほかに標本等を展示される場合には，パネル
の前に机を用意します．参加申し込みの際に，その旨を
記載して下さい．その場合はポスターの下側が隠れる事
をご了承下さい．当日参加する発表者は決められた時間

（および随時）ポスターの前に待機し説明をしていただ
きます．なお，遠隔地および学校行事等のために児童・

メ�イン会場：山口大学吉田キャンパス・共通教育棟（山口
市吉田1677-1）
各�賞表彰式・記念講演会・地質情報展・市民講演会：山口

大学吉田キャンパス・大学会館（山口市吉田1677-1）

１．日　　程

２．会　　場

３．各賞表彰式・記念講演

4．普及行事・関連行事

日　程 行　事
9月21日（土） 地質情報展（～ 23日（月・祝））

9月22日（日）
プレ巡検（日帰り）１コース，アウト
リーチ巡検（日帰り）1コース，市民
講演会

9月23日
（月・祝）

セッション発表（口頭，ポスター），ラ
ンチョン，小さなEarth scientist の集
い，各賞表彰式・記念講演会，懇親会，

9月24日（火）
シンポジウム，セッション発表（口頭，
ポスター），ランチョン，夜間小集会
市民講演会（午後），

9月25日（水）
シンポジウム，セッション発表（口頭，
ポスター），ランチョン，夜間小集会
若手会員のための業界研究サポート

9月26日（木） ポスト巡検（日帰り）6コース
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山口大会　予告

生徒が参加できない場合は，ポスターのみをお送りいた
だいても結構です．

6） デジタル審査の方法：各校のポスターと講演要旨を一定
期間学会HP内（要ログインページ）にて閲覧できるよ
うにし，学会理事が各ポスターへの評価コメントを作成
します．それらのコメントも含めて審査委員が採点・評
価した後，地学教育委員会が審査結果を集計し，結果発
表を行います．後日各ポスター発表に対するコメントや
評価をお送りします．

7） 参加費　無料（参加者・引率者とも），開催中の研究者
の発表，講演も聴くことができます．

8） 派遣依頼　参加者・引率者については学校長宛，日本地
質学会より派遣依頼状を出します．

9） 問い合わせ・申込先：所定の書式（学会HPよりダウン
ロード可）をFAXまたはe-mailで下記宛にお送り下さ
い．

　日本地質学会地学教育委員会（担当　三次）
　〒101-0032　東京都千代田区岩本町2-8-15 井桁ビル6F
　TEL：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156
　e-mail：main@geosociety.jp

（4）アウトリーチ巡検
「萩・Mine秋吉台ジオパークを巡るジオツアー」
日 時：9月22日（日）（日帰り）7:50　山口大学吉田キャン

パス集合，17:40　山口大学解散（予定）

参 加対象：一般市民を優先
参 加費・申込等：p.（21）巡検の申込および巡検コース一

覧A班の欄をご参照下さい
（注意）中学生以下の場合は，必ず保護者同伴でお申し込み
下さい．また，長時間の歩行や川原など足場の悪い場所で
露頭観察を行う場合もあります．巡検の性質上，自立歩行
が難しい方，介助が必要な方のご参加はご遠慮願います．

「秋吉台石灰石鉱山と沖の山Coal Center」
日 時：9月26日（木）（日帰り）9:30　山口大学吉田キャン

パス集合，16:40　山口大学解散（予定）
参 加対象：一般市民を優先
参 加費・申込等：p.（21）巡検の申込および巡検コース一

覧B班の欄をご参照下さい
（注意）中学生以下の場合は，必ず保護者同伴でお申し込み
下さい．また，長時間の歩行や川原など足場の悪い場所で
露頭観察を行う場合もあります．巡検の性質上，自立歩行
が難しい方，介助が必要な方のご参加はご遠慮願います．

（5）若手会員のための業界研究サポート
　地質企業に興味のある学生・大学院生および指導にあた
っている教員の方々を対象とし，地質企業の現状や求める
人材について語り合う交流会を目的としています．詳細は，
大会プログラム号に掲載予定です．
日程：9月25日（水）午後（予定）
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講演申込に関するご案内
演題および原稿締切：7月3日（水）18:00（オンライン）

　シンポジウム，セッションとも演題登録・要旨投稿は山口大会HPにアクセスし，オンライン入力フォームに従ってお申
込下さい．発表セッションや会場・発表日時等は行事委員会が決定し，8月上旬に通知します．やむを得ず郵送で申し込む
場合は，学会事務局までお問い合わせ下さい．発表申込書等必要な書式をお送りします．提出書類，要旨原稿をご準備の
上，6月26日（水）必着で学会事務局までお送り下さい．講演をされる方は，別途事前に大会参加登録も行って下さい．

5．シンポジウム

　今大会では2件のシンポジウムを開催します．内容について
はp.（11）「シンポジウム・セッション一覧」をご覧下さい．
　シンポジウム発表は招待講演のみです．世話人は会員・
非会員を問わず招待講演を依頼できます（締め切りました）．
いずれの発表も通常のセッション同様，締切までに演題登
録・要旨投稿を行って下さい．発表時間は世話人が決定し
ます．シンポジウム発表にはセッション発表における1人１
件の制約（下記）が及びませんので，シンポジウムで発表
する会員は別途セッションにも発表を申し込めます．また
非会員招待講演者に限り大会参加登録費を免除します（講
演要旨集は付きません）．シンポジウムの講演要旨もセッシ
ョン発表と同じ様式・分量です．p（5），（10）を参照して
要旨を作成して下さい．

6．セッション発表の募集

　セッション発表を下記要領で募集します．

（1）セッションについて
　今大会では7件のトピックセッションと25件のレギュラー
セッション，およびアウトリーチセッションを用意します．
各セッションの詳細についてはp.（11）「シンポジウム・セ
ッション一覧」をご覧下さい．

（2）発表に関するルール（条件・制約）
1 ）会員は，全33セッションのうち１つまたは複数（下記）
で発表することができます．原則，非会員は発表できませ
ん．発表を希望する非会員は6月26日（水）までに入会手
続きをして下さい（入会申込書が届くまで発表申込を受理
しません）．共催団体の会員は共催セッションへの発表申
込が可能です．

2 ）口頭発表あるいはポスター発表を1人1題申し込めます．
ただし，発表負担金（1,500円）を支払うことでもう１題

（最大2題）の申し込みが可能です．発表可能な組み合わせ
は下記を参照して下さい．

発表可能な組み合わせ例
１件目 ２件目 申込可否 発表負担金

セッションA：口頭1件 セッションA：口頭1件 ×

セッションA：ポスター1件 セッションA：ポスター1件 ×

セッションA：口頭１件 セッションA：ポスター１件 ○ +1,500円

セッションA：口頭１件 セッションB：口頭１件 ○ +1,500円

セッションA：ポスター１件 セッションB：ポスター１件 ○ +1,500円

　※ セッション招待講演も同様に本ルールが適用されます．
ただし，招待講演の場合は，発表負担金は発生しませ
ん．

　※ これらの制約はアウトリーチセッションには適用しま
せん（後述）

3 ）共同発表（複数著者による発表）の場合は，上記「1人
１題，ただし発表負担金支払いによりもう１題可」の制約
を発表者に対して適用します．その際，発表者は筆頭でな
くても構いません（筆頭者に会員・非会員等の条件はあり
ません）．講演要旨では，発表者氏名を下線（アンダーラ
イン）表示にして下さい（単著の場合は下線不要）．

（3）アウトリーチセッション（OR）
　ORセッションは，会員による研究成果の社会への発信

（アウトリーチ）を学会として力強くサポートするために，
トピック・レギュラーと並ぶ第三のカテゴリーとして設け
られているものです．市民に対するアウトリーチ活動に関
心のある会員はぜひお申し込み下さい．
1 ）トピック・レギュラーと同様の演題登録・要旨投稿が必
要です．要旨校閲（後述）もトピック・レギュラーと同様
に行います．要旨は講演要旨集に収録され，正式な学会発
表扱いになります．

2 ）本セッションの発表には，上記の発表に関するルール
（1人1題，ただし発表負担金を支払えばもう１題可）を適
用しません．例えば，レギュラーセッションで１題発表す
る会員がアウトリーチセッションでも発表する場合，発表
負担金はかかりません．ただし，同一発表者（＝発表申込
者）が本セッションで発表できるのは1題のみとします．

3 ）本セッション以外に，別途レギュラー・トピックセッシ
ョンでの発表を申込む際は，プログラム編成の都合上，で
きるだけ「口頭発表」をご選択下さい．

4 ）ポスター会場には一般市民の方にも入場いただけるよう
できるだけ配慮します．

5 ）市民には講演要旨のコピーを配布しますが，これとは別
に資料を独自に配布していただいても構いません（ただし
発表者負担）．

6 ）スペース等の都合から，募集件数は10件程度とします．
募集件数を上回る応募があった場合は行事委員会が採否を
検討します．

7 ）講演申し込み時に優秀ポスター賞のエントリーを希望す
れば優秀ポスター賞の選考対象になります．

（4）招待講演
　招待講演者をp.（11）「シンポジウム・セッション一覧」
およびp.（17）「セッション別招待講演の紹介」に示しまし
た．招待講演も期日までに一般発表と同様に演題登録・要
旨投稿が必要です．非会員招待講演者の場合は世話人が代
理でオンライン入力することも可能です．非会員招待講演
者に限り参加登録費を免除します（講演要旨集は付きませ
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山口大会　予告

ん）．また，招待講演も発表に関するルールの適用対象とな
りますが，発表負担金は発生しません．

（5）セッション発表申込の際の注意点
1 ）発表方法は「口頭」「ポスター」「どちらでもよい」のい
ずれかを選択して下さい（アウトリーチセッションはポス
ターのみ）．締切後の変更はできません．プログラムや会
場の都合のため，発表方法（口頭・ポスター）の変更をお
願いすることがあります．

2 ）発表題目と発表者氏名は，登録フォームと講演要旨の両
方を一致させて下さい．

3 ）発表希望セッションを必ず第2希望まで選んで下さい．
4 ）関係する一連の発表があるときは，必要に応じて発表順
や希望等をコメント欄に入力して下さい（ご希望に沿えな
い場合があります）．

７．講演要旨（シンポ・セッションすべてに共通）

（1）講演要旨の投稿
　講演要旨はA4判１枚とし，PDFファイルのオンライン投
稿により受け付けます．印刷仕上がりは0.5ページ分です（１
ページに2件分を印刷）．原稿をそのまま版下とし，70％程度
に縮小印刷します．文字サイズ，字詰め，鮮明度等に注意し
て下さい．やむを得ず郵送する場合は，オリジナルか鮮明な
コピーを１枚郵送して下さい．FAXやe-mailでの投稿は受け
付けません．原稿の体裁は，p.（10）のフォーマットを参照
して下さい（特に，発表者氏名には忘れずに下線を引いて下
さい（単著の場合は下線不要））．大会HPの「PDFファイル
の作り方」，wordテンプレートもあわせてご覧下さい．

（2）講演要旨の倫理責任と著作権管理
　本学会は，本学会出版物への投稿原稿に対して，その倫
理性について著作者が保証する「保証書」および著作権を
本学会へ譲渡することに同意する「著作権譲渡等同意書」
に署名捺印をして提出していただいております．学術大会
の講演要旨投稿では，オンライン画面上で「保証書」と

「著作権譲渡等同意書」の内容に同意していただいてから電
子投稿画面に進めるようになっています．

（3）講演要旨における文献引用
　引用した文献の情報を必ず記載して下さい．講演要旨で
は文献記載の簡略化が認められています．著者名，発表年，
掲載誌名など，文献を特定できる必要最低限の情報を明記
して下さい．

（4）講演要旨の校閲
　行事委員会は，すべての（招待講演を含む）講演要旨につ
いて，学会の目的ならびに倫理綱領（定款第４条）に反して
いないかという点について校閲を行います．校閲によりいず
れかの条項に反していると判断された場合，行事委員会は修
正を求めるか，あるいは発表申込を受理しないことがありま
す．行事委員会の措置に同意できない場合，発表申込者は法
務委員会（学会事務局気付）に異議を申し立てることができ
ます（異議申立てに関する詳細は大会HPに掲載）．

８．発表要領（シンポ・セッションすべてに共通）

（1）口頭発表
1 ）発表時間：セッションの発表時間は，招待講演を除き，

トピック・レギュラーとも１題15分です（討論時間3 ～5
分と演者交代時間を含む）．シンポジウムの発表時間は世
話人が決めます．発表者は討論時間を必ず確保して下さ
い．

2 ）パソコンの使用：発表はできるだけ会場備え付けの
Windowsパソコン（OSはWindows 10；PowerPoint，2010，
2013，2016対応）をご使用下さい（ただし，Macご利用の
方と動画を使用する方はご自身のパソコンをご用意下さ
い）．プロジェクター解像度は1024×768ドット（XGA）で
す．パワーポイント・ファイルをUSBフラッシュメモリで
持参し，パソコンにコピーして下さい（シンポ・セッショ
ン終了後，世話人がファイルを削除します）．フォントは特
殊なものではなく，PowerPointに設定されている標準的な
ものを使用して下さい．

3 ）事前の接続・投影確認：ご自身のパソコンで発表する方
も，シンポ・セッション開始前に発表会場において正常に
接続・投影されることを確認して下さい．事前に解像度

（ 上 記 ） の 設 定 を ご 確 認 下 さ い． 会 場 の 接 続 端 子 は
D-sub15ピン（ミニ）です．パソコンによってはコネクタ
が必要になる場合がありますので必ずご持参下さい（会場
にはありません）．確認作業の混雑とそれによる講演開始
の遅れを防ぐため，早めの確認作業をお願いします．な
お，発表者が事前確認を怠ったために発表時にトラブルが
生じても時間延長等の措置は取りません．

（2）ポスター発表
1 ）全てのポスターは１日間掲示できます．コアタイムでは
必ずポスターの説明を行って下さい．ポスター設置・撤去
等については本誌8月号掲載予定のプログラム記事をご覧
下さい．

2 ）ポスターは必ず縦210cm，横90cm以内で作成して下さい．
3 ）発表番号，発表タイトル，発表者名をポスターに明記し
て下さい．

4 ）コンピューターによる演示等も許可しますが，機材等は
すべて発表者が準備して下さい．また，電源は確保できま
せんので，必要であれば予備のバッテリーを用意して下さ
い．発表申込の際に機器使用の有無や小机の必要性等をコ
メント欄に記入し，事前に世話人にもご相談下さい．

5 ）運営規則第16条２項（8）により，優れたポスター発表
に対して「日本地質学会優秀ポスター賞」を授与します．
優秀ポスター賞はエントリー制です．エントリーを希望さ
れる発表者は，講演申込時に優秀ポスター賞エントリー希
望を選択してください．発表当日，エントリーされた講演
番号のボードに「エントリー講演」と書かれた紙が貼付し
てありますので，ご確認ください．この紙はポスター掲示
後も見える位置に貼付しておいてください．貼紙が見えな
い場合は審査の対象になりません．

（3）発表者の変更
　口頭，ポスター発表に関わらず，あらかじめ連記されて
いる共同発表者内での変更は認めますが，必ず事前に行事
委員会に連絡して下さい．この場合もセッション発表者に
ついては6項の（2）の条件を適用します．

（4）口頭発表の座長依頼
　各セッション会場の座長を発表者に依頼することがあり
ます．その際はご協力をお願いします．座長には，会場で
の司会進行および当日の講演キャンセルの確認などを行っ
ていただきます．
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大会参加登録のご案内
事前参加登録締切： 8 月19日（月）18:00（オンライン）

　参加登録に関わるお申込（参加，要旨集，巡検，懇親会，弁当）は，オンラインによる大会専用参加登録システム（会
員・非会員にかかわらずどなたでも申込可）をご利用の上，お申し込み下さい．
　郵送で申し込む場合は，学会事務局までお問い合わせ下さい．郵送用申込書等必要な書式をお送りします．提出書類をご
準備の上，8月9日（金）必着で学会事務局までお送り下さい．
　講演申込をされる方も別途忘れずに大会参加登録をして下さい．会員が同伴する非会員の家族等（以下，同伴者）につい
ても懇親会・巡検・お弁当については事前に申込が必要です．申込は，会員と同伴者の計2名まで一括申込が可能です．な
お，学会を通じての宿泊・交通手配の斡旋は行いません．宿泊や交通については各自で手配願います．また，大会HPに会
員向けに確保された宿泊施設（湯田温泉）の予約申込情報（7/31締切）を，掲載しています．是非ご覧下さい．

9．各種申込とお支払いについて
（1）申込方法
1）参加登録システム（オンライン）による申込
（申込締切：8月19日（月）18:00）

学会HPから「山口大会ホームページ」の大会専用参加登
録システムへアクセスし，画面表示に従って入力をして
下さい．支払方法などの詳細は，ホームページをご覧下
さい．
2）FAX・郵送による申込
（申込締切：8月9日（金）必着）
　まずは学会事務局までお問い合わせ下さい．郵送用申込
書等必要な書式をお送りします．申込書類をご準備の上，8
月9日（金）必着で学会事務局までお送り下さい．お申込み
の際は，必ず申込書のコピーを各自で保管して下さい．

　申込締切後，確認書（ハガキ）を発送します（9月初旬
発送予定）．大会開催10日前までには申込者の皆様のお手
元に届くようお送り致します．

　（注意）締切時点で入金確認が取れない場合：請求金額
は，「当日払い」の金額となり，未入金旨記載された確認書
が送付されます．入金と確認書の発送が入れ違いの場合は，
入金（振込）時の控え等を会場にお持ち下さい．ご協力を
お願い致します．

（2）申込後の変更・取消
1 ）参加登録システム（オンライン）でお申込みの場合：締
切までの間は，大会登録専用HPから予約の変更・取消が
出来ます．締切後は直接学会事務局（東京）にFAX又は
e-mailにてご連絡下さい．

2 ）FAX・郵送でお申込み場合：申込後に変更・取消が生
じた場合は，学会事務局（東京）にFAXまたはe-mailにて
ご連絡下さい．その際申込受付時に案内される「受付番
号」・「氏名」を必ず明記して下さい．

（3）取消に関わる取消料と返金について

※ 申込項目により取消料が異なりますので，ご注意下さい．
※ いずれの場合も返金がある場合は，振込手数料を差し引

いた額をクレジットカード会社もしくは学会から返金し
ます．返金までに2 ～3 ヶ月要する場合もありますので，
ご了承下さい．

10．参加登録費（講演要旨集付き）

※ 参加費有料の方には必ず要旨集１冊が付きます．講演要
旨集が不要の場合でも割引はありません．

※ 参加費無料の方は要旨集が付きません．ご希望に応じて
別途購入して下さい．

※ 日本地質学会の会員資格は『正会員』のみであり，割引
会費の申請をした方についてのみ，割引会費が適用され

締切日
（8/19）まで

大会3日前
（9/20）まで

大会2日前
（9/21）以降

参加登録費 0% 60% 100%

追加要旨 0% 60% 100%

懇親会 0% 100% 100%

お弁当 0% 50% 100%

巡検（9/22
実施コース） 0% （9/19まで）

50%
（9/20以降）

100%

巡検（9/26
実施コース） 0% （9/23まで）

50%
（9/24以降）

100%

事前申込 当日払い 備考

正会員 7,500円 9,500円

院生割引会費適
用正会員 4,500円 6,500円

学部学生割引会
費 適 用 正 会 員・
名 誉 会 員・50年
会員・非会員学
部学生・非会員
招待者・同伴者

無料 無料
※ 講演要旨

は付きま
せん

非会員（一般） 12,500円 15,000円

非会員（院生） 7,000円 9,500円
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ています．
※ セッション共催団体会員の参加登録費は地質学会会員に

準じます．

11．講演要旨集の予約頒布

　参加費が無料の方で要旨集が必要な方は，参加登録時に
追加講演要旨集の申込をして下さい．複数の講演要旨集を
追加購入することもできます．受け取り方法には，（1）大
会後に送付（要別途送料），（2）会場で受取　があります．
大会へ参加しない方も要旨のみ事前予約できます（大会後
に送付）．

※ 送料：1冊　500円，2冊　600円，3冊　800円，4冊　1,000
円，5冊　1,200円

12．巡検参加申込
企画：日本地質学会，旅行取扱：（株）防長トラベル

申込締切：
オンライン：8月19日（月）18:00

FAX・郵送：8月9日（金）必着
（注）アウトリーチ巡検以外は，定員になり次第締切りま
す．早めにお申込下さい．

　計8コースの巡検を計画しました（p.（21）参照）．
（1 ）会員・非会員問わずお申込頂けます．
（2 ）実施日程が異なる場合，複数の巡検コースへの申込を

行うことができます．
（3 ）申込人数が各巡検コースの最小催行人員に達しなかっ

た場合，巡検を中止することがあります．
（4 ）本学会ならびに山口大会実行委員会は巡検参加者に対

し，巡検中に発生する病気，事故，傷害，死亡等に対す
る責任・補償を一切負いません．これらについては，巡
検費用に含まれる保険（国内旅行傷害保険団体型）の範
囲でのみまかなわれます．

（5 ）集合・解散の場所，時刻等に変更することがあります．
大会期間中は会場内の掲示板等で案内に注意して下さい．
また，案内者から直接ご連絡することもあります．

（6 ）中学生以下がアウトリーチ巡検に参加する場合は，必
ず保護者同伴でお申し込み下さい．なお，バスや徒歩で
の移動に際して介助が必要な方への対応は準備しており
ません．ご了承ください．

（7 ）案内書は昨年同様，地質学雑誌に掲載予定です．CD-
ROMは 作 成 し ま せ ん． ま た， 雑 誌 発 行 と 同 時 に
J-STAGE上で公開します．巡検参加者には，各コースの
案内書のコピーを巡検当日に配布します．

（8 ）会期後，大会報告記事（ニュース誌11月号を予定）に
おいて，参加者氏名を掲載させて頂きます．あらかじめ
ご了承ください．

（9 ）取消料は，巡検実施日によりコース毎に異なります．
（p.（6）参照）．申込締切後の変更・取消は，直接学会事
務局（東京）にFAX又はe-mailにてご連絡下さい．

13．懇親会参加申込

日時：9月23日（月・祝）18:00頃から2時間程度
会 場：山口大学　吉田キャンパス　第2学生食堂（きらら）
　準備の都合上，前金制の予約参加
とします．たくさんの方々，特に院
生・学生などの若手会員のご参加を
お待ちしております．山口の地酒

「獺祭」の鏡割などを企画していま
す．余裕があれば当日参加も可能で
すが，予定数に達し次第締切ります．
当日会費は1,000円高くなります．

※ 非会員の会費は会員に準じます．
※ 締切後の参加取消の場合は会費の返却はいたしません．

ご了承下さい．p.（6）9項（3）参照．

14．お弁当予約販売・食堂等の営業について

　9月23日（月・祝）～25日（水）に昼食用お弁当の予約販
売をいたします（１個700円，お茶付）．
　また講演会場に近い学生食堂の「ボーノ」，「きらら」が
昼食時間帯に下記の通り営業予定です．
23日（月・祝）：第2食堂「きらら」（臨時営業10:00～14:00）
24日 （火）・25日（水）：第1食堂「ボーノ」（11:00～14:00）・

第2食堂「きらら」（10:00～14:00）．生協大学生協売店
（11:00～16:00）

※ 大学周辺には飲食店が少ないためにお弁当予約もしくは
学内施設のご利用をおすすめします．

事前予約（/冊） 当日販売（/冊）

会　員 3,000円 4,000円

非会員 4,000円 5,500円

会　費

正会員 5,000円

院生割引会費，学部学生割引会費適用正会
員・名誉会員・50年会員，同伴者 2,500円
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15．ランチョン開催の申込

開催予定：9月23日（月・祝），24日（火），25日（水）（開
催時間は日によって多少異なります）
申込項目：（1）集会名称，（2）集会内容（50 ～100字程度）

（3）世話人氏名・連絡先（メールアドレスと電話番号）（4）
予定人数（5）その他ご希望等（希望日程，プロジェクター
の使用希望など）

17．企業等団体展示・書籍販売・広告協賛の募集

申込締切：一次7月30日（火），最終8月19日（月）現地事
務局扱い
　企業等団体展示会，書籍・その他物品の販売ブース設置
を大会会期中に予定しています．また，講演要旨集の広告
協賛を募集致します．詳しくは大会ホームページまたは現
地事務局までお問い合わせ下さい．

18．大会へお子様をお連れになる方へ

　ご家族で学会に参加される会員で，大会期間中に保育施
設のご利用を希望される方には，学会からは保育料金の一
部を補助いたします．会場内には保育室を設けませんので，
近隣施設をご紹介いたします．詳細は大会HPをご参照くだ
さい．

19．若手会員向けルームシェア型宿泊プラン

　若手会員のために， “ルームシェア型宿泊プラン”を企画
いたしました．学術大会での若手会員の宿泊先確保を支援
し，若手同士の交流機会をつくることで，若手会員の皆様
の研究活動をサポートしたいと考えております．是非，本
プランをご活用いただき，研究仲間の輪を広げていただき
たいと思います．
申込�締切：2019年7月31日（水）（申込順に受入．満員にな
り次第終了．）

対象 となる会員：学生（学部，修士，博士）およびポスド
ク研究員

宿泊施設：カリエンテ山口（山口県婦人教育文化会館）
宿泊料金：一人　4,308円/1泊（食事なし　税・奉入湯税込）
申込方法：オンライン専用申込フォームから
　男女別室の見知らぬ人同士の相部屋になります．このほ
か申込にあたっての注意事項など詳しくは，大会HPをご覧
下さい．

16．夜間小集会開催の申込

開催予定：9月24日（火），25日（水）18：00 ～19：30
申込項目：（1）集会名称，（2）集会内容（50 ～100字程度）

（3）世話人氏名・連絡先（メールアドレスと電話番号）（4）
予定人数（5）その他ご希望等（希望日程，プロジェクター
の使用希望など）

20．実行委員会組織

山口 大学：脇田浩二（委員長），坂口有人（事務局），今岡
照喜，岩谷北斗，大橋聖和，大和田正明，楮原京子，
川村喜一郎，澤井長雄，志村俊昭，千々和一豊，辻　
智大，宮田雄一郎

巡検案内書：亀井淳志（島根大学）
現地 事務局・男女共同参画企画（保育施設紹介）：（株）近

畿日本ツーリスト中国四国広島支店（担当：恒吉剛志）
　　TEL：082-221-6112，FAX：082-221-7039，
　　e-mail：tsuneyoshi913156@kntcs.co.jp

21．連絡先一覧

（1）日本地質学会行事委員会・地学教育委員会・
学会事務局
〒101-0032 東京都千代田区岩本町2-8-15井桁ビル6F
TEL：03-5823-1150　FAX：03-5823-1156
e-mail：main@geosociety.jp

日本地質学会行事委員会（2019年5月現在）
委員長　岡田　誠
委　員　佐藤大介（地域地質部会）
　　　　納谷友規（層序部会）
　　　　板木拓也（海洋地質部会）
　　　　西田尚央（堆積地質部会）
　　　　新井和乃（現行地質過程部会）
　　　　島津　崇（石油石炭関係）
　　　　山本由弦（構造地質部会）
　　　　上松佐知子（古生物部会）
　　　　上澤真平（火山部会）
　　　　遠藤俊祐（岩石部会）
　　　　野々垣　進（情報地質部会）
　　　　田村嘉之（環境地質部会）
　　　　山崎新太郎（応用地質部会）

会合のお申込
申込締切：7月3日（水）行事委員会扱い

　会合開催をご希望の場合は，必要な申込項目をe-mailで行事委員会宛に申し込んで下さい．開催日時のご希望には沿えな
い場合があります．また，世話人には，集会内容を大会報告記事（ニュース誌11月号を予定）に投稿していただきます（800
字以内，原稿締切は10月下旬を予定）

その他のご案内
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　　　　田村糸子（地学教育委員会）
　　　　竹下欣宏（第四紀地質部会）
　　　　黒田潤一郎（環境変動史部会）
　　　　吉田英一（地質環境長期安定性研究委員会）
　　　　中村謙太郎（鉱物資源部会）

（2）日本地質学会第126年学術大会（2019山口）
現地事務局

（株）近畿日本ツーリスト中国四国広島支店（担当：恒吉剛
志）
〒730-0032　広島市中区立町1-24　有信ビル7Ｆ
Tel： 082-221-6112　Fax： 082-221-7039　
e-mail：tsuneyoshi913156@kntcs.co.jp
営業時間　月～金曜9:30～17:30 土日・祝日休み

22．申込先と締切一覧

オンライン（WEB） FAX・郵送 申込先

講演申込（演題登録） 7月3日（水）18時 6月26日（水）必着 行事委員会/
講演申込システム p.（4）参照

講演要旨原稿提出 7月3日（水）18時 6月26日（水）必着 行事委員会/
講演申込システム p.（4）参照

大会参加登録 8月19日（月）18時 8月9日（金）必着 学会事務局/
参加申込システム p.（6）参照

懇親会，弁当 8月19日（月）18時 8月9日（金）必着 学会事務局/
参加申込システム p.（7）参照

追加講演要旨 8月19日（月）18時 8月9日（金）必着 学会事務局/
参加申込システム p.（7）参照

巡　検 8月19日（月）18時 8月9日（金）必着 学会事務局/
参加申込システム

p.（7），（21）
参照

締切 申込先

生徒「地学研究」発表会 7月26日（金） --- 地学教育委員会 p.（2）参照

ランチョン・夜間小集会 7月3日（水） --- 行事委員会 p.（8）参照

一次締切 最終締切 申込先

広告協賛 7月30日（火） 8月19日（月） 現地事務局
（近ツリ中国四国広島） p.（8）参照

企業展示への出展 7月30日（火） 8月19日（月） 現地事務局
（近ツリ中国四国広島） p.（8）参照

書籍・販売ブース 7月30日（火） 8月19日（月） 現地事務局
（近ツリ中国四国広島） p.（8）参照
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アカウント登録，

演題登録受付

アカウント（メールアドレス）の本登録を行いましたか？（確認メールに表示されているURLをクリック）
まずは、アカウント（メールアドレス）登録をおこないましょう．

（ダミーのPDFファイルをアップロードする）
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S1．島弧ダイナミクス研究のフロンティア（略称：島弧ダ
イナミクス）（A research frontier of geodynamics in 
island arc）
世 話 人： 大 橋 聖 和*（ 山 口 大：oohashik@yamaguchi-u.
ac.jp），大坪　誠（産総研），重松紀生（産総研），野田博
之（京都大）
Convener:Kiyokazu Oohashi*（Yamaguchi Univ.）, 
Makoto Otsubo(AIST), Norio Shigematsu(AIST), Hiroyuki 
Noda(Kyoto Univ.)
趣旨：近年の宇宙測地技術の発展，地震観測網の稠密化，
そして高速計算技術の発達は，島弧をはじめとする変動帯
の理解に新展開をもたらしている．また，これらを地質学
的観察と結びつけ，現象論である「地殻変動学」を，応力・
媒質特性・歪を統合的に理解しようとする「地殻ダイナミ
クス学」へと進化させようとする試みがなされている．本
シンポジウムでは，このような融合研究を主に地質学の視
点からリードしているキースピーカーを招き，島弧の変形
に関する長年の諸問題やパラドックスの解決を試みる．

S2．西日本で多発する土石流災害—平成21年7月中国・九
州 北 部 豪 雨 か ら10年（Debris flow disaster occurs 
frequently in west Japan- 10 years later the 
Chugoku-North Kyushu Heavy Rainfall in July 
2009）［共催：中国地質調査業協会山口県支部・山口県測
量設計業協会］

T1．日本海拡大に関連したテクトニクス，堆積作用，マグ
マ活動，古環境（Tectonics, sedimentation, magmatism 
and paleoenvironments related to the Japan Sea 
opening）［共催：地球電磁気・地球惑星圏学会］
世話人：星　博幸*（愛知教育大；hoshi@auecc.aichi-edu.
ac.jp）・細井　淳（産総研）・羽地俊樹（京都大）・新正裕
尚（東京経済大）・斉藤　哲（愛媛大）・高野　修（石油資
源開発）・入月俊明（島根大）・林　広樹（島根大）
Convener: Hiroyuki Hoshi*（Aichi Univ. Edu.）・Jun Hosoi

（AIST）・Toshiki　Haji（Kyoto Univ.）・Hironao Shinjo
（Tokyo Keizai Univ.）・Satoshi Saito（Ehime Univ.）・
Osamu Takano（JAPEX）・Toshiaki Irizuki（Shimane 
Univ.）・Hiroki Hayashi（Shimane Univ.）
趣旨・概要：本セッションの目的は，日本海拡大に関連し
た日本弧とその周辺のテクトニクス，堆積作用，マグマ活
動，および古環境について最新の研究成果を集め，現時点
での理解と問題点を整理し，今後の研究の見通しについて
ヒントを得ることである．地域地質，地球化学，生層序な
どのデータが着実に蓄積してきていることに加え，この10
年間には高精度ジルコン年代と海域・陸域の地球物理学的
探査データも大幅に増加した．こうした背景から，日本海

楮原京子*（山口大：k-kago@yamaguchi-u.ac.jp）・西山賢
一（徳島大）
Convener: Kyoko Kagohara*（Yamaguchi Univ.）・Ken-
ichi Nishiyama（Tokushima Univ.）
　近年，西日本では甚大な土砂災害が相次いで発生してい
る．いずれも豪雨に伴った土砂災害であったものの，崩壊
や土石流の形態，密度などその様相は異なり，極端気象現
象が増えつつある現代において，その発生メカニズムの解
明は，より一層求められている．そうした中，土砂災害の
発生時期に関しては，土石流堆積物に対する放射性炭素や
酸素同位体比などを用いた年代測定技術の適用，古文書記
録との対比によって，豪雨サイクルとは独立して崩壊しや
すくなる百年スケールの地質学的サイクルが併存すること
なども明らかになってきた．一方，土砂災害の発生に関す
る知見や技術が蓄積されることと並行して，それらを防災・
減災に活かすことが求められる．ハード的対策，ソフト的
対策としての地学教育，そして教訓を風化させない取組み
など，研究成果と社会をつなぐ活動を推進していく必要が
ある．山口県防府市に甚大な被害をもたらした平成21年7月
中国・九州北部豪雨の土砂災害から10年となる今年，山口
で本シンポジウムを開催する．
招待講演予定者：金折祐司（山口大・名誉）・釜井俊孝（京
都大）・鈴木素之（山口大）・曽我部　淳（中電技術コンサ
ルタント）・池田　晋・牛丸正美（防府市防災危機管理課）
ほか

拡大と日本弧形成のメカニズム，および日本海拡大期のテ
クトニックな事件と堆積作用，火成作用，古環境変動の相
互関係を学際的に議論する場が必要と考え，本セッション
を提案する．2名の招待講演者には，日本海地殻の地球物理
学的探査の最新データ，および約7億年にわたる日本列島地
質構造発達史の観点から見た日本海拡大の地質学的意味に
ついて，それぞれご講演いただく予定である．日本海拡大
に関連した層序，地質構造，堆積，古生物，年代測定，岩
石・鉱物，地球化学，構造探査，古地磁気，モデリングな
どの研究を歓迎する．
招待講演者：佐藤　壮（気象庁札幌管区気象台，非会員）・
磯﨑行雄（東京大，会員）

T2．大学・博物館における学術標本の未来　―人口減少・
災害多発社会における標本散逸問題を考える―（Future 
of Academic collections in Universities and 
Museums, Japan）［後援（予定）：日本学術会議］
世話人：堀　利栄*（愛媛大；shori@sci.ehime-u.ac.jp)・小
宮　剛（東京大）
Convener: Rie S. Hori (Ehime Univ.)・Tsuyoshi Komiya

（Univ. of Tokyo）

シンポジウム・セッション一覧

※タイトル（和英），世話人氏名・所属（和英），概要を示します．＊印は代表世話人（連絡責任者）です．
※発表申込については，本誌p.（4）をご確認下さい．

シンポジウム：2件

トピックセッション：7件
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趣旨・概要：日本で近代科学が産声をあげて約150年，この
間日本の地質学は国内のみならず海外にも進出し，多くの貴
重な試料を収集してきた．しかし，近年の日本社会の急速な
高齢化，大量退職および高等教育・研究機関における予算の
縮小により，自然科学系の大学教員・研究者数が急速に減少
し，管理者不在となった貴重な学術研究標本・資料が散逸す
る危機にさらされている．また，頻発する自然災害によって
学術標本が被災するケースも増え，脆弱な地方の大学や博物
館で収容されている学術標本保管のあり方も問われる時代に
なっている．このような状況で，それらの学術標本の一部は
博物館に移管されたものの，スペースや管理経費等の関係で
適切な措置がされず，すでに廃棄されてしまったものも多数
あり，成熟した博物学が基盤にある欧米に対して，現在の日
本における学術標本のあり方が厳しく問われている．特に，
地球科学系の岩石，鉱物，タイプ標本を除く化石および学術
資料の維持・管理は研究者個人の裁量に任されていた事もあ
り，現状の把握でさえままならない．今こそ，学界コミュニ
ティーでこのような問題について議論すべき時にある．本セ
ッションでは，地球科学系や生物科学系の標本・資料に焦点
をあて，次世代に残し，活用されるべき学術標本・資料のあ
り方について，関係する研究者の方々に講演いただき，皆様
と議論していきたい．
招待講演者：鈴木まほろ（岩手博，非会員）・真鍋　真（国
立科博，非会員）

T3．人新世の堆積学（Sedimentology in Anthropocene）
世 話 人： 川 村 喜 一 郎*（ 山 口 大 学；kiichirokawamura@
gmail.com）・小栗一将（JAMSTEC）・新井和乃（高知大）・
入野智久（北海道大）
Convener: Kiichiro Kawamura（Yamaguchi Univ）・
Kazumasa Oguri（JAMSTEC）・Kazuno Arai（Kochi 
Univ.）・Tomohisa Irino（Hokkaido Univ.）
趣旨・概要：人類は，地球上での活動を拡大させた結果，
地球表層にも影響を与えてきた．新しいところでは，戦後
行われた数多くの核実験によって大気中に放出された放射
性核種は地表に降り積もり，地層に記録された．チェルノ
ブイリ事故，福島第一原発事故でも同様である．一方で，
工場などから排出された有害な化学物質は深海底にも到達
した．それらもいずれ地層記録となるのかもしれない．ま
た，廃棄されたプラスチックは，陸上，海底問わず地層に
混入し，分解することなく埋没していくだろう．そのよう
な人類の活動の記録は，化学成分，放射性元素，人工物粒
子のような形で地層中に，第四紀の人類活動期である「人
新世」の化石として保存される．もし，タイムマシンで未
来を見ることができるのならば，それらは立派な化石とな
っているのかもしれない．このように，私たちの活動はも
はや地層となっている．これ以外にも沿岸の埋め立てや切
土，盛り土など，地形の人工改変や，津波や土石流，火山
砕屑物などによる大規模な街や農地の埋め立てなどは，そ
の後の人類の生活に大きな影響を及ぼしている．このセッ
ションでは，私たちの生きている時代での，私たちが地球
表層に及ぼしている影響について考えることを主眼として
いる．ここで説明したもの以外にも，地球表層における諸
現象について発表を広く募り，人類活動の記録プロセスと
その読み取り方とについて分野を超えて考えたい．
招待講演者：磯辺篤彦（九州大，非会員）・中嶋亮太

（JAMSTEC，非会員）

T4．文化地質学（Culture geology）［共催：文化地質研
究会］
世話人：鈴木寿志*（大谷大；hsuzuki@res.otani.ac.jp）・宮

本知治（九州大）・川村教一（兵庫県立大）
Convener: Hisashi Suzuki (Otani Univ.)・Tomoharu 
Miyamoto (Kyushu Univ.) ・Norihito Kawamura（Univ. of 
Hyogo）
趣旨・概要：文化地質学は人類の文化・文明が，地質とど
のように関わってきたか，そして現在もどのように関わっ
ているかを研究する学際的学問分野である．これまでのト
ピックセッションでは，以下のような研究例が示された．

（１）地質を石材など資源として活用した事例研究，（２）
考古遺物の成分分析を行った研究，（３）地域の固有文化と
の関わりを論じた研究，（４）博物館などでの普及・教育実
践についての研究，（５）地質に関わる文学の研究，（６）
山岳霊場など宗教と地質の関わりを論じた研究．招待講演
との関連から，今年の大会ではとくに（６）の地質と宗教
の関わりについて論じた研究発表を歓迎したい．もちろん
研究発表の申込みはこれに限定せず，文化・文明と地質と
の関わり，人・社会の営みと地質との関わり，観光資源と
しての地質など，地質と人々との関わりについて論じたす
べての研究発表を歓迎する．
招待講演者：根井　浄（元龍谷大，非会員）・後　誠介（和
歌山大，会員）

T5． 集 大 成！ 南 海 ト ラ フ 地 震 発 生 帯 掘 削 計 画
（Achievement of the Nankai trough seismogenic 
zone experiment and future perspectives）
世話人：坂口有人*（山口大；arito@yamaguchi.ac.jp）・金
川久一（千葉大），山田泰広（JAMSTEC），山口飛鳥（東
京大）
Convener: Arito Sakaguchi（Yamaguchi Univ.）・Kyuichi 
Kanagawa (Chiba Univ.)・Yauhiro Yamada (JAMSTEC)・
Asuka Yamaguchi (Univ. of Tokyo)
趣旨・概要：南海トラフの巨大地震発生メカニズムの理解
を目的として，2007年から11年かけて実施された科学掘削
が，2018年10月から2019年3月のIODP第358次航海で集大成
を迎えた．東南海地震の震源断層をターゲットとした本プ
ロジェクトは，地球深部探査船「ちきゅう」による深海底
掘削を中心としながらも，構造探査，地震観測，地球物理
観測，掘削コア分析，断層力学，孔内長期観測，海底観測
網による長期モニタリングなど多彩な分野の研究者が世界
から集結して，プレート沈み込み帯への理解を深めた国内
屈指のビッグサイエンスである．その11年史は世界のプレ
ート沈み込み帯サイエンスの進歩そのものと言えよう．本
セッションでは，これまでの研究成果をまとめとして，招
待講演として木村　学会員によるプロジェクト全体の研究
成果ダイジェスト，倉本真一会員による深部掘削技術のレ
ビューを行うとともに，この3月に終了したばかりの第358
次航海の最新の成果を議論する．
招待講演者：木村　学（東京海洋大，会員）・倉本真一

（JAMSTEC，会員）

T6． 中 国 地 方 の 活 断 層， 地 震 活 動 と ひ ず み 集 中 帯
（Quaternary faults ,  seismicity and strain 
concentration zone in the Chugoku district）
世 話 人： 大 橋 聖 和*（ 山 口 大；oohashik@yamaguchi-u.
ac.jp）・向吉秀樹（島根大）・小林健太（新潟大）
Convener: Kiyokazu Oohashi（Yamaguchi Univ.）・Hideki 
Mukoyoshi（Shimane Univ.）・Kenta Kobayashi（Niigata 
Univ.）
趣旨・概要：震災に対してノーマークであった中国地方で，
2000年以降，被害地震が多発している．また，活断層や山
口－出雲地震帯と呼ばれる微小地震活動の帯，変形速度の
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速い領域（山陰ひずみ集中帯）の存在が，地質・地震・測
地観測から明らかになってきた．さらに近年では，鳥取県
西部地域にて超高密度の地震観測が行われるとともに，こ
れらの活動が新第三紀以前に形成された地質構造およびそ
の発達史と組み合わせて説明されるようになるなど，日本
列島の第四紀地殻変動を理解する上での一つの模式地にな
りつつある．低活動性断層や伏在活断層など未知のリスク
の事前検出は，中国地方のみならず世界的にも重要な問題
であり，測地・地震観測結果と融合させて内陸直下型地震
の発生過程を解明することが学術的・社会的な課題である．
地震リスクの評価と普及啓発においても地質学が担う役割
は大きく，本セッションを契機に学際的な取り組みと内外
への情報発信を加速させたい．
招待講演者：飯尾能久（京都大・防災研，非会員）・西村卓
也（京都大・防災研，非会員）

T7． 日 本 列 島 形 成 史 の 新 景 観（New views on the 
geotectonic evolution of Japan）
世話人：磯㟢行雄（東京大；isozaki@ea.c.u-tokyo.ac.jp）・
澤木佑介 (東京大)・青木一勝 (岡山理科大)
Convener: Yukio Isozaki (Univ. of Tokyo)・Yusuke 

Sawaki (Univ. of Tokyo)・Kazumasa Aoki (Okayama 
Unive. of Sci.) 
世話人：最近，日本の多様な造山帯岩石について，ジルコ
ンU-Pb年代測定という新手法によって，従来とは大きく異
なるテクトニクス解釈の必要性が明らかになった．約５億
年前まで遡る日本列島の地殻形成史前半の解明のためには，
極めて限定された地質学的証拠の探索が不可欠となる．新
観点／手法による本邦産の古期岩類の検討から，これまで
不明な事柄が多かった古生代および中生代初期の花崗岩類
や片麻岩の詳細な年代が得られるようになり，東アジア縁
辺における具体的かつ正確なテクトニクスが議論できるよ
うになった．また比較的若い過去の造山帯産物がよく残存
している白亜紀以降の弧-海溝系についても，砕屑性ジルコ
ン年代学の成果によって，前弧盆地，弧内盆地そして背弧
盆地の分化過程などの詳細が解明されつつある．それに従
って，従来，比較的関心が低かった新生代前半のテクトニ
クスについても，新たなそして重要な知見がもたらされて
いる．これらの多様なテーマを内包する本セッションでは，
日本列島形成史の最新の描像を探る．
招待講演者：野田　篤（産総研，会員）・堤　之恭（国立科
博，会員）

　※［　］は責任母体となる専門部会または委員会です．

R1．深成岩・火山岩とマグマプロセス（Plutonic rocks, 
volcanic rocks and magmatic processes）［火山部会・
岩石部会］
世話人：上澤真平*（電中研；uesawa@criepi.denken.or.jp）・
栗谷　豪（北海道大）
Convener: Shimpei Uesawa* (CRIEPI)・Takeshi Kuritani 
(Hokkaido Univ.)
　深成岩および火山岩を対象に，マグマプロセスにアプロ
ーチした研究発表を広く募集する．発生から定置・固結に
至るまでのマグマの物理・化学的挙動や，テクトニクスと
の相互作用について，野外地質学・岩石学・鉱物学・火山
学・地球化学・年代学など様々な視点からの活発な議論を
期待する．
招待講演者：予定なし

R2．岩石・鉱物・鉱床学一般（Petrology, mineralogy 
and economic geology）［岩石部会］
世 話 人： 桑 谷　 立*（JAMSTEC；kuwatani@jamstec.
go.jp）・吉田健太（JAMSTEC），
Convener: Tatsu Kuwatani* (JAMSTEC)・Kenta Yoshida 
(JAMSTEC)
　岩石学，鉱物学，鉱床学，地球化学などの分野をはじめ
として，地球・惑星物質科学全般にわたる岩石及び鉱物に
関する研究発表を広く募集する．地球構成物質について多
様な研究成果の発表の場となることを期待する．データ科
学など新たなアプローチによる研究も歓迎する．
招待講演者：辻森　樹（東北大，会員）

R3．噴火・火山発達史と噴出物（Eruption, volcanic 
evolution and volcanic products）［火山部会］
世話人：南　裕介*（産総研；y.minami@aist.go.jp）・上澤

真平（電中研）
Convener: Yusuke Minami* (AIST)・Shimpei Uesawa 
(CRIEPI)
　火山地質ならびに火山現象のモデル化に関し，マグマや
熱水流体の上昇過程，噴火様式，噴火経緯，噴出物の移動・
運搬・堆積，各火山あるいは火山地域の発達史，火山活動
とテクトニクス・化学組成をはじめとする，幅広い視点か
らの議論を期待する．
招待講演者：予定なし

R4．変成岩とテクトニクス（Metamorphic rocks and 
tectonics）［岩石部会］
世 話 人： 田 口 知 樹*（ 京 都 大；taguchi-tomoki@kueps.
kyoto-u.ac.jp）・足立達朗（九州大）・吉田健太（JAMSTEC）
Convener:Tomoki Taguchi* (Kyoto Univ.)・Tatsuro 
Adachi (Kyushu Univ.)・Kenta Yoshida (JAMSTEC)
　国内および世界各地の変成岩を主な対象に，記載的事項
から実験的・理論的考察を含め，またマイクロスケールか
ら大規模テクトニクスまで，様々な地球科学的手法・規模
の視点に立った斬新な話題提供と活発な議論を期待する．
招待講演者：西山忠男（熊本大，会員）

R5．地域地質・地域層序・年代層序（Regional geology 
and stratigraphy, chronostratigraphy）［地域地質部
会・層序部会］
世話人：佐藤大介*（産総研；d-satou@aist.go.jp）・納谷友
規（産総研）・松原典孝（兵庫県立大）
Convener: Daisuke Sato* (AIST)・Tomonori Naya 
(AIST)・Noritaka Matsubara (Univ. Hyogo)
　国内外を問わず，地域の地質や層序，および年代層序に
関連した発表を広く募集する．地質図，年代，地球化学，
分析，リモセン，活構造，地質調査法等の様々な内容の発
表を歓迎し，地域を軸にした討論を期待する．なお，新生

レギュラーセッション：25件
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代に関する研究はR7「新生代の地質事変記録」で，日本海
拡大に関連したトピックはT1「日本海拡大に関連したテク
トニクス，堆積作用，マグマ活動，古環境」でも発表を受
け付けている．
招待講演者：予定なし

R6．ジオパーク（Geopark）［地域地質部会・ジオパーク
支援委員会］
世話人：天野一男*（日本大；ikap@cap.ocn.ne.jp）・高木秀
雄（早稲田大）
Convener: Kazuo Amano* (Nihon Univ.)・Hideo Takagi 
(Waseda Univ.)
　現在日本には，9つのユネスコ世界ジオパークを含む44の
日本ジオパークが活発に展開されているが，課題も出てき
ている．今回はそんな課題の中の，「地形地質遺産の価値を
高める活動」，「保全・展示する活動」，「価値を文理融合的
にとらえた例」をテーマとした講演を中心に募集したい．
もちろん，このテーマに直接関連しない自由な講演も歓迎
する．
招待講演者：竹之内　耕（フォッサマグナミュージアム，
会員）

R7． 新 生 代 の 地 質 事 変 記 録（Cenozoic geological 
records of Japan）［地域地質部会・層序部会］
世話人：細井 淳*(産総研；j.hosoi@aist.go.jp)・辻野　匠(産
総研)・星　博幸(愛知教育大） ・羽地俊樹（京都大）
Convener: Jun Hosoi* (AIST)・Taqumi Tuzino (AIST)・
Hiroyuki Hoshi(Aichi Univ. Edu.)・Toshiki Haji (Kyoto 
Univ.)
　本セッションは，新生界に関する研究発表を広く募集す
る．話題は，地域的なものからグローバルなものまで問わ
ない．また研究分野も問わず，地域地質，層序，地質構造，
古生物，岩石，年代など，様々な発表を歓迎する．幅広い
視点から，日本列島における新生代の地質や構造発達史，
環境変動などを議論できる場にしたい．なお，日本海拡大
に関する研究は，トピックセッション「日本海拡大に関連
したテクトニクス，堆積作用，マグマ活動，古環境」での
発表も受け付けている．
招待講演者：予定なし

R8．海洋地質（Marine geology）［海洋地質部会］
世話人：芦寿一郎*（東大大気海洋研；ashi@aori.u-tokyo.
ac.jp）・小原泰彦（海上保安庁）・板木拓也（産総研）
Convener: Juichiro Ashi* (AORI, Univ. of Tokyo)・
Yasuhiko Ohara (JCG)・Takuya Itaki (AIST)
　海洋地質に関連する分野（海域の地質・テクトニクス・
変動地形学・海域資源・堆積学・海洋学・古環境学・陸域
地質での海洋環境変遷研究など）の研究発表を募集する．
調査速報・海底地形地質・画像データなどのポスター発表
も歓迎する．
招待講演者：多田隆治（東京大，会員）・池原　実（高知
大，会員）

R9．堆積物（岩）の起源・組織・組成（Origin, texture 
and composition of sediments）［堆積地質部会］【共
催：日本堆積学会・石油技術協会探鉱技術委員会・日本有
機地球化学会】
世話人：太田　亨*（早稲田大；tohta@toki.waseda.jp）・野
田　篤（産総研）
Convener: Tohru Ohta* (Waseda Univ.)・Atsushi Noda 
(AIST)

　砕屑物の生成（風化・侵食・運搬）から堆積岩の形成
（堆積・沈降・埋積・続成）まで，組織（粒子径・形態）・
組成（粒子・重鉱物・化学・同位体・年代）・物性などの堆
積物（岩）の物理的・化学的・力学的性質を対象とし，そ
の起源・形成過程・後背地・古環境や地質体の発達史を議
論する．太古代の堆積岩から現世堆積物まで，珪質岩・火
山砕屑岩・風成塵・リン酸塩岩・蒸発岩・有機物・硫化物
などについての研究も歓迎する．
招待講演者：竹内 誠（名古屋大，会員），原 英俊（産総研，
会員）

R10．炭酸塩岩の起源と地球環境（Origin of carbonate 
rocks and related global environments）［堆積地質部
会］【共催：日本堆積学会・石油技術協会探鉱技術委員会・
日本有機地球化学会】
世 話 人： 足 立 奈 津 子*（ 大 阪 市 大；adachi@sci.osaka-cu.
ac.jp）・白石史人（広島大）・山田　努（東北大）
Convener: Natsuko Adachi* (Osaka City Univ.)・Fumito 
Shiraishi (Hiroshima Univ.) ・ Tsutomu Yamada (Tohoku 
Univ.)
　炭酸塩岩・炭酸塩堆積物の堆積作用，組織，構造，層序，
岩相，生物相，地球化学，続成作用，ドロマイト化作用な
ど，炭酸塩に関わる広範な研究発表を募集する．また，現
世炭酸塩の堆積作用・発達様式，地球化学，生物・生態学
的な視点からの研究発表も歓迎する．
招待講演者：上野勝美（福岡大，会員）

R11． 堆 積 過 程・ 堆 積 環 境・ 堆 積 地 質（Sedimentary 
geology, processes and environments）［堆積地質部
会・現行地質過程部会］【共催：日本堆積学会・石油技術協
会探鉱技術委員会・日本有機地球化学会】
世話人：松本　弾*（産総研；dan-matsumoto@aist.go.jp）・
酒井哲弥（島根大）・新井和乃（高知大）
Convener: Dan Matsumoto* (AIST)・Tetsuya Sakai 
(Shimane Univ.)・Kazuno Arai (Kochi Univ.)
　野外観察や室内実験によって堆積粒子の挙動や堆積物形
成過程について検討した研究や，堆積物の運搬・堆積過程
の観測結果，堆積物が形成される場としての環境（砂丘を
含む風成環境，湖沼，河川，沿岸，陸棚，深海など）の特
徴について，堆積学的手法や各種分析・測定によって検討
した研究を広く募集する．また，露頭観察や得られた試資
料に基づく堆積システムあるいは地層形成のダイナミクス
に関する研究も歓迎する．
招待講演者：成瀬　元（京都大，会員）・David Hodgson

（リーズ大，非会員）

R12．石油・石炭地質学と有機地球化学（Geology and 
geochemistry of petroleum and coal）［石油石炭関係・
堆積地質部会］【共催：石油技術協会探鉱技術委員会・日本
有機地球化学会・日本堆積学会】
世話人：千代延俊*（秋田大；chiyo@gipc.akita-u.ac.jp）・島
津　崇（石油天然ガス・金属鉱物資源機構）・三瓶良和（島
根大）
Convener: Shun Chiyonobu* (Akita Univ.)・Takashi 
Shimazu (JOGMEC)・Yoshikazu Sampei (Shimane Univ.)
　国内外の石油・石炭地質および有機地球化学に関する講
演を集め，石油・天然ガス・石炭鉱床の成因・産状・探査
手法など，特にトラップ構造，堆積盆，堆積環境，貯留岩，
根源岩，石油システム，資源量，炭化度などについて討論
する．
招待講演者：荒戸裕之（秋田大，会員）
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山口大会　予告

R13． 岩 石・ 鉱 物 の 変 形 と 反 応（Deformation and 
reactions of rocks and minerals）［構造地質部会・岩
石部会］
世話人：大坪　誠*（産総研；otsubo-m@aist.go.jp）・大橋
聖和（山口大）・岡本 敦（東北大）・岡崎啓史（JAMSTEC）
Convener: Makoto Otsubo* (AIST)・Kiyokazu Oohashi 
(Yamaguchi Univ.)・Atsushi Okamoto (Tohoku Univ.)・
Keishi Okazaki (JAMSTEC)
　岩石・鉱物の変形（破壊，摩擦，流動現象）と反応（物
質移動，相変化）およびその相互作用を，観察・分析・実
験を通じて物理・化学的な側面から包括的に理解し，地球
表層から内部における地質現象の解明を目指す．地質学，
岩石学，鉱物学，地球化学など様々な視点・アプローチに
よる成果をもとに議論する．
招待講演者：岩森　光（東京大/JAMSTEC，会員）・片山
郁夫（広島大，会員）

R14．沈み込み帯・陸上付加体（Subduction zones and 
on-land accretionary complexe）［構造地質部会・海洋
地質部会］
世話人：橋本善孝*（高知大；hassy@kochi-u.ac.jp）・坂口
有 人（ 山 口 大 ）・ 中 村 恭 之（JAMSTEC）・ 山 本 由 弦

（JAMSTEC）
Convener: Yoshitaka Hashimoto* (Kochi Univ.)・Arito 
Sakaguchi (Yamaguchi Univ.)・Yasuyuki Nakamura 
(JAMSTEC)・Yuzuru Yamamoto (JAMSTEC)
　沈み込み帯・陸上付加体に関するあらゆる分野からの研
究を歓迎する．野外調査，微細構造観察，分析，実験，理
論，モデリングのみならず海洋における反射法地震探査，
地球物理観測，地球化学分析，微生物活動など多様なアプ
ローチに基づいた活発な議論を展開したい．次世代の沈み
込み帯・陸上付加体研究者を育てるべく，学生による研究
発表も大いに歓迎する． 
招待講演者：古市幹人（JAMSTEC・非会員）・大橋聖和

（山口大・会員）

R15．テクトニクス（Tectonics）［構造地質部会］
世話人：山口飛鳥*（東京大学；asuka@aori.u-tokyo.ac.jp）・
末岡 茂（JAEA）・宮川歩夢（産総研）
Convener: Asuka Yamaguchi* (Univ. Tokyo)・Shigeru 
Sueoka (JAEA)・Ayumu Miyakawa (AIST)
　陸上から海洋における野外調査や各種観測の他，実験や
理論などに基づき，日本や世界各地に発達するあらゆる地
質体の構造，成因，形成過程や発達史に関する講演を募集
する．また，現在進行している地殻変形や活構造に関する
研究成果も歓迎する．
招待講演者：金折裕司（山口大，会員）・野田　篤 （産総研，
会員）

R16．古生物（Paleontology）［古生物部会］
世話人：生形貴男（京都大）・太田泰弘（北九州博）・上松
佐知子*（筑波大；agematsu@geol.tsukuba.ac.jp）
Convener: Takao Ubukata (Kyoto Univ.)・Yasuhiro Ota 
(Kitakyushu Mus.)・Sachiko Agematsu* (Univ. of 
Tsukuba)
　古生物の生物学的研究，化石試料を利用した地球科学的
研究，古生物学の方法論に関する研究など，古生物に関連
した幅広い内容の研究について発表・討論を行う．
招待講演者：江崎洋一（大阪市立大，会員）

R17．ジュラ系＋（The Jurassic +）［古生物部会］
世話人：松岡　篤*（新潟大；amatsuoka@geo.sc.niigata-u.
ac.jp）・近藤康生（高知大）・小松俊文（熊本大）・中田健
太郎（福井県恐竜博）
Convener: Atsushi Matsuoka* (Niigata Univ.)・Yasuo 
Kondo (Kochi Univ.)・Toshifumi Komatsu (Kumamoto 
Univ.)・Kentaro Nakada（Fukui Pref. Dinosaur Mus.）
　2019年の「ジュラ系＋」は， 2018年に引き続き，ジュラ
系・白亜系境界（JKB）を主テーマとして設定する．とく
に非海成層の分布が広いアジアにおけるJKBについて，各
方面からのデータを持ち寄り，多角的に検討したい．2019
年6月にはスロバキアのブラティスラバでJurassica XIVが，
2019年7月にはイタリア・ミラノでSTRATI 2019が開催さ
れる．これらの国際会議の成果を，「ジュラ系＋」のセッシ
ョンに反映させたいと考えている．なお，アジアの白亜系
を扱うIGCP679（代表：Li Gang教授）がUNESCO-IGCP評
議会において採択され，2019年より活動を開始する．「ジュ
ラ系＋」では，今後このIGCP679とも密接に連携をはかり
つつ取り組んでいきたい．
招待講演者：脇田浩二（山口大，会員）

R18．情報地質とその利活用（Geoinformatics and its 
application）［情報地質部会・地域地質部会］
世話人：野々垣進*（産総研；s-nonogaki@aist.go.jp）・斎藤　
眞（産総研）
Convener: Susumu Nonogaki* (AIST)・Makoto Saito 
(AIST)
　地質情報の取得・デジタル化・データベース構築をはじ
めとして，デジタル管理した地質情報の数理解析・統計解
析・画像処理・地理空間情報との統合利用，地質プロセス
や地質構造の認識を基礎にした３次元地質モデルの構築・
可視化，ボーリングデータの管理・分析，SNSを含むWeb
を通した地質情報の発信・共有など，地質情報の情報処理
に関する全ての研究成果（理論・技術・システム開発・実
践事例・応用事例など）の発表を歓迎する．また，これら
の成果から得られた地質情報の利活用事例，利活用におけ
る問題点，比較検討・動向調査などの研究発表も歓迎する．
招待講演者：予定なし

R19．環境地質（Environmental geology）［環境地質部
会］
世話人：難波謙二（福島大）・風岡　修（千葉環境研）・三
田村宗樹（大阪市大）・田村嘉之*（千葉県環境財団；
tamura@ckz.jp）
Convener: Kenji Nanba (Fukushima Univ.)・Osamu 
Kazaoka (Res. Inst. Environ. Geol., Chiba)・Muneki 
Mitamura (Osaka City Univ.)・Yoshiyuki Tamura* (Chiba 
Pref. Environ. Foundation)
　地質汚染，医療地質，地盤沈下，湧水，水資源，湖沼・
河川，都市環境問題，法地質学，環境教育，地震動，液状
化・流動化，地震災害，岩盤崩落など，環境地質に関係す
る全ての研究の発表・討論を行う． 
招待講演者：予定なし

R20． 応 用 地 質 学 一 般 お よ び ノ ン テ ク ト ニ ッ ク 構 造
（Engineering geology and non-tectonic structures）
［応用地質部会］
世話人：西山賢一（徳島大）・山崎新太郎*（京大防災研；
yamasaki.shintaro.3m@kyoto-u.ac.jp）Convener: Ken-ichi 
Nishiyama (Tokushima Univ.)・Shintaro Yamasaki* (DPRI, 
Kyoto Univ.)
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　応用地質学一般では，種々の地質ハザードの実態，調査，
解析，災害予測，ハザードマップの事例・構築方法，土木
構造物の設計・施工・維持管理に関する調査，解析など，
応用地質学的視点に立った幅広い研究を対象とする．また，
ノンテクトニック構造では，ランドスライドや地震による
一過性の構造，重力性の構造等の記載，テクトニック構造
との区別や比較・応用等の研究を対象にして発表・議論す
る．
招待講演者：廣瀬　亘（道総研，会員）

R21． 地 学 教 育・ 地 学 史（Geoscience Education/
History of Geoscience）［地学教育委員会］
世話人：矢島道子*（日本大；pxi02070@nifty.ne.jp）・三次
徳二（大分大）
Convener:Michiko Yajima* (Nihon Univ.)・Tokuji Mitsugi 
(Oita Univ.)
　地学教育，地学史に関わる研究発表を広く募集する．新
学習指導要領についての教育現場からの問題提起や，実践
報告に加え，大学や博物館，研究所等が行うアウトリーチ
に関わる実践報告についても歓迎する．また地学史からの
問題提起，貴重な史的財産の開示を歓迎する．  
招待講演者：予定なし

R22．第四紀地質（Quaternary geology）［第四紀地質
部会］
世話人：三田村宗樹*（大阪市大；mitamura@sci.osaka-cu.
ac.jp）・長橋良隆（福島大）・竹下欣宏（信州大）
Convener: Muneki Mitamura*(Osaka City Univ.)・
Yoshitaka Nagahashi (Fukushima Univ.)・Yoshihiro 
Takeshita (Shinshu Univ.)
　第四紀地質に関する全ての分野（環境変動・気候変動・
湖沼堆積物・地域層序など）からの発表を含む．また，新
しい調査や研究，方法の開発や調査速報なども歓迎する．
招待講演者：予定なし

R23．地球史（History of the Earth）［環境変動史部会］
世 話 人： 清 川 昌 一*（ 九 州 大；kiyokawa@geo.kyushu-u.
ac.jp）・小宮　剛（東京大）・山口耕生（東邦大）・尾上哲
治（九州大）・須藤　斎（名古屋大）・黒田潤一郎（東京大）
Convener: Shoichi Kiyokawa* (Kyushu Univ.)・Tsuyoshi 
Komiya (Univ. Tokyo)・Kosei Yamaguchi (Toho Univ.)・
Tetsuji Onoue (Kyushu Univ.)・Itsuki Suto (Nagoya 
Univ.)・Junichiro Kuroda (Univ. Tokyo)
　地球史を通して，大気や海洋，それに生命圏は様々な時
間スケールで大きな変化を遂げてきた．それは，火山活動
などの地球内部の活動や，太陽活動や公転軌道要素，隕石
衝突など地球外要因によっても駆動されている．地球史に
おける大気・海洋・生命圏の変動は，地層や化石に記録さ

れる．これらの変動を，多岐にわたる科学的手法により紐
解くことは，地質学の大きな醍醐味の一つといえよう．本
セッションは，特定の時代や特定の科学的手法にとらわれ
ず，地球史上に残される環境変動や地殻変動の謎に迫る研
究を広く募集し，インタラクティブな議論を展開する場に
したい．
招待講演者：臼井寛裕（JAXA，非会員）・早坂康隆（広島
大，会員）

R24． 原 子 力 と 地 質 科 学（Nuclear energy and 
geological sciences）［地質環境の長期安定性研究委員会］

【共催：日本原子力学会バックエンド部会】
世 話 人： 吉 田 英 一*（ 名 古 屋 大；dora@num.nagoya-u.ac.
jp）・梅田浩司（弘前大）・高橋正樹（日本大）・渡部芳夫

（産総研）
Convener: Hidekazu Yoshida* (Nagoya Univ.)・Koji 
Umeda (Hirosaki Univ.)・Masaki Takahashi (Nihon 
Univ.)・Yoshio Watanabe (AIST)
　原子力は，ウラン資源探査，活断層等を考慮した耐震安
全性評価，廃棄物の地層処分，放射性物質の環境動態等の
多くの地質科学的課題を有している．本セッション「原子
力と地質科学（Nuclear Energy and Geological Sciences）」
は，このような日本の原子力に関わる地質科学的課題につ
いて，地球科学的知見の議論及び関連する学会や研究者間
の意見交換を行うことを目的としており，幅広い分野から
の参加，発表を歓迎する.
招待講演者：日高　洋（名古屋大，非会員）

R25．鉱物資源と地球物質循環（Mineral resources and 
global material cycles）［鉱物資源部会］
世 話 人： 中 村 謙 太 郎*（ 東 京 大；kentaron@sys.t.u-tokyo.
ac.jp）・加藤泰浩（東京大）・岩森　光（JAMSTEC/東京大）
Convener: Kentaro Nakamura* (Univ. Tokyo)・Yasuhiro 
Kato (Univ. Tokyo)・Hikaru Iwamori (JAMSTEC/Univ. 
Tokyo)
　近年，海底鉱物資源をはじめとする新しい資源の開発に
向けた動きが活発化し，鉱物資源への注目が高まっている．
鉱物資源の形成過程に関わる様々な元素の輸送・濃集過程
は，ダイナミックな地球における物質循環と分化の一部に
他ならず，鉱物資源の成因を考える上では，地球全体にま
たがるグローバルな物質循環とその変遷，そしてその資源
形成との関わりについての包括的な理解が不可欠である．
本セッションでは，鉱物資源そのものに加え，これまで着
目されることが少なかった資源形成をとりまく地球表層-内
部環境，テクトニックセッティング，ダイナミクスと，資
源の形成メカニズムとの関わりについても，グローバルに
議論する場を提供したい．招待講演者：森下祐一（静岡大，
非会員）

OR．日本地質学会アウトリーチセッション（Outreach 
session）＊一般公開，ポスター発表のみ
星　博幸*（愛知教育大：hoshi@auecc.aichi-edu.ac.jp）・須
藤　斎（名古屋大）
Hiroyuki Hoshi* (Aichi Univ. Edu.) ・Itsuki Suto (Nagoya 
Univ.)
　研究成果を社会に発信する場として設けられたセッショ

ン．地質学と関連分野を対象とし，開催地とその周辺の地
質や地学に関する研究紹介，社会的に注目されている地質
および関連トピックの研究紹介，特定分野の研究到達点や
課題の解説など．客層は会員（専門家）ではなく市民であ
ることに注意．申込多数の場合は行事委員会にて採否を検
討する．p.（4）の6項（3）を参照．

アウトリーチセッション
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T1．日本海拡大に関連したテクトニクス，堆積作用，マグ
マ活動，古環境
■佐藤　壮（気象庁札幌管区気象台，非会員）30分
　佐藤氏は弾性波探査による地殻構造探査を精力的に行っ
ている研究者である．最近はプレート構造研究および日本
海地震津波防災研究プロジェクト研究の一環として日本海
の地殻構造探査を行い，大和海盆の詳細な地殻構造を明ら
かにした（Sato et al., 2014, 2018）．氏にはこれまでの日本
海地殻構造探査のリビューを含め日本海地殻の最新情報を
提供していただきたい．
■磯﨑行雄（東京大，会員）30分
　磯﨑会員は地球史および日本列島形成史について精力的
に研究している．氏の調査対象は主に先中新世の地層およ
び古生物であるが，日本列島形成史における日本海拡大事
件の重要性も強く認識しておられる（Isozaki, 2019; 磯﨑, 
2019）．氏には広い視点から日本海拡大の地質学的意味につ
いて論じていただきたい．

T2．大学・博物館における学術標本の未来
■真鍋　真（国立科学博物館，非会員）30分
　真鍋氏は，現在国立科学博物館標本資料センターのコレ
クションディレクターの重責を担っておられ，日本の博物
館関係における標本の現状・問題点および動向を一番よく
把握・認識している研究者であある．またご本人も，恐竜
および大型化石研究の第一人者として様々な研究論文・一
般普及書を記述されており，研究者としての標本問題に関
する視点も合わせ持ち，招待講演者としてこれほどふさわ
しい方はいない．
■鈴木まほろ（岩手県立博物館，非会員）
　鈴木氏は，生態学関係の標本問題に関して以前から関心
を持ち，調査・研究を実施してきた生物学者である．博物
館所属生物標本問題や活用事例に関しての研究論文も公表
され，昨年は全国の博物館・大学研究者へ向けての生態学
標本問題の調査も実施しておられる．本セッションでは鈴
木氏の調査によって浮かび上がってきた生物系自然史標本
の問題点・動向などについて講演していただく予定である．

T3．人新世の堆積学
■磯辺篤彦（九州大，非会員）30分
　磯辺氏は我が国を代表する海洋マイクロプラスチック

（MP）研究者の1人で，環境省環境研究総推進費（海洋プ
ラスチックごみ分野）の代表を務める．専門は海洋物理で，
日本がMPのホットスポットであることをいち早く突き止
めた．最近ではMPのグローバル分布量の将来予測を行い，
50年後に浮遊MP量が現在の4倍になることを報告した．海
洋プラスチックに極めて造詣が深く招待講演者としてふさ
わしい．
■中嶋亮太（JAMSTEC，非会員）15分
　中嶋氏は，米国スクリプス海洋研究所でマイクロプラス
チック（MP）の研究に携わり，現在はJAMSTECに新設さ
れる海洋プラスチック動態研究グループでMP分析技術開
発や深海におけるプラスチック汚染の研究を進めている．
米国を中心とする国際海洋プラスチック有識者会議（PAGI）

のメンバーであり，海洋プラスチック問題（特に堆積物
MP）について造詣が深く招待講演者にふさわしい．

T4．文化地質学
■根井　浄（元龍谷大，非会員）30分
　根井氏（元龍谷大学文学部教授；日本山岳修験学会副会
長；肥前島原松平文庫長）は，古文書などの歴史資料に立
脚し，石碑解読などの現地調査を交えながら人々の信仰の
歴史を明らかにしてきた．とくに「海」や「山」に関する
宗教民俗に詳しく，複数の大著を著している．海について
は，「補陀落渡海」という海の彼方に存在すると信じられて
きた観音浄土を目指す即身成仏的な行について調査してき
た．山については，雲仙普賢岳を中心に展開してきた山岳
修験者たちと16世紀に出現したキリシタンたちとの宗教的
対立について詳しい．いずれも日本の自然を人々がどのよ
うに捉えていたか考える上で，重要な論考である．本招待
講演ではとくに九州の火山に焦点を当て，そこで展開され
た山岳修験と地質の関係についてご講演いただく予定であ
る．
■後　誠介（和歌山大・災害科学教育研究センター，会員）
30分
　後会員は，熊野学研究委員として1984年から地域学とし
ての熊野学に係る調査・普及に携わってきた．2004年に

「紀伊半島の霊場と参詣道」が世界遺産（文化）に登録され
てからは，「熊野はなぜ霊場になったのか～地質からみて
～」や「地質からみた熊野」をテーマとして，講演・執筆
を続けてきた．2014年の南紀熊野ジオパークの認定に際し
ては，その構想段階から学術専門委員として地質学的知見
を整理するとともに，熊野の歴史･文化を地形・地質から読
み解く視点を主導してきた，ジオパークガイド養成講座

（座学・現地実習）の指導，資料集・展示・映像などの監
修，ジオツアーの企画協力のほか，自身も講演・執筆を続
けている．本招待講演では熊野の霊場の文化景観を地質学
的に解説していただく予定である．

T5．集大成！南海トラフ地震発生帯掘削計画
■木村　学（東京海洋大，会員）30分
　木村会員はIODP南海トラフ地震発生帯掘削計画のリーダ
ーであり，数多くの研究成果を出している．また本計画は
多くの関連分野を横断する大型研究であるが，全体を俯瞰
し，幅広い分野の聴衆に成果を理解してもらうためにも最
適の人物である．
■倉本真一（JAMSTEC，会員）30分
　倉本会員は地球深部探査船「ちきゅう」を運行する海洋
研究開発機構・地球深部探査センターのセンター長として
本計画の立ち上げから携わってこられた．倉本会員は地質
学研究者として，この分野に最適な探査船のあり方も模索
して来られており，この10年における掘削技術の進歩と限
界をレビューしてもらう．それは将来の地質掘削プランの
大きなヒントになるだろう．

T6．中国地方の活断層，地震活動とひずみ集中帯
■飯尾能久（京都大・防災研，非会員）30分

セッション別招待講演者の紹介

　世話人や専門部会から提案され，行事委員会が承認した招待講演者（予定も含む）をご紹介します．講演時間は変更にな
る場合があります．
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　飯尾氏は上部地殻内で地震が発生する理由として下部地
殻からのひずみ集中を提唱され，これは現在では内陸直下
型地震の発生モデルの主流となっている．また，鳥取県西
部～中部域において永年稠密な地震観測を行ってきており，
本セッションに対して地震学の立場から大きく貢献する．
■西村卓也（京都大・防災研，非会員）30分
　西村氏は山陰地域に独自のGPS測地観測網を設置して，
本地域でひずみの集中が起こっていること（山陰ひずみ集
中帯の存在）を発見された第一人者である．西南日本全域
のGPS解析も行なっており，中国地方を取り巻く広域の地
殻変動に関して幅広い知識を有する．

T7．日本列島形成史の新景観
■野田　篤（産総研，会員）15分
　野田会員は西南日本の白亜系和泉層群を対象に野外調査
を行い，さらに世界の前弧盆地一般の形成過程についての
コンパイルに基づき新しい解釈を提案している．日本の地
域地質に関する深い知識から世界に向けて新しい概念を導
きつつある同氏に講演していただくことによって，昨今忘
れられがちな地域地質学の威力をアピール出来ると考える．
■堤　之恭（国立科学博物館，会員）15分
　堤会員は近年の日本のジルコン年代測定を牽引するリー
ダーの一人で，独自の手法開発と実際の年代測定において
多くの研究者との協力を通して多大な成果をあげられてい
る．是非講演をお願いしたい．

R2．岩石・鉱物・鉱床学一般
■辻森　樹（東北大，会員）30分
　辻森会員は，青色片岩などのプレート境界岩を丹念な野
外調査・岩石組織観察・地球化学分析から研究され，プレ
ート沈み込みのダイナミクスの素過程の理解と地球変動史
の解読に精力的に取り組んでこられた．特に近年，プレー
ト境界岩の造岩鉱物の局所同位体分析により，これまで

『未読』であった全く新しい物質科学的な情報を抽出・蓄積
されつつある．ご講演ではこれらの未読情報の統合解析か
ら，太古代～顕生代の4つの年齢における造山帯の緑色岩・
高圧変成岩を研究対象に，プレート境界のプロセスと経年
変動を読み解く重要性について紹介いただく．さらには固
体地球の進化史の物質科学的な検証，特に再生地殻成分の
大循環と固体地球の長周期変動の体系化に関するあらたな
プロトコルについて伺える予定である．

R4．変成岩とテクトニクス
■西山忠男（熊本大，会員）30分
　西山会員は，野外調査や鉱物組織観察といった岩石学の
基礎を重視されつつ，一貫して変成岩や火成岩におけるパ
ターン形成，反応と変形の連結現象，拡散といった物理化
学プロセスを研究されてきた．特筆すべきは，他分野の理
論を効果的に導入しながら非平衡開放系や不可逆過程の問
題に取り組み，平衡論を軸とする従来の岩石学研究とは一
線を画す成果を上げてこられた点である．その多岐にわた
る研究は岩石成因に新たな描像を与え，「動的な岩石学」の
端緒を開いたと言える．本招待講演では，多分野の手法の
融合により得られた最新の研究成果に関する話題が期待さ
れる．

R6．ジオパーク
■竹之内耕（フォッサマグナミュージアム，会員）30分
　竹之内会員は，糸魚川ユネスコ世界ジオパーク設立当初
から中心的に活動を展開してきた．また，その経験を生か
して日本ジオパークネットワーク(JGN)でも指導的な役割を

担ってきた．現在日本のジオパークの課題について話題提
供者として適任の人材である．

R8．海洋地質
■多田隆治（東京大，会員）30分
　多田会員は海域および陸域双方の地質記録からアジアモ
ンスーンの進化に関する研究を進め，2013年には自らが代
表プロポーネントとして計画された日本海および東シナ海
北部のIODP（国際深海掘削計画）Expedition 346に共同主
席研究者として乗船した．現在，その成果が増えつつあり，
今年のPEPSでは特集号もまとめられた．
■池原　実（高知大，会員）30分
　池原会員は長年にわたって様々な指標を用いた古海洋学
的研究を行っており，特に南大洋においてはIODPの掘削提
案を行う中心的な役割を果たしている．また，昨年度より
新学術領域研究が採択され，古海洋研究班のリーダーとし
て研究を推進している．今後数年間は南極海においてIODP
による掘削航海が立て続けに計画されていることなど，こ
れから注目される研究テーマとして関心が向けられている．
池原氏には南大洋が気候変動に果たす役割について最新の
研究成果や国内外の研究動向に加え，今後の課題について
ご講演いただく．

R9．堆積物（岩）の起源・組織・組成
■竹内　誠（名古屋大，会員）30分
　竹内会員は，西南日本の付加体・変成帯から内帯の陸成
層，東北地方の古生代整然層に到るまで幅広い地質体を対
象に，主に砂岩組成や重鉱物の化学組成などのデータをも
とに後背地解析の研究を進めてきた．最近では，砕屑性ジ
ルコンのU-Pb 年代を用いて各地の堆積物の層序や後背地，
運搬経路などについての研究を行っている．招待講演では，
最近の研究成果の一部を紹介して頂き，後背地研究の今後
の展開を議論するきっかけとしたい．
■原　英俊（産総研，会員）30分
　原会員は，砂岩組成や全岩化学組成などの従来的な手法
に加え，砕屑性ジルコンのU-Pb 年代や放散虫化石などの
複数の年代軸を組み合わせることで，四国の四万十帯の形
成史や後背地についての新しいモデルを提唱している．招
待講演では白亜紀から古第三紀にかけて四万十帯付加体が
経験した後背地の変化などについて紹介して頂き，堆積物
が持つ様々な情報を地史の理解にどう活かすのかなど，今
後の研究のあり方について考える機会としたい．

R10．炭酸塩岩の起源と地球環境
■上野勝美（福岡大，会員）30分
　上野会員は，後期古生代から前期中生代の有孔虫の分類，
生層序，古生物地理，炭酸塩堆積場の環境復元，東アジア
の地質構造発達史などに関する研究にこれまで精力的に取
り組んでこられた．山口大会開催地にある石炭～ペルム系
秋吉石灰岩に関する研究においても，数多くの重要な研究
成果をあげられてきた．招待講演では，秋吉石灰岩での年
代層序を基にした炭酸塩堆積相の時代的変遷，海洋島起源
石灰岩から海水準変動を読み取る試みなどについて講演頂
く予定である．

R11．堆積過程・堆積環境・堆積地質
■成瀬　元（京都大，会員）30分
　成瀬会員は，堆積物重力流について，実験，野外調査，
組織解析，モデリングといった多様な側面から，その挙動
や堆積過程についての研究を行ってきた．彼はこの分野を
世界的にリードする研究者の一人である．2015年に公表さ
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れた，混濁流とその堆積物についての研究の方向性を示し
た論文は世界をリードする研究者らによって著されたのも
ので，成瀬会員はその著者の1人に名前を連ねている．成瀬
会員には混濁流のモデリングについて，研究の方向性を含
めたレビューを行って頂く予定である．
■David�Hodgson（リーズ大，非会員）30分
　David Hodgson氏は，世界各地で露頭観察などの野外調
査をベースに堆積盆解析を行ってきた．特に重力流堆積物
を主な研究対象として海底のチャネル-レビーシステムやロ
ーブシステムといった堆積体の堆積過程や形態の特徴を明
らかにする研究を精力的に進めてきた．重力流堆積物その
ものや重力流堆積物が作り出す堆積体に関わる最新の研究
の動向をお話いただくとともに，成瀬会員による講演を併
せて，重力流とその堆積物についての研究の方向性を議論
する機会としたい．

R12．石油・石炭地質学と有機地球化学
■荒戸裕之（秋田大，会員）30分
　荒戸会員は，反射法地震探査記録を用いた石油・天然ガ
スの成因や探鉱に関する研究に長年取り組んでおられ，こ
の分野をリードしてきた研究者の一人である．また，国の
基礎調査に関するワーキンググループの委員長として，海
域の三次元地震探査調査による堆積盆地評価に関する議論
をまとめられた．招待講演では，本邦周辺海域で実施され
てきた基礎調査による三次元地震探査記録を用いた堆積盆
地の解析について話題を提供して頂く予定である．

R13．岩石・鉱物の変形と反応
■岩森　光（JAMSTEC/東京大，会員）30分
　岩森会員は，地球内部の物質分化と循環のダイナミクス
に関して，野外調査のみならず，地質体の運動場モデルの
数値シミュレーションや多変量解析を用いた研究を展開し，
国際的にも先駆的な成果を発信続けておられる．山口大会
では，沈み込み帯での流体の役割についてご自身の研究を
交えてご教示いただく予定である．
■片山郁夫（広島大，会員）30分
　片山会員は，沈み込み帯深部条件での流動特性に関して，
岩石変形実験や野外調査から，地震発生ダイナミクスおよ
び地球内部での物質循環に関する研究成果を数多く発信さ
れている．また，近年は超深度掘削モホール計画に参画さ
れており，国際的に地質学をリードされている研究者の一
人である．山口大会では，大陸・海洋プレートのレオロジ
ー構造についてご自身の研究を交えてご教示いただく予定
である．

R14．沈み込み帯・陸上付加体
■古市幹人（JAMSTEC，非会員）30分
　古市氏は，計算科学の専門家であり，主に粒子法シミュ
レーションコードの開発と応用において世界をリードして
いる．世界でも圧倒的な規模を誇る25億粒子数のDEM砂箱
実験によって南海掘削海域で実測されている応力場の再現
に成功したほか，付加体内部に存在する応力ネットワーク
を提案するなど，興味深い成果を発信されている．本講演
では，最近の実験成果を紹介いただく．沈み込み帯のヒミ
ツ解明に計算工学から切り込む，必聴の講演．
■大橋聖和（山口大，会員）�30分
　大橋会員は，野外調査と岩石力学実験の両方からアプロ
ーチする新進気鋭の研究者である．最近ではOSL（光刺激
ルミネッセンス）信号の断層によるリセット条件を実験的
に検証している．その結果，比較的浅い断層掘削であって
も最新活動年代を決定できるという．現世付加体の断層が，

いつ，どんな順番で活動してきたのか．定量イメージへの
期待がふくらむ．“未来を見逃すな”

R15．テクトニクス
■金折裕司（山口大，会員）30分
　金折会員は，本大会開催地である山口県を始めとした西
南日本の内陸活断層やネオテクトニクスについて，野外調
査などを基に研究してこられた．本講演では，金折氏の代
表的な業績である，マイクロプレートモデルに基づいた西
南日本のテクトニクス論について，包括的な講演を頂く．
また，金折氏は地域防災やアウトリーチ活動についても多
くの功績を残しており，その経験に根差したユニークな切
り口にも期待したい．
■野田　篤（産総研，会員）30分
　野田会員は，海洋地質学的知見や陸上の地質記録，数値
モデル，砂箱を用いたアナログ実験などの結果を総合し，
沈み込み帯における前弧堆積盆の分類と発達様式に関する
優れた論文を近年立て続けに発表されている．本講演では
野田氏の前弧堆積盆に関する最新の知見をご紹介いただく
ことにより，前弧堆積盆からみた沈み込み帯のテクトニク
スの理解を深めたい．

R16．古生物
■江崎洋一（大阪市立大，会員）30分
　江崎会員は，海洋生物，特に生物礁を用いた地球環境と
生物群集の相互作用に関する研究を行っている．地質学会
山口大会では，後期古生代の海山性石灰岩体である秋吉台
にちなみ，石灰岩・生物礁をキーワードとして，地球生物
相の進化，礁生態系の復元と変遷，ならびに地球環境復元
に関するこれまでの研究をご紹介頂きたい．

R17．ジュラ系＋
■脇田浩二（山口大，会員）30分
　脇田会員は，付加体地質について長年にわたる研究実績
がある．とくにジュラ紀付加体の野外地質調査にもとづく
研究について多大な業績を残されている．地質図の国際的
な基準を策定する分野でも活躍されている．招待講演では，
ご自身の体験も交えて，野外地質調査の魅力についてのエ
ピソードを含めた講演を期待している．

R20．応用地質学一般およびノンテクトニック構造
■廣瀬　亘（道総研，会員）30分
　平成30年9月6日に発生した北海道胆振東部地震では，厚
真町等で広範囲に顕著な斜面崩壊が多発した．その崩壊の
発生件数および分布密度は特異なものであるため，斜面災
害に関わる研究者から注目を集めている．廣瀬氏ら北海道
立総合研究機構・地質研究所の地形学および地質学を専門
とする研究者らは地元の研究機関としてこの災害の解明に
重点的に取り組んでおり，継続的に調査報告を行っている．
特に，廣瀬氏は火山地質学を専門とし，顕著な崩壊をもた
らした火山灰層とそれらが作る地形の発達について広く調
査し，重要な考察を行っている．本講演では廣瀬氏に以上
を解説頂き，この特異な斜面災害のメカニズムについて議
論を行う．

R23．地球史
■臼井寛裕（JAXA，非会員）30分
　臼井氏はこれまで火星の表層環境史を地質学を武器に研
究されてきた．招待講演では，火星研究の現状と探査の将
来展望について，最新の成果を踏まえて解説していただく．
■早坂康隆（広島大，会員）30分
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　早坂会員は，野外地質調査を基軸とし，岩石化学／年代
学／構造地質学的手法を用いて日本列島を含むアジア，北
東シベリア，西太平洋地域のテクトニクスに関する研究を
行ってきた．長年の調査が実り，島根県舞鶴帯において木
村光佑氏らとともに日本最古の岩石を発見した．招待講演
では，最新の成果を踏まえて中国地方の地質およびアジア
との関連性を紹介していただく．

R24．原子力と地質科学
■日高　洋（名古屋大，非会員）30分
　日高氏は，自然界で生じる核反応を元素の同位体変動か
ら検出し，その現象解明に取り組んでおり，オクロ天然原
子炉は，その研究対象の一つである．天然原子炉から採取
された様々な試料を分析して得られた一連の同位体データ
から解明された原子炉内外における放射性核種の中～長期
にわたる移行挙動，核分裂メカニズムについて紹介してい
ただく．

R25．鉱物資源と地球物質循環
■森下祐一（静岡大，非会員）30分
　森下氏は，金，白金族元素，レアメタルなどの資源の成
因を研究する資源地質学の第一人者であり，最先端の二次
イオン質量分析計による微小分析を駆使することで，今ま
で明らかとなっていなかった有用元素の挙動と濃集プロセ
スを解明するなど，非常に独創的な研究を展開し，この分
野をリードし続けている．本講演では，当該分野の最新の
話題を提供して頂く予定である．そのお話を聞ける機会は，
本セッションに関係する全ての研究者にとって非常に有意
義なものになると期待される．
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山口大会巡検コース紹介

巡検申込締切：8月19日（月）［オンライン］／ 8月9日（金）［FAX・郵送］

（注）アウトリーチ巡検以外は，定員になり次第締切ます．早めにお申込下さい．

1） 会員・非会員問わずお申込頂けます．
2） 実施日程の異なる場合，複数の巡検コースへの申込を行うことができます．
3） 最小催行人員に満たない場合や，安全確保に問題があると考えられる場合は，コース内容の一部変更や巡検中止等の措

置をとることがあります．
4） 本学会ならびに山口大会実行委員会は巡検参加者に対し，巡検中に発生する病気，事故，傷害，死亡等に対する責任・

補償を一切負いません．これらについては，巡検費用に含まれる保険（国内旅行傷害保険団体型）の範囲でのみまかな
われます．

5） 集合・解散の場所，時刻等は変更することがあります．大会期間中は会場内の掲示板等で案内に注意して下さい．また，
案内者から直接ご連絡することもあります．

6） 中学生以下が巡検に参加する場合は，必ず保護者同伴でお申し込み下さい．なお，バスや徒歩等移動に際して介助が必
要な方への対応は致しかねます．ご了承ください．

7） アウトリーチ巡検を含むすべてのコースの案内書は，地質学雑誌に掲載予定です．CD-ROMは作成しません．また，雑
誌発行と同時にJ-STAGE上で公開します．参加者へは，コース毎の案内書を巡検当日に配布します．

8） 会期後，大会報告記事（ニュース誌11月号を予定）において，参加者氏名を掲載させて頂きます．あらかじめご了承く
ださい．

9） 取消料は，巡検実施日によりコース毎に異なります．（p.（6）参照）．申込締切後の変更・取消は，直接学会事務局（東
京）にFAX又はe-mailにてご連絡下さい．

10） 本巡検の旅行手配は，（株）防長トラベル山口支店（総合旅行業務取扱管理者：藤永晃治）が行います．

コース一覧表
巡検名 略称 日程 備考

A 萩・Mine秋吉台ジオパークを巡るジオツアー ジオパーク 9/22（日） アウトリーチ，プレ
B 秋吉台石灰石鉱山と沖の山Coal Center 石灰石と石炭 9/26（木） アウトリーチ
C 後期白亜紀カルデラの内部および深部構造の観察 白亜紀カルデラ群 9/26（木）

D 山口-出雲地震帯西部に沿って新たに発見された活
断層系 長門峡と活断層 9/26（木）

E 美祢層群と豊浦層群の化石群 中生代化石 9/22（日） プレ
F 山口県日本海側新生代地すべり 地すべり 9/26（木）
G 津和野地域の古原生代花崗岩類と高塩濃度深部流体 古原生代岩体と深部流体 9/26（木）

H 石炭－ペルム系秋吉石灰岩の堆積作用とカルスト化
作用 秋吉台と秋芳洞 9/26（木）

企画：日本地質学会，旅行取扱：（株）防長トラベル

Aコース　萩・Mine秋吉台ジオパークを巡るジオツアー　（アウトリーチ巡検・学会補助事業）

＜略称：ジオパーク＞
巡検�コース：山口大学（出発）8:00→笠山山頂→笠山海岸→秋吉台→美東ごぼう耕作地→山口大学（解散）17:40
主な�見学対象：［1］笠山山頂・海岸，［2］萩の魚たち，［3］秋吉台，［4］赤土と美東ごぼう
日　�程：9月22日（日）（日帰り）
定　�員（最少催行人数）：20（12）
案内�者：白井孝明（萩ジオパーク）・小原北士（Mine秋吉台ジオパーク）
参加�費：3,500円
参照�地図（1/2.5万）：「萩」，「越ヶ浜」，「秋吉台」，「秋吉台北部」
集合�・解散：集合 7:50（山口大学），解散 17:40頃（山口大学）
その�他：
　　・本巡検はアウトリーチ巡検につき一般市民を優先します．
　　・参加費には昼食代とジオガイド料が含まれています（昼食は，荻の火山が育てた海の幸を満喫して頂く予定です．）．
　　・移動にはマイクロバスを使用します．

Bコース　秋吉台石灰石鉱山と沖の山Coal�Center　（アウトリーチ巡検・学会補助事業）
＜略称：石灰岩と石炭＞
巡検�コース：山口大学（出発）9:30→住友セメント秋芳鉱山→宇部興産沖の山コールセンター→山口宇部空港（解散）
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15:40→山口駅16:10→山口大学16:40
主な�見学対象：［1］住友セメント秋芳鉱山採石場，［2］宇部興産沖の山コールセンター
日　程�：9月26日（木）（日帰り）
定　員�（最少催行人数）：23（16）　
案内�者：千々和一豊（山口大）・播磨雄太（住友セメント秋芳鉱山）・岡藤 考（宇部興産）
参加�費：2,500円
参照�地図（1/2.5万）：「秋吉台」，「於福」，「宇部」
集合�・解散：集合 9:20（山口大学吉田キャンパス駐車場），解散 15:40頃（山口宇部空港）
その�他：
　　・本巡検はアウトリーチ巡検につき一般市民を優先します．
　　・昼食は各自ご用意ください．
　　・移動には中型バスを使用します． 

Cコース　後期白亜紀カルデラの内部および深部構造の観察
＜略称：白亜紀カルデラ群＞
巡検�コース：山口大学（出発）8:30→二本木峠→椎木畑→黒五郎→淵ヶ平の滝→小松ヶ谷→長門峡→新山口駅（解散）

17:00→山口大学17:30
主な�見学対象：侵食されたカルデラの深部から浅部までの基本的な構造要素．［1］カルデラ壁崩壊堆積物，カルデラ床に貫

入した深成岩類，環状岩脈（山口カルデラ，吉部カルデラ），［2］カルデラを埋積する火山岩層，岩脈，中央溶岩ドー
ム，カルデラ湖の堆積物（佐々並カルデラ，生雲カルデラ）

日　�程：9月26日（木）（日帰り）
定　�員（最少催行人数）：23（16）　
案内�者：今岡照喜（山口大）・井川寿之（八千代エンジニヤリング（株））
参加�費：5,700円
参照�地図（1/2.5万）：「湯ノ口」，「伊佐」，「佐々並」，「生雲中」
集合�・解散：集合 8:20（山口大学吉田キャンパス駐車場），解散 17:00頃（新山口駅）
その他：
　　・昼食は主催者側で手配します．当日別途昼食代を徴収します（600円）．
　　・移動には中型バスを使用します．

Dコース　山口-出雲地震帯西部に沿って新たに発見された活断層系
＜略称：長門峡と活断層＞
巡検�コース：山口大学（出発）8:30→道の駅「長門峡」→阿東町篠目→仁保中郷→小郡下郷→嘉川→新山口駅（解散）

16:30→山口大学17:00
主な�見学対象：大原湖断層系（徳佐-地福断層，木戸山西方断層，仁保川断層，下郷断層）
日　�程：9月26日（木）（日帰り）
定　�員（最少催行人数）：20（16）　
案内�者：相山光太郎（電中研）・金折裕司（元山口大）
参加�費：5,700円
参照�地図（1/2.5万）：「長門峡」，「仁保」，「小郡」，「台道」
集合�・解散：集合 8:20（山口大学吉田キャンパス），解散 16:30頃（新山口駅）
その他：
　　・昼食は各自ご用意ください．
　　・移動には中型バスを使用します．

Eコース　美祢層群と豊浦層群の化石群
＜略称：中生代化石＞
巡検�コース：山口大学（出発）8:30→美祢市歴史民俗資料館→桃ノ木層露頭→西中山層露頭→（津布田層露頭；変更する場

合あり）→厚狭駅（解散）16:00→山口大学17:00
主な�見学対象：［1］秋吉石灰岩のフズリナ生層序，堆積相，造礁生物，［2］秋吉台のカルスト地形と秋芳洞
日　�程：9月22日（日）（日帰り）
定　�員（最少催行人数）：10（7）　
案内�者：前田晴良（九大総合研究博物館）・大山 望（九大）
参加�費：1,000円
参照�地図（1/2.5万）：「於福」，「田部」，「厚狭」
集合�・解散：集合 8:20（山口大学吉田キャンパス駐車場），解散 16:00頃（厚狭駅）
その他：
　　・昼食は各自ご用意ください．
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　　・移動にはマイクロバスを使用します．
　　・本巡検は，美祢市からバスをご提供いただくため，安価でご参加頂けます．

Fコース　山口県日本海側新生代地すべり
＜略称：地すべり＞
巡検�コース：山口大学（出発）8:30→角島大橋→元山漁港→川尻漁港→立石漁港→東後畑棚田→山口宇部空港（解散）

16:00→新山口駅→山口大学17:00
主な�見学対象：［1］角島大橋から望む第三紀層と玄武岩の層序関係，［2］地すべり現象と対策工，［3］日本海海岸まで及ん

だ初生地すべり地形
日　程：9月26日（木）（日帰り）
定員（最少催行人数）：24（18）　
案内者：河内義文（（株）ケイズラブ）
参加費：6,200円
参照地図（1/2.5万）：「角島」，「長門古市」，「長門川尻」
集合・解散：集合 8:20（山口大学吉田キャンパス），解散 16:00頃（山口宇部空港）
その他：
　　・昼食は主催者側で手配します．当日別途昼食代を徴収します（1,000円）．
　　・移動には中型バスを使用します．

Gコース　津和野地域の古原生代花崗岩類と高塩濃度深部流体
＜略称：古原生代岩体と深部流体＞
巡検�コース：山口大学（出発）8:30→津和野町内美→部栄→寺田→耕田→津和野市街地→山口大学（解散）17:00
主な�見学対象：［1］ジュラ紀付加体-ジュラ紀結晶片岩-ペルム系境界，［2］津和野舞鶴帯の古原生代岩体，［3］津和野川沿

いの深部流体湧出地点，［4］小藤文次郎生誕地の碑と津和野町郷土館
日　程：9月26日（木）（日帰り）
定　員（最少催行人数）：21（16）　
案内�者：木村光佑（広島大）・早坂康隆（広島大）・田中和広（山口大）・村上裕晃（原子力機構）
参加費：6,400円
参照地図（1/2.5万）：「十種ヶ峰」，「津和野」
集合・解散：集合 8:20（山口大学吉田キャンパス），解散 17:00頃（同）
その他：
　　・参加費には入館料が含まれています．
　　・昼食は主催者側で手配します．当日別途昼食代を徴収します（1,200円）．
　　・移動には中型バスを使用します．

Hコース　石炭－ペルム系秋吉石灰岩の堆積作用とカルスト化作用
＜略称：秋吉台と秋芳洞＞
巡検�コース：山口大学（出発）8:00→宮の馬場→秋吉台青少年自然の家→帰り水→長者ヶ森→秋吉台科学博物館→秋芳洞→

新山口駅（解散）17:15
主な 見学対象：［1］秋吉台の石灰岩およびカルスト地形，［2］秋芳洞の地形および鍾乳石
日　程：9月26日（木）（日帰り）
定　員（最少催行人数）：22（16）　
案内者：藤川将之（秋吉台科学博物館）・中澤 努（産総研）・上野勝美（福岡大）
参加費：5,600円
参照地図（1/2.5万）：「秋吉台」，「秋吉台北部」
集合・解散：7:50（山口大学吉田キャンパス），解散 17:15頃（新山口駅）
その他：
　　・昼食は各自ご用意ください．
　　・移動には中型バスを使用します．
　　・台上トレッキングと鍾乳洞への入洞がありますので，運動靴をご用意ください．
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マグマ混合絵巻物

写真・文：今岡照喜（山口大学創成科学研究科）

　山口県長門市青海島の平家台では，写真に示すような花崗
岩（白色）とトーナル岩（黒色，ＭＭＥ）のマグマ混合・混
交現象がよく観察できる．マグマ混合・混交帯は数ｍの厚さ
を有し，阿武層群からなるルーフ直下にあり，水平方向に良
く連続する．この花崗岩はMMEとともに地下陥没によってで
きた空間にシート状に貫入したものと考えられる．
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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

フォッサマグナミュージアム
学芸員（地質学，常勤）募集

募集：1人程度
受験資格：
 ・ 学校教育法による大学院修士課程又は博士

課程を修了した人又は令和２年３月31日ま
でに修了見込みの人で，昭和63年４月２日
から平成６年４月１日までに生まれた人．

 ・ 地質学（構造地質学，堆積学，第四紀学な
ど）を専攻し，地質調査ができる人．糸魚
川地域の地質全般を理解でき，かつ糸魚川
地域に関する研究テーマを設定できる人．

締切：2019年6月13日（木）
任期：2020年4月1日着任（任期なし（定年
制））
待遇等：下記URL参照
選考：
 ・ 第1次試験（筆記）：7月27日（土）及び7月

28日（日）
 ・ 第2次試験（プレゼンテーション）8月20日
（火）に実施予定（第１次試験合格者に通
知）

募集詳細は下記URLをご参照願います．
http://www.city.itoigawa.lg.jp/6656.htm
お問い合わせはこちらまで
糸魚川市総務部総務課職員係
TEL 025-552-1511（代）

京都大学大学院人間・環境学
研究科（准教授）公募

募集人員：１名
所属および勤務場所
教員組織：京都大学人間・環境学系
教育研究組織：京都大学大学院人間・環境学
研究科相関環境学専攻自然環境動態論講座地
球環境動態論分野
専門分野：広い意味での地球惑星科学
担当授業科目など：人間・環境学研究科およ
び総合人間学部における論文指導、および下
記の授業科目の担当

（人間・環境学研究科科目）地球環境動態論
分野の講義、演習、特別演習など。

（総合人間学部科目）自然科学系地球科学分
野の科目（講義、演習）など。

（全学共通科目）地球科学関連の科目（前期・
後期合計で週 6 コマ）。
着任時期：2019年 12 月 1 日以降の出来るだ
け早い時期

応募資格：次のすべての条件を満たすこと
（1）当該専門分野における博士の学位を有す
るか、これと同等の研究業績を有すること。

（2）当該専門分野において十分な研究遂行能
力があること

（3）既存の研究領域の枠にとらわれない柔軟
な発想で研究に取り組む意志があること。

（4）総合人間学部および人間・環境学研究科
の理念に沿った教育・研究指導に、熱意と責
任感を持って取り組む意志があること。

（5）全学共通科目（地球科学関連）を、熱意
と責任感を持って担当する能力があること。

（6）学内の諸業務を責任感を持って行う意志
があること。

（7）日本語運用能力が十分にあること。
応募締切日：2019年 6 月 28 日（金）必着
問い合わせ先：
京都大学大学院人間・環境学研究科 相関環
境学専攻 小木曽 哲
E-mail: kogiso.tetsu.6s@kyoto-u.ac.jp
電話：075-753-2918
詳しくは，https://www.h.kyoto-u.ac.jp/wp-
content/uploads/2019/05/201905_332_
koubo.pdf

福岡大学理学部地球圏科学科
地球科学分野教授，

准教授または講師公募

公募職および人数：教授，准教授または講師 
1 名
所属：福岡大学理学部地球圏科学科 地球科
学分野
採用予定時期：2020 年 4 月 1 日（水）
専門分野：資源地質学，岩石学，自然災害科
学およびそれらの関連分
応募資格：

（1）博士あるいはPh.D.の学位を有する方
（2）資源地質学，岩石学，自然災害科学およ
びそれらの関連分野において優れた研究業績
を有する方

（3）十分な野外調査経験を有し，野外におけ
る教育・指導ができる方

（4）学部と大学院の教育・研究および必要な
業務に他の教職員と協調して取り組める方

（5）外国人の場合には，学内諸業務を遂行で
きる日本語運用能力を有する方
担当科目など：

（1）学部専門教育科目（地球物質循環学な
ど），実験科目と卒業研究指導

（2）共通教育科目の自然科学の地球科学関連
科目

（3）大学院理学研究科地球圏科学専攻の講義
科目と研究指導
募集期間：2019年7月1日（月）必着
問い合わせ：
〒814-0180 福岡市城南区七隈8-19-1
福岡大学理学部地球圏科学科地球科学分野
教授　奥野　充

Eメール： okuno@fukuoka-u.ac.jp
電話： 092-871-6631 （内線：6289）
詳 し く は，http://www.sci.fukuoka-u.ac.jp/
earth/koubo.html

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

2019年度募集室戸
ジオパーク学術研究助成

【助成対象研究】
室戸ユネスコ世界ジオパークを対象とする自
然科学，人文科学，社会科学，教育学に関す
る研究や自然・文化遺産の保護に関わる研究
など，あらゆる研究を対象と認める．

【助成対象者】
（1）助成対象の年齢，職業，所属は問わない．
個人，団体のいずれでも応募は認められる．
ただし以下，（2），（3）の両者を遂行できる
者に限る．

（2） 2020 年 3 月に開かれる市民向けの成果
（経過）発表会で講演を行い，3月中に実績報
告書及び決算書を提出すること．

（3） 2021 年 3 月までに，研究成果を学会発
表・論文のいずれかの形で公表すること．

【助成金額】
予算の範囲内で一件あたり上限 25 万円（3 
件を助成予定）．助成対象経費には，助成対
象者の住所または所属先所在地から室戸市内
の調査研究地までの交通費及び，室戸市内に
おける宿泊費，調査研究にのみ関わる消耗
品・事務経費が含まれる．
*ただし協議会が書類審査時に妥当と認めら
れるものは除く．

【応募方法】
応募締切：2019 年 6 月 15 日（必着）．応募
に必要な下記の書類（書式あり）を推進協議
会まで，郵送すること．
・室戸ジオパーク学術研究計画書
・助成金収支予算書
上記２点の計画書につきましてはこちらでダ
ウンロードできます．
https://www.muroto-geo.jp/news/13006/

南紀熊野ジオパークにおける
研究活動公募

南紀熊野ジオパーク推進協議会では，研究活
動の活性化及び地質現象のさらなる解明に資
することを目的に，公的研究機関に所属する
研究者を対象に最長３年の研究助成を行いま
す．
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対象者：
（1）申請者は，大学院修士課程（博士前期課
程を含む．）修了以上の学歴を有する者，ま
たはその者で構成されるグループとします．

（2）その他の要件
 ・ 助成金の交付決定を受けた年度の3月15日

までに実績報告書を提出できる者
 ・ 助成を受けた年度において，南紀熊野ジオ

パークの関連イベントに年1回程度，協力
できる者（時期，内容については応相談．）

 ・ 研究で得られた成果の発表で，「国際的な
学術誌への投稿」又は国際的な学会で発表
できる方

（3）申請は，所属研究機関代表者及び研究代
表者の連名で行います．
助成金の額：予算の範囲内で，1件あたり最
長3年間（年度単位で更新あり）で最大500万
円
申請の締切：2019年6月21日（当日消印有効）
申請・問い合わせ先

〒640-8585
和歌山市小松原通1-1　和歌山県庁自然環境
室内
南紀熊野ジオパーク推進協議会　事務局　　
担当：福村成哉
TEL：073-441-2690　FAX：073-433-3590
Mail：e0320004@pref.wakayama.lg.jp
詳しくは，https://nankikumanogeo.jp/2019/ 
05/20/3449/

第14回「科学の芽」賞募集

後援：日本地質学会ほか
趣旨：筑波大学の前身の東京教育大学の学長
を務めるなど，本学にゆかりのあるノーベル
物理学賞を受賞した朝永振一郎博士の功績を
称え，それを後続の若い世代に伝えていくと
ともに，小・中・高校生を対象に自然や科学

への関心と芽を育てることを目的としたコン
クールを行い「科学の芽」賞を授与します．
　なお，「科学の芽」賞の受賞者には，表彰
式において筑波大学長から表彰状及び記念品
が贈られます．
応募資格：全国の小学校3年生～中学校・義
務教育学校・高等学校（高等専門学校3年次
を含む．），中等教育学校，特別支援学校の個
人若しくは団体．「小学生部門」，「中学生部
門」，「高校生部門」に分けて公募します．
応 募 期 間：2019年8月19日（ 月 ）～9月21日

（土）〔消印有効〕
問い合わせ先
〒112-0012　東京都文京区大塚3-29-1
筑波大学東京キャンパス事務部学校支援課
TEL.03-3942-6806（ 平 日9:30-12:15，13:00 ‐
18:00）
E-mail：kagakunome@un.tsukuba.ac.jp
詳 し く は，https://www.tsukuba.ac.jp/
community/kagakunome/oubo.html
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紹　介

新しい地球惑星科学

西山忠男・吉田茂生　共編著

培 風 館，2019年3月13日 発 行，B5判 287
頁 カ ラ ー 刷 り，ISBN978-4-563-02522-9 
C3044 定価3,080円（税別）

　本書は熊本大学・九州大学の教員を中心と
した30人の執筆陣による大学教養程度の地学
の教科書である．「はじめに」によると，大
学における教育の質保証のために日本学術会
議が平成26年に制定した「教育課程編成上の
参照基準　地球科学分野」に基づき，その制
定を主導した西山忠男が中心になって，この
基準を体現する教科書を制作したものであ
る．本書は基礎編15章，応用編15章よりな
り，大学の通年の授業30コマに対応してい
る．
　各章の魅力的な題名を簡略化して内容を示
すと，基礎編は1. 太陽系の構成と惑星の運
動，2. 宇宙の進化，3. 恒星と太陽，4. 高層
大気，5. 大気の運動，6. 海洋の運動，7. 風
化侵食運搬堆積，8. 地球内部構造，9. 岩石鉱
物，10. プレート論，11. 化石と地質時代，
12. 火山，13. 地震，14. 気象災害，15. 地球
と人類，となっており，応用編は1. 惑星各
論，2. 地球の形と重力，3. 同位体と年代学，
4. 地球の進化，5. 大気海洋相互作用，6. 地
球温暖化，7. マントル対流，8. コアと地磁
気，9. 鉱物・結晶学，10. 生物進化と地球史，
11. 陸水循環と地層形成，12. 造山運動と変成
作用，13. 日本列島の形成，14. 海洋底，15. 

鉱物エネルギー資源，となっている．付録と
して1. 静水圧平衡とアイソスタシー，2. 顕生
代地質年代表がある．他にコラム記事として
渦位（p. 45），ロスビー波の西進（46），断
熱温度勾配（87），玄武岩の岩石学的分類

（96），弾性体と弾性定数（106），相転移と脱
水脆性化（118），ジオイド異常と重力異常

（147），s-プ ロ セ ス とr-プ ロ セ ス（148），
U-Pb年代法の利点（156），惑星形成時の加
熱（157）， テ イ ラ ー・ プ ラ ウ ド マ ン 定 理

（194），地磁気ポテンシャル（196），成長速
度と駆動力（208），逆空間と逆格子点（211），
日本の国石（233），藍閃石（234），かんらん
岩・蛇紋岩メランジュ（236），Al2SiO5鉱物
の多形（238）があり，どれも興味深いので
目次に掲載した方がよい．一部の章末には演
習問題があるが，模範解答はない．巻末の引
用・参考文献には和文教科書だけでなく洋書
や学術雑誌の論文もある．本学会のフィール
ドジオロジーシリーズも数冊引用してある
が，書誌データの記述法が不統一である．本
学会編の日本地方地質誌（「九州沖縄地方」
の主編者は西山），本学会が執筆協力した
The Geology of Japanも引用してほしかっ
た．本書は，数研出版「地学図録」（2018改
訂版）に次いでカラーの図や写真が豊富だ
が，著者構成の影響か災害・露頭写真は九州
の例が多い．基礎編14章の冒頭（p. 116）で

「天災は忘れた頃来る」に関し「西日本新聞
の解説を参照」となっている．地震のマグニ
チュード，震源断層サイズ，平均すべり量の
図（p. 111）の背景は九州で，東北地方太平
洋沖地震の表面波も雲仙での観測例を取り上
げている（p. 107）．
　最近の同様な教科書として早稲田大学の教
員9人による「地球・環境・資源」（共立，
2008年），山口大学の教員ら6人による「基礎
地球科学 第2版」（朝倉，2010年）があるが，
この2編は高校地学で扱う天文・気象分野の
内容をほとんど含まないのに対して，本書は
基礎編の1～6章と14章，応用編の1, 5, 6章等
でかなり詳しく取り上げている．また，化石
や進化は生物学の対象でもあり，これらの点
で「はじめに」冒頭の「地球惑星科学の対象
は，われわれを取り巻く環境のうち，生物学
や天文学が対象としているものを除くすべて
である」という記述は本書の内容と合致しな
い．我々を取り巻く無機的な自然全てを即物
的（あるがまま）に科学するのが地学であ
り，本書は天文学も含む「大学地学の教科
書」だと思う．
　本書の内容で気がついたことを述べる．基
礎編1章p. 1最下行に，明るい惑星を「太陽，
月と合わせて日月五星とよぶ」とあるが，こ
の語は広辞苑に出ておらず，あまり聞いたこ
とがない．これらを七曜（古代中国では七
政）とよび，週の各曜日の名称とするのは常
識である．太陽系の惑星軌道の記述（p. 6）
にはボーデ(Bode)の法則（2n×3＋4, n=－∞, 
0, 1, 2…）を示してほしい．
　基礎編10章p. 78の過去2億年間のプレート

運動と大陸移動を示す6枚のカラー図は非常
に印象的で，太平洋プレートがいつ，どこで
発生し，どのように拡大したかがよくわか
る．しかし，松山基範による地磁気逆転の発
見と第四紀逆転史に触れていないのは残念で
ある．
　応用編1章では新しい隕石分類を解説して
いるが（p. 134），「分化隕石」なのに「始原
的エコンドライト」というのは矛盾した命名
ではないか．記号ばかり並べて意味不明な分
類は，本書のような大学教養の教科書ではや
めてほしい．イトカワやリュウグウに言及し
ているのはタイムリーで良いが，日本国内で
相次ぐ隕石の発見も取り上げてほしかった．
　応用編9章で特性Ｘ線の図を出すなら，モ
ーズレー (Moseley)の法則も紹介してほしい．
　 応 用 編11章（p. 228） でnonconformityを

「無整合」と訳し，不整合の種類を説明して
いるが，地学事典の不整合項目ではカタカナ
書きであり，公式の地質図で「無整合」を使
うことはまずない．下側が火成岩・変成岩で
も不整合で済ますのが普通で，無用な語だと
思う．
　私の専門に近い分野しか判断できないが，
先人の業績に関する引用の不適が散見され
る．応用編13章の海洋プレート層序の説明

（p. 243） で は，Isozaki et al.（1990; 
Tectonophysics, 181, 179-）または彼のその
後の論文を引用すべきだと思う．日本海拡大
の平行移動モデル（南北展張もその一種）（p. 
245） はTerada（1927; 地 震 研 彙 報, 3, 67-）
が最初に提唱し，Lallemand & Jolivet（1985; 
EPSL, 76, 375-）がプルアパート運動と結び
つけた．「災害は忘れた頃に」を引くなら（p. 
116），寺田寅彦が日本海拡大説の最初の提唱
者だったことも教えてほしい（石渡・磯﨑 
(2011)「東北アジア　大地のつながり」東北
大学出版会参照）．
　各ページ余白の小字の追加説明（脚注）は
親切で興味深いが，できれば本文中の主な専
門用語の英語表記を示し，その索引をつけて
ほしい．英語の教科書や論文を読み始める学
生の助けになると思う．基礎編10章と応用編
6, 7章は本文中に英語が付記されているが，
他の章はその配慮が乏しい．ただし基礎編4
章にはバウとボウの違い等，面白い解説があ
る．また，序文の下に培風館の本書ホームペ
ージURLがあり，アクセスすると6件の正誤
表が載っていた．ただし，「WEB」のサイン
は本書内になく，上記URLにも追加情報は
なかった．
　厳しいことも述べたが，この教科書は高校
地学の全範囲を網羅し，大学１年生でも大学
教員でも面白く読め，地学の楽しさが随所で
実感できる，積極的で創意工夫に満ちた，そ
して地学全体の最新の内容をカラフルに盛り
込んだ，これまでにない高品質の大学地学教
科書である．本書が今後の大学教育で広く利
用されることを期待する．

（石渡　明）
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鉱物各説
Mineral descriptions

加藤　昭著

公益財団法人益富地学会館，258ページ，
B5版，2018年8月1日 第 二 刷 発 行， 定 価
3,000円（税込）．

　本書は，主要鉱物311種に関する記載的情
報を主に扱っているものである．
　内容は四章からなり，第一章は序説で，鉱
物の一般的記載内容に関する説明，記載時の
鉱物の化学組成や系統分類に対する意識の重
要性が紹介されている．
　第二章は鉱物学の関連部門である．地質
学・岩石学・地球化学・結晶学との関係につ
いて概説しており，産出記載と総合記載に関
する説明がある．
　第三章は，第四章の鉱物記載内容に関する
説明で，鉱物和名・読み方・同英名・理想化
学 組成式・系統分類上の帰属・結晶学的性
質・化学組成・物理的諸性質・産状・観察同
定の要点および共存鉱物について言及してい
る．
　第四章が本体で，311種の鉱物がStrunz 
and Nickel (2001)による系統分類順に配列，
説明され，分類区分の基本単位である類
(class)の初めには，類全体の総括的説明があ
る．
　本書の特色は，個々の鉱物の産状と共存鉱
物種が，我が国のものについて詳しく網羅さ
れている点であり，これらの内容は，世界各
国で出版されているいかなる同類の文献のも
のよりも充実している．
　もう一つの特色は，観察同定の要領に言及
している点で，この種の文献としては異例の
記述であるが，現在この種の情報が案外流通
していないだけに貴重である．
　明治維新後，当時の学問的先進国から輸入
された様々な鉱物学に関する文献中にも, こ
の種の情報を扱うものが無かった訳ではない
が，手軽に参照するには不向きであった．こ

の種の日本語で書かれた文献の刊行は，十九
世紀末から，多くの鉱物や地質に携わる教育
者・研究者によって試みられたが，ある程度
の数の鉱物種を対象としたものは，一つとし
て完成されなかったとも聞いている．しか
し，この度著者の尽力により，この状態に一
つの終止符が打たれた．
　著者は日本地質学会永年会員・岩石鉱物科
学会名誉会員で，1959年から1995年まで，東
京大学および国立科学博物館において，鉱物
記載を専門として教育活動・研究活動を経験
した．また，1975年～1982年には，国際鉱物
学連合 新鉱物・鉱物名委員会第二代委員長
として，世界各国の新鉱物記載発表内容の事
前審査の最終責任者としての業務を担当し
た．
　なお，本書は発行者である益富地学会館の
みで販売されているので、購入ご希望の方は
下記にお問い合わせいただきたい．

公益財団法人益富地学会館
住所：〒 602-8012　京都市上京区中出水町
394 
メール：info@masutomi.or.jp 
電話：075-441-3280

（平田大二）

鉱物-石への探求がもたらす
文明と文化の発展-

(大阪大学総合学術博物館叢書 16)

石橋　隆・澤田　操・ 伊藤　謙　編著

大 阪 大 学 出 版 会， 2019年3月29日 発 行，
A4判 98頁，ISBN 978-4-87259-526-0， 定
価2,400円（税別）

　2018年10月22日から12月21日まで大阪大学
総 合 学 術 博 物 館 待 兼 山 修 学 館 で『The 
Minneral World　人と鉱物のつむぐ物語』
展が開催された．大阪大学総合学術博物館の
第12回特別展であった．本書はその展覧会の
図録である．発行が展覧会に間に合わなかっ

たが，本書を見ると，展覧会の素晴らしさが
彷彿とし，展覧会の意義がよくわかり，本書
から新しい「知」も生まれてくる．
　本書の内容を見ていこう．展示は4 zoneあ
ったが，本書は，人類の文明の発展は「石」
の活用と共にある，「本草学」から「鉱物学」
への道 ，日本の鉱業―近世の金・銀・銅山
―，標本の歴史をひもとく ，「宇宙の石」と

「地球の石」の5章にわかれている．第3章の
日本の鉱業―近世の金・銀・銅山―は展示で
はzone2に含まれていたが，本書では独立し
て章を構成しているためである．
　「第1章人類の文明の発展は「石」の活用と
共にある」はイントロダクションで，石がど
んな形で私たちのまわりにあるかということ
と，石は鉱物からできているし，金属は石か
ら得られるという「知」 が述べられている．
人間は石器や金属器やそして陶磁器を古くか
ら使用してきた．「石」は身近な物なのであ
る．標本の写真にはその大きさと所蔵場所が
明記されている．本展覧会は大阪大学総合学
術博物館所蔵の標本展示が基本になっている
が，益富地学会館や個人の惜しみない協力を
えている．益富地学会館所蔵の長径4㎜のダ
イヤモンド標本や上下の長さ4.5cmのトパー
ズ標本も展示された．また，日本鉱物科学会
が2016年にヒスイを国石と選定したことにち
なみ，ヒスイの説明も1節を取っている．
　「第2章「本草学」から「鉱物学」への道 」
は鉱物がどのように研究されてきたかを振り
返っている．中国では1600年前から鉱物を薬
と考える本草学があった．18世紀ころから，
日本の本草学を作ってきた，平賀源内，木村
蒹葭堂などの本草学者も生まれた．平賀源内
の製作した火浣布も展示された．京都大学付
属図書館所蔵の物であった．“元祖石マニア”
の木内石亭が登場し，研究の集大成『雲根
志』（大阪大学総合学術博物館ならびに個人
所蔵）も展示された．
　「日本の鉱業―近世の金・銀・銅山― 」は
第3章を構成している．益富地学会館や個人
所蔵の自然金や金銀鉱標本も展示された．ま
た，2017年に石見銀山で江戸時代に採掘され
た鉱石の標本資料が発見され，石見銀山史料
館，大阪大学総合学術博物館，益富地学会館
の共同研究で，資料を包んでいた紙から新し
い情報が手に入った．本書からも研究が興奮
していることが伝わってくる．
　「第4章 標本の歴史をひもとく」は博物館
の神髄が書かれている．標本のラベルから，
標本の出自がわかる．大阪大学には関西に根
差した，大阪大学にしかない標本が所蔵され
ていることがわかる．豊遥秋博士の丁寧な標
本整理から得られたことである．大阪大学に
関連した益富寿之助，定永両一，森本信男博
士などの鉱物学者も紹介されている． 
　最後の「第5章 「宇宙の石」と「地球の石」」
は宇宙に向かって，未来に向かって，鉱物の
展望を開こうというアッピールだ． 隕石研
究，そして，今1番熱い小惑星の岩石研究な
どが語られている．
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　日本地質学会が選定した県の石が付記され
ている． 大阪府の「県の石」は，「岩石」が
和泉石，「鉱物」がドーソン石．「化石」のマ
チカネワニは大阪大学豊中キャンパスの理学
部建設現場で1964年に発見され，化石骨は同

じキャンパス内の待兼山にある大阪大学総合
学術博物館で現在も展示されているのだ．
　本書は，鉱物の好きな人，キラキラと美し
い物の好きな人，トリビアを知ることを喜び
とする人，そして，鉱物から地球について知

りたい人へ，鉱物を好きで好きでたまらない
人々が，その面白さを心をこめて丁寧に書い
たプレゼントである．

（矢島道子）

書評・献本　　下記の献本をいただいています．書評執筆の労をお取りいただける方は学会事務局までお知らせ下さい．

「はじめの一歩　物理探査学入門」
　水永秀樹著　九州大学出版会　2019年2月28日発行　3,600円（税別），344ページ　ISBN978-4-7985-0253-3

「地球・環境・資源　地球と人類の共生をめざして　第2版」
　高木秀雄・内田悦生編著　共立出版　2019年3月15日発行　3,000円（税別），206ページ ISBN 978-4-320-04734-1

会員の声

仏人地質学者惜別
　西南日本の地
体構造単元の一
つに超丹波帯が
ある．本邦の地
体構造単元はい
ずれも各地域の
地名（旧称）に
ちなんで命名さ
れてきた．これ
に対し，この帯
だけは「超」と
いう奇妙な漢字

を冠に頂くが，その命名経緯については，若
い世代の研究者の多くは知らないかもしれな
い．造山運動論における古典的フィールドで
ある欧州アルプスでは，伝統的に詳しい地質
調査がなされ，複雑な地質構造とそれを構成
する多数の造山帯要素が識別・記述された．
そ の 代 表 的 単 元 の 一 つ に ヘ ル ベ チ ッ ク

（Helvetic）帯がある．後に，その構造的上
位に別の単元が新たに識別され，ヘルベチッ
ク帯（ナップ）の上に重なるという意味で，
Ultra-Helvetic（超ヘルベチック）帯と命名
された．丹波帯の上に重なるナップをなす超
丹波帯は，まさに欧州アルプス的発想で，フ
ラ ン ス 人 地 質 学 者 に よ っ て 命 名 さ れ た

（Caridroit, Ichikawa & Charvet, 1985）． そ
の 命 名 者 で あ る カ リ ド ロ ア（Martial 
Caridroit）氏が2019年3月13日に亡くなった．
享年61歳，急性肺疾患だった．日本地質学会
員ではないものの日本の地質学に貢献した人
物だったので，氏の逝去を悼み，その人柄に

ついて簡単に紹介したい．
　同氏はフランンス北部，ベルギー国境に接
するリール市南西Mont-Saint-Eloi出身で，地
元のリール大学（Univ. Lille 1）で地質学を
学んだ．指導教官は，1970年代後半から頻繁
に訪日して，本学会員にも知己の多いフラン
ス人地質学者シャルベ（Jacques Charvet）
助教授（当時； 現在はUniversity of Orléans
名誉教授）だった．1981-83年，大阪市立大
学の市川浩一郎教授の研究室へ修士課程の大
学院生として派遣されたカリドロア氏は，当
時の放散虫研究ブームの中で京都府／兵庫県
境地域からペルム紀後期の特異な群集を記載
し，舞鶴帯と丹波帯との間に新たな単元とし
て 超 丹 波 帯 を 提 案 し た（Caridroit et al., 
1984, 1985）．同氏は修士論文を仕上げた直後
に帰国したが，その後，超丹波帯の北東延長
は佐渡を経て，ロシア沿海州まで追跡される
ようになり，同帯の識別は日本列島形成史研
究の重要な貢献となった．
　フランスに帰国した同氏は1986年にオルレ
アン大学で博士号を取得した後，石油会社に
おける東南アジアでの地質調査などを経て，
1988年にリール大学に助教授として赴任し
た．それ以降，多数の学生や院生達とフラン
ス南部モンターニュ・ノアール山地やタイ国
などの古生界を研究し，2001年に同校の教授
に昇任した．
　実は，小稿の著者２名は同じ市川研究室出
身だが，カリドロア氏の大阪滞在２年間に机
を並べたことがなかった．大阪市大から山口
大へ移動していた磯㟢は，大学院で氏と同室
だった松田哲夫博士（故人）を介してカリド
ロア氏と知り合った．また同氏の帰国後に市
川研究室に所属した堀は，超丹波帯に隣接す
る上郡帯を研究していた縁もあって，国際放
散虫研究集会でよく交流した．かつて日本語
を全く話せないまま一人で超丹波帯を調査し

たが，そのおかげで少し話せるようになった
ことなど，大阪時代の逸話を懐かしそうに語
っていた．堀は昨年12月にリール大学に招聘
され，同氏と最後に会った日本人研究者とな
った．磯㟢は2011年夏に3 ヶ月リール大学に
滞在した際に，野外実習などを通して熱意あ
ふれる指導を行い，学生達や職場の同僚達に
は人気があるカリドロア氏の姿を目にした．
御夫人と２人のお子様，そして大きな犬２匹
に囲まれて，親から引き継いだかなり大きな
森で時々，鳥／ウサギ狩猟をして（自宅の抽
き出しから複数のライフルを取り出して誇ら
しげに見せてくれた時は少し驚いたが）自前
のジビエ料理をするといった「フランス風田
園生活」の好例と映る暮らしをしていた．　
　このたび同世代の友人の悲報に接し，同氏
の日本の地質との関係と思い出を簡単に紹介
した．改めて氏のご冥福をお祈りしたい．同
氏経歴の詳細をご教示頂いたリール大学図書
室のDavid Decroocq氏に感謝する．

参考：Caridroit, M., Charvet, J. & Ichikawa, 
K., 1984, C. R. Acad. Sci. Paris, 299, 1215-
1220.
Caridroit, M., Ichikawa, K. & Charvet, J., 
1985, Earth Sci. (Chikyu Kagaku), 39, 210-
219.

（磯㟢行雄・堀　利栄）

2018年リールにて

New Zealnad北 島
に て（2006年 竹 村
厚司氏撮影）
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タイ地質学会のTechawan会長からタイ地質学会特注のポロシャツ
をもらうWallis理事. 

海外の学術団体との協力・交流活動をご紹介します

タイ地質学会訪問
国際交流担当理事　Simon Wallis（東京大学）

　日本地質学会とタイ地質学会の協定を見直して更新するため
に，3月末タイを訪問しました．約6時間のフライトの後，バン
コクのSuvarnabhumi International Airportに着きました．空
港にはNuchit Sirithongkham氏がお迎えに来てくださって，
2010年に開通した快適なSky train 経由でスムーズにホテルま
で移動しました．夜はレストランで本場のキックボクシングを
テレビで観戦しながら本場の激辛のタイ料理を満喫しました．
次 の 日Sirithongkham氏 に 政 府 機 関 で あ るDepartment of 
Mineral Resources （DMR: 鉱物資源局）と附属岩石鉱物博物館
を案内してもらいましたが，博物館ではタイで発掘された恐竜
の化石が大きく取り上げられていました．アジアでは恐竜の産
地として中国・モンゴルが有名ですが，タイも重要な恐竜産地
ということを初めて知りました．

　DMRは1891年にRoyal Department of Mines and Geologyと
して発足し，128年の非常に長い歴史を持つ組織です．錫やカ
リ（potash）などの鉱物資源の開発・採取を担当してきました．
様々な組織改変を経て，現在のDMRは鉱物（石油・天然ガス
を除く）と地質調査，そして自然災害（geohazards）と古生物
を担当しています．世界の同様な組織をと比べ，「古生物」は

「資源」と「自然災害」に並ぶ１つの独立した部署になってい
ることは珍しく，化石の注目度の高さを物語っている印象を受
けました．一方，タイ地質学会は1967年，DMR・大学・民間
で働く地質学者のつながりと分野の強化をはかる目的で設立さ
れました．タイ地質学会はDMRと別組織ですが，初代会長を
務めたVicha Sethabutra氏はDMRのDirector Generalも務める
など両者の幹部が深く関わっている歴史があります．訪問中，
参加したタイ地質学会とDMR共同主催のシンポジウムもその
協力関係を示すものでした．シンポジウムのテーマは，計画さ

れている新しいタイ
語の地学辞典の内容
や，これから導入さ
れる国が認定する地
質学者の資格に関す
る議論でした．発表
と議論はタイ語でし
たが，隣に座ってい
たタイ地質学会会長
兼DMR Director 
General を 務 め る
Sommai Techawan
氏からの説明やスラ
イドの一部が英語で
書かれていることで
助かりました．シン
ポジウムの参加者人
数は100人弱で，な
ごやかな雰囲気の中
で活発な議論ができ
た好印象を持ちまし
た．その後，大学生によるアウトリーチ活動に関するポスター
発表があり，学生と接する機会もありました．

　昼食の後，1時間ほどの時間でタイ地質学会の幹部と会合し，
今後の日本地質学会との交流と協定の更新について議論しまし
た．会長は協定の更新に前向きで学会で確認した上で，サイン
するという意向でしたので，近いうちに更新できる見込みです

（後日，協定は問題なく更新されました）．また，定期的な情報
交換や若手研究者交流を推進する活動の重要性についても合意
しました．

　夜はカラオケつきの飲み会でしたが，二次会ではタイ地質学
会の会長を務めたことがあるNares Sattayarak氏と一緒になり
ました．同氏は石油と天然ガスが専門ですが，元々堆積岩が主
体のタイ東北地方での図幅を担当していたそうです．その際に
発見した化石をフランス人研究者に紹介し，国際的に脚光をあ
びる研究成果まで発展しました．新種の恐竜発見に大きく貢献
したSattayarak氏の名前が，Psittacosaurus sattayarakiとして
化石の種名につけてもらい，郵便の切手のデザインにも選ばれ
たという面白いエピソードを聞きました．現在，バンコクだけ
ではなく，タイ東北部にも古生物が主役の博物館（恐竜化石産
地を訪問された王女の名を冠したシリントーン博物館）などの
施設が複数運営されており，日本の福井県立恐竜博物館など海
外の組織との交流も盛んです．タイ料理や寺院の文化財，南部
に広がるビーチに，恐竜化石も，最近のタイの観光に有意義に
貢献する力を発揮しつつあることを実感できました．

　短い滞在でしたが，タイの地質について多く学び，タイの地
質学会のことも知り，有意義な時間を過ごすことができました．
温かく受け入れて下さったTechawan会長とSirithongkham氏
に感謝します．

　本稿について安藤寿男理事（茨城大）より貴重な意見を頂き
ました．謝意を表します．

タイ地質学会との学術交流協定書．協定は
問題なく，4月10日の日付で更新しました．

07_国際交流.indd   7 2019/05/24   12:27
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Vol. 28, Issue 3（May）
［REVIEW ARTICLE］
1．A visage of early Paleozoic Japan: Geotectonic and 

paleobiogeographical significance of Greater South 
China

Yukio Isozaki

古生代初期の日本の顔立ち：地体構造上および古生物地理的に
重要なGreater South China 
磯崎行雄
　未解明部分が多かった日本列島古生代形成史をレビューす
る．近年，日本における古生代火成岩類中の捕獲結晶ジルコン
および砂岩中の砕屑性ジルコンのU-Pb年代測定によって，海
洋プレート沈み込み開始がカンブリア紀であったこと，さらに
その成長場が南中国地塊の縁辺であったことが確認された．超
大陸ロディニアから分裂した古生代南中国地塊は, 揚子江流域
に加えて東シナ海，西南／東北日本そしてロシア沿海州／中国
北東部の一部を含む巨大な地塊（Greater South China: GSC）
をなしていた．GSCの太平洋側大陸縁には, 中央アジア造山帯
Altaidsと大きく斜交して, 太平洋側からの沈み込みに伴う造山
帯Nipponidesが成長した．日本産古生代化石群集には温暖テチ
ス型要素と寒冷ボレアル型要素が含まれるが, 両者は南北に
3,000 km以上伸びたGSCの周辺の暖流・寒流系に支配されて共
存した.
Keywords： 弧-海 溝 系, 花 崗 岩 類, 地 殻 の リ サ イ ク リ ン グ, 
Greater South China, 古地理, 古生代, 先カンブリア時代, 沈み
込み, ウラン-鉛年代, ジルコン

［RESEARCH ARTICLES］
2．Chitinozoans and scolecodonts from the Silurian and 

Devonian of Japan
Thijs R. A. Vandenbroucke Olle Hints Mark Williams Simon 
Wallis Jules Velleman Toshiyuki Kurihara Gengo Tanaka 
Toshifumi Komatsu Peep Männik David J. Siveter Tim de Backer

日本産シルル紀およびデボン紀のキチノゾア・スコレコドント
化石
Thijs R. A. Vandenbroucke，Olle Hints，Mark Williams，
Simon Wallis，Jules Velleman，栗原敏之，田中源吾，小松俊
文，Peep Männik，David J. Siveter，Tim De Backer
　日本のシルル系～デボン系から産出したキチノゾアとスコレ
コ ド ン ト を 報 告 す る． 飛 騨 外 縁 帯 の 吉 城 層 上 部 か ら は，
Eisenackitina，Angochitina等のキチノゾアが産出した．これ

らのうち，Angochitina elongataに基づけば，吉城層上部は英
国ウェールズ・ボーダーランドにおける模式地のラドロウ統と
対比可能であり，その年代はラドロウ世のゴースティアン期，
あるいはルドフォーディアン期の前期である．スコレコドント
は残渣中にキチノゾアよりも豊富に含まれているが，大部分が
生層序学的に重要性の低い微小な採餌器官もしくはそれらの断
片である．しかし，吉城層に加え，同じく飛騨外縁帯に属する
デ ボ ン 系 福 地 層 の 試 料 は， 数 種 のMochtyella，Oenonites，
Kettnerites，Lunoprionella，Vistulella?およびplacognath類を
含む．スコレコドントは九州のシルル系祇園山層中部からも産
出 し， 保 存 の 良 いPistoprionの 顎， さ ら にOenonitesお よ び
Kettneritesと考えられる断片を含む．これらのスコレコドント
は，日本とバルティカ-ローレンティア間の多毛類動物相の類
似性を示唆する．
Key words：生層序，キチノゾア，デボン紀，日本，スコレコ
ドント，シルル紀

3．First evidence of Middle to Late Triassic radiolarians 
in the Garba mountains, South Sumatra, Indonesia

Munasri Akbar Maharsha Putra

4．Reconstruction of the eruptive history of Usu volcano, 
Hokkaido, Japan, inferred from petrological correlation 
between tephras and dome lavas

Akiko Matsumoto Mitsuhiro Nakagawa

テフラとドーム溶岩の岩石学的対比による有珠火山の噴火史の
再構築
松本亜希子・中川光弘
　北海道南西部に位置する有珠火山は,1663年以降活動してい
る日本有数の活火山である. 17～19世紀には山頂で爆発的噴火
が起きたことが分かっているが, 個々の噴火の活動域や溶岩ド
ームの形成については曖昧な点が多かった. そこで我々は,山頂
溶岩ドーム群の形成年代を明らかにするために, ドーム溶岩と
テフラの岩石学的対比を行った. その結果,1663年噴火では溶岩
ドームは形成されず,それ以後の17世紀末～19世紀の個々の噴
火により山頂溶岩ドーム群が形成されたことが明らかになっ
た．また, その結果から推定される各噴火の活動中心と火砕流
の分布主軸が調和的であることが分かった. さらに，17世紀末
の噴火により形成された溶岩ドームが, 1822年の噴火活動で破
壊され,新たに形成された溶岩ドームによって被覆されたこと
が明らかになった.噴火推移の再構築や将来起こりうる火山災
害についての洞察を得るうえで, 岩石学的対比は地質学的証拠
とあわせることで,有効なツールになるといえる.
Key words：噴火推移，溶岩ドーム，テフラ―溶岩対比，有珠
火山，全岩化学組成

［PICTORIAL］
5．Paleolake reconstruction and estimation of paleo ‐

inflow in the Olgoi Basin, Mongolia, based on GIS and 
hydraulic analyses

Yusuke Matsumura Noritaka Endo Noriko Hasebe Davaadorj 
Davaasuren

モンゴル・オルゴイ盆地の湖および流入河川の復元：GISと水
理学的解析
松村優佑・遠藤徳孝・長谷部徳子・Davaadorj Davaasuren 

Vol.28, Issue 3

　Islands Arcは，2016年より隔月出版となりまし
た．最新号のVol. 28, Issue 3 が2019年5月に発行さ
れました．学会ホームページから会員ログインす
ると全文がオンラインで無料閲覧できます．是非
ご覧下さい．

（Island Arc編集委員会）
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　モンゴル・ハンガイ山脈南部のオルゴイ盆地において，これ
まで報告されていない古湖岸線が衛星写真により複数認められ
た．古湖岸線から見積もられる湖の最大面積は200 km2にも及
び，盆地内に存在するオルゴイ湖の面積より2桁ほど大きい．
推定される旧河道の中央部には約10 cm径の円礫が残されてお
り，それらの輸送に要する流れの剪断力を基に，最も拡大した
時期の古オルゴイ湖に流入する河川流量を，河川シミュレーシ

ョンソフトiRICを用いて探索した結果，4000～6000 m3/sと見
積もられた．現在のオルゴイ盆地は乾燥地帯であるが，この河
川流量からは過去に湿潤な気候の時期があったことが示唆され
る．この古水文環境は，当該地域の下流側に位置するValley of 
the Gobi Lakesでの先行研究と調和する．
Key words：オルゴイ盆地, 古水文学, 古湖沼, iRIC, Valley of 
the Gobi Lakes

C A L E N DAR
2019.5～

　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
■5月　May
○2019年度春期（初心者向け）地質
調査研修
5月20日（火）～24日（金）
場所：島根県出雲市長尾鼻周辺
https://www.gsj.jp/geobank/geotraining.
html

★2019年度（第11回）代議員総会
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）
ht tp : / /www.geo soc i e ty . j p /ou t l i n e/
content0017.html

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/

○第222回 地質汚染イブニングセミ
ナー
5月29日（水）18:30～20:30
場所：北とぴあ901会議室 （東京都北区王子）
講師：門間 聖子 （応用地質株式会社 技術本
部技師長室 技師長）
演題：自然由来の重金属等に関する環境リス
クマネジメントと改正土壌汚染対策法
http://www.npo-geopol.or.jp

■6月　June
○深田研ジオフォーラム2019
6月8日（土）10:00～16:00
場所：深田地質研究所 研修ホール（東京都

文京区）
講師：上野将司（応用地質株式会社社友）
演題：平野と山地の地盤災害を考える～災害
列島での調査経験から～
定員：50名【申込多数の場合は抽選】＊要事
前申込
http://www.fgi.or.jp/

○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）13:30～17:00
場所：北とぴあ803号室（東京都北区王子）
若林　悠：行政組織の「専門性」と「評判」
の構築―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―
木村　学：北海道の地質学研究 150年，雑感

○第223回 地質汚染イブニングセミ
ナー
6月28日（金）18:30～20:30
場所：北とぴあ902会議室（東京都北区王子）
講師：宮崎 淳（創価大学教授）
演題：「水循環基本法の理念と地下水の法的
性質～公水私水区分論からの脱却～」
http://www.npo-geopol.or.jp

■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）

○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

■10月　October
○第73回日本人類学会大会
10月12日（土）～14日（月）
会場：佐賀大学本庄キャンパス（佐賀市本庄
町1）
演題登録締切：7月29日（月）締切
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/

■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）
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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☆中部支部

お知らせ

2019年支部年会開催のお知らせ

日時：2019年6月29日（土）
　　　受付開始　9:30
　　　シンポジウム　10:00-12:00
　　　支部総会　13:00-14:00
　　　個人講演　14:00-16:00
　　　ポスターセッションコアタイム　16:00－17:00
　　　（なお講演数によりタイムスケジュールは調整されます）
会場：�福井県立大学永平寺キャンパス　多目的ホール（交流セ

ンター 3階）
　　　福井県永平寺町松岡兼定島4-1-1
　　　�（＊年会参加者は無料で福井県立恐竜博物館（常設展）

を見学できます）
参加費（総会・シンポジウム）：なし
シンポジウム「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパークとそれを取り巻
く活動（仮題）」
講演予定者（各人20分予定）
　柴田伊廣　文化庁文化財第２課技官
　町　澄秋　�恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク推進協議会�ジオ

パーク専門員
　三好雅也　福井大学教育地域科学部
　野田芳和　福井県立恐竜博物館副館長
　酒井佑輔　大野市教育委員会
　総合討論

講演
個人講演　14:00-16:00
ポスターセッションコアタイム　16:00－17:00
個人講演：15分（質疑応答含む）
ポ�スターセッション：A0版サイズ（横841mm×縦1,189mm）

が基準です（画鋲可）．１発表につき横90cm×縦180cmのボ
ード1枚を使用します．

懇親会
日時：2019年6月29日（土）18:30-21:00
福�井市内，福井駅周辺を予定．会費：一般5,000円，学生3,000

円を予定

巡検「恐竜渓谷ふくい勝山ジオパーク見学」
案内者：柴田正輝，町　澄秋，三好雅也ほか
費�用：2,000円を予定（昼食代込み）．マイクロバスを用意しま

す（福井駅発　福井県立大学永平寺キャンパス・福井県立恐
竜博物館経由予定）．

巡検定員：20名
日程：2019年6月30日（日）
福�井駅8:00出発--福井県立大学永平寺キャンパス8:30出発--福井

県立恐竜博物館�9:00出発（恐竜化石発掘現場を含む勝山市内
のジオサイトを見学）--恐竜博物館15:00出発--福井駅16:00解
散予定

見�学ポイント：恐竜化石発掘現場（勝山市北谷町）の天然記念
物露頭，足跡化石面など／経ヶ岳火山岩類／大矢谷白山神社
の巨大岩塊／段丘地形と七里壁

資料：総会会場およびバス内で巡検資料を配布します．

参加申し込み先：準備の都合がありますので， 5月24日（金）
までに参加内容（総会，シンポジウム，個人講演，ポスターセ
ッション，懇親会，巡検の別），連絡先を明記して，お申し込
みください．なお，講演，ポスターセッションを希望される方
は，講演要旨（A4サイズ2ページまで）をご用意ください．
日本地質学会中部支部　年会担当�中田健太郎
　E-mail：k-nakada@dinosaur.pref.fukui.jp
　Tel：0779-88-0001,�FAX：0779-88-8720
　ハガキ：〒911-8601　福井県勝山市村岡町寺尾51-11
　　福井県立恐竜博物館

講演と講演要旨についての要領および注意は，学会HPを参照
し下さい．
http://www.geosociety.jp/outline/content0019.html

支部コーナー

☆関東支部

お知らせ

清澄フィールドキャンプ
参加者募集のお知らせ

　今年度も引き続き京都大学理学部地球惑星科学専攻地質学鉱
物学教室のご支援を受け，フィールド教育の継承・発展を目的
とした清澄フィールド・キャンプを実施します．実習フィール
ドは東京大学千葉演習林（清澄）内の七里川ならびにその支流
ですが，地質調査の基礎的な訓練を行うには，第１級のエリア
です．京都大学が行う清澄山実習と同時期に，同じカリキュラ
ムで実施しますので教育効果が高まります．地質調査の基礎を
習得したい学生の皆さんのご参加をお待ちしています．また，
先生方には募集のご連絡などご高配を賜りたく存じます．昨年
の実施報告は，ニュースレター（2018年10月号）に掲載されて
おります（支部HPにも掲載予定）．
　ご不明な点は，日本地質学会関東支部（kanto@geosociety.
jp）までお寄せください．

主催：日本地質学会関東支部
協力：石油資源開発株式会社，株式会社ダイヤコンサルタント
期間：2019年8月19日（月）～8月24日（土）　5泊6日
場所：東京大学千葉演習林（〒299-5505　千葉県鴨川市清澄）
費用：40,000円程度を予定（宿泊・食事・保険・タクシー代込）
定員：最大4名（学生のみ，最少催行人数は3名）
応募締切日：7月5日（金）（＊応募書類は所定のフォーマット
を使用のこと）
応募書類や日程，持ち物など詳しくは，
支部HP（http://kanto.geosociety.jp）をご参照ください．

10-12_支部・院生コーナー.indd   10 2019/05/24   12:27



11日本地質学会News　22（５）

支部コーナー

☆関東支部

報告

サイエンスカフェ　報告

　関東支部では，去る1月27日（日）に，茨城大学の岡田　誠
教授をゲストスピーカーに迎え，千葉市にあるイタリアンレス
トラン・アクアエソーレに於いて，サイエンスカフェ「磁場ニ
ャン？いやいやチバニアン　巷で話題のチバニアンって？」を
開催しました（定員30名）．ファシリテーターは，これまで関
東支部で開催したサイエンスカフェ同様，岡山祐子さん（科博
SCA）にお願いしました．多くの人が，知っているようで良く
知らないという印象を持っているチバニアンについて，何が面
白いのか？学術的な解説，GSSP認定に向けての取り組みなど，
多くの講演で鍛えられた岡田さんのトークでわかりやすく解説
していただきました．いつも通り，ふと会場が疑問に思うよう

な場面では，ファシリテーターの岡山さんのツッコミで，より
会場と岡田さんの距離が近くなるのを感じ，あらためて伝える
技術の大切さを感じました．参加者の内訳は，20～40代の方が
65%程度を占め，一般向けの有料イベントの中では比較的若い
年代の方に来場いただけたと感じています．また，終了後のア
ンケートでは90%以上の方から，わかりやすく満足であったと
いう回答が得られました．さて一方，今回のテーマが，いま日
本地質学会が提供できる最強コンテンツの一つである「チバニ
アン」であるにもかかわらず，集客には多少苦労しました．
JSTサイエンスポータルへの掲載，本サイエンスカフェ用の
Twitterアカウントの開設などを行い広報しましたが，直前ま
で定員充足を危ぶむような状況でした．今回はギリギリ定員を
満たし，半数以上非会員の方にご来場いただきましたが，今後，
日本地質学会から一般の方へアピールするルートの開拓も学会

（学界）にとって一つの課題になるのではないかと感じました．
（幹事　金丸龍夫：日本大学）

　2018年7月1日～31日の1 ヶ月間，英国ロンドン自然史博物館
（London�Natural�History�Museum:�NHM）において研究留学
する機会をいただいた．そこで滞在先での研究生活の様子など
について紹介する．

留学の目的
　筆者は岩石学的手法を用いて阿蘇火山の噴火準備過程に関す
る研究を行っている．噴火する前の火山の下では異なる組成の
マグマが混合したり，マグマが移動したりと様々なことがおき

る．火山学上のホットな話題の1つは，これらのプロセスがど
のくらいのタイムスケールで起きているかである．噴火のトリ
ガーと考えられる事象が起きてから，どれだけの時間をかけて
噴火に至ったのかということは，火山災害の軽減を考える上で
重要な情報であり，解析が急務である．近年この手の研究の進
歩は目覚しく，多くの研究成果が出始めている．しかしマグマ
供給システムは火山ごとに特徴があるため，それぞれの火山の
場合について明らかにする必要がある．ある日，指導教員から
手渡されたNature�Communications誌のタイムスケールの推定
法に関する論文が興味深く，阿蘇でもできないだろうかと思っ
た．手法を学ぶならばその分野の第一人者に学んだ方が良いだ
ろう．またこれまで研究留学の経験がなかった筆者にとって，
活発に活動しているラボでその様子を体感することは非常に意
義があると感じていた．指導教員を始め多くの方にサポートし
て頂いた結果，論文の著者であるロンドン自然史博物館の
Chiara�Maria�Petrone博士の元へ留学する機会を得ることがで
きた．

ロンドンでの研究留学体験記

川口允孝
（熊本大学大学院自然科学教育部博士後期課程1年）

院生コーナー

写真左から　写真１　ロンドン自然史博物館（正面玄関）．写真２　斑晶鉱物の化学組成変化パターンから拡散時間を見積もるために，
Chiara Maria Petrone博士（奥）から解析プログラムの手ほどきを受ける筆者（手前）．写真３　現地での昼食風景．イギリスでは珍しく
雨の降らない日が1 ヶ月近く続き，芝生が枯れかけていた．
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NHMでの研究生活
　筆者は地球科学部門の鉱物・地球惑星科学課（Mineral�and�
Planetary�Sciences�division）に所属した．筆者が留学した当
時，このグループには博士課程の学生も多数在籍していた．彼
らの研究対象は火山，鉱床，隕石，火星など様々で，男女比は
半々ぐらいだった．滞在中は彼らと同室に机を一つあてがって
もらった．
　NHMでは実際に阿蘇のサンプルを持ち込み，分析を行った．
NHMには外部からも共同利用が可能な分析機器のほか，セッ
トアップや試料の準備を手伝ってくれる技術スタッフもたくさ
んおり，短期間であっても分析に集中できる環境が整っている
と感じた．実際にはいくつかの局所分析装置を使用させて頂い
た．スケジュールは試料の準備およびデータの取得に３週間，
原理を含め解析に１週間とかなりタイトなスケジュールだった
ため，現地でしかできないことを優先した．多くの方の協力が
あって，無事予定していたデータを得ることができた．
　時間は限られていいたものの，徹夜で作業をしたわけではな
い．夜間も施設に残ることは許されておらず，夕方には仕事を
切り上げなければならない．ほとんどのメンバーも同様であっ
たが，不思議なことに彼らからはいつも余裕が感じられた．お
昼は皆で集まってしっかり取る．筆者が訪れた期間はロンドン
では珍しく雨がほとんどふらなかったので，庭の芝生に座って
食事をとることが多かった．しばらく作業をしてティータイム
ということもよくあった．ピリピリしているのではという予想
と裏腹に，終始和やかな雰囲気であった．
　ロンドンの7月は日没が21時頃なので，多くの場合暗くなる
前に退館することになる．時には皆でPubに行き，ビールを片
手に思い思いに火山の話をした．メンバーの中にちょうどタン
ザニアでの調査から戻ったばかりの学生がおり，現地の様子を
聞かせてくれた．九州の火山を主に研究している筆者にとって，
現在活動している大陸の火山の生の情報は新鮮で非常に興奮し
た．また当時はサッカー W杯のイングランド戦が行われてい
て，初めてPubでのサッカー観戦を体験した．さすがサッカー
大国，現地はかなり盛り上がっていた．
　今でもよく思い出すエピソードがある．9月卒業を予定して
いた筆者は，分析に並行して修論のまとめに追われていた．せ
っかくなので観光したい気持ちもあったが，土日も自宅に籠っ
て作業をしようと考えていた．そんな時に同室のメンバーから
週末の予定を訊かれ，作業をするつもりだと答えたところ，土
日はきちんと休んだ方がいいと言われた．週末は頭をクリアに
した方が作業も捗ると言う．もちろん一個人の意見でしかない
が，彼らは皆プライベートも非常に大切にしており，その姿勢
が彼らの仕事スタイルにメリハリをもたらしているように感じ
られた．
　もう一つ，彼らから感じた印象に研究発表がうまいことがあ
る．NHMはアウトリーチにも積極的で，Nature�Liveという催
しを毎週金曜～日曜日に行っている．これは博物館で働いてい
る研究者の研究内容などをわかりやすく解説するイベントで，
博物館の来場者はふらっと参加することができる．参加者との
距離は近く，質問がよく飛び交う非常にアクティブな場であっ
た．聴衆は子供から大人まで様々で，実際に岩石試料を回した
り，火山活動の変化をモニタリングする様子を実際に再現した
りと，内容も工夫されている．持ち回りなので博士課程の学生

が話すこともあり，彼らの発表は非常にうまい．様々な角度か
らの問いに対しても，「いい質問だね」と動揺している様子は
見られない．お国柄だという声もあるが，筆者の印象では彼ら
はよく訓練し鍛えられていると感じた．

おわりに
　今回は留学の経験談ということで，現地での様子を簡単に紹
介させて頂いた．1 ヶ月と短い期間であったが，非常に濃密な
研究生活を送ることができ，大きな意義があった．NHMの確
立された研究技術を学ぶことができ，貴重な分析データや議論
の経験が得られたこと，国際的な研究者や同年代の研究者との
つながりができたこと．課題もいくつか持ち帰ったが，帰国後
も共同研究が続いている．異文化に身を置いて研究するという
ことは，日本人としての自分を自覚する上でもいい経験になっ
た．普段とは異なる視点からコメントされることで，いい意味
で自分の中の当たり前が崩れることもあった．現地では論文の
輪読会に参加していたが，皆は必ず聞いてくる．How�do�you�
think,�Masa?�How�about�in�Japan?�日本と違い沈黙は必ずしも
美徳ではない．自分の考えを主張する良い訓練にもなった．同
時に自分の無知さを改めて自覚する機会も多かった．今回の留
学を通して視野が広がったように思う．もし海外留学を迷って
いる方がいるならばぜひお勧めしたい．筆者の場合は指導教員
から渡された一本の論文がきっかけであった．今は学生向けの
海外留学への資金援助制度がたくさんある．今回の体験記がそ
のような方の背中を押す一助になればと思う．また海外での研
究生活の魅力が少しでも伝わったなら幸いだ．今回の留学は指
導教員である長谷中利昭教授，Chiara�Maria�Petrone博士をは
じめとする関係者の方々，その他多くの方々の助けがあって初
めて行うことができた．サポートしてくださった方々に深く感
謝したい．

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．
manto.yamada@gmail.com 山田眞嵩（北大）
716o.nonn@gmail.com 大山　望（九州大）
a.sakuma@eps.s.u-tokyo.ac.jp 佐久間杏樹（東京大学）
dkuwano@chiba-u.jp 桑野太輔（千葉大学）

［2019年山口大会情報］

若手会員向けルームシェア型宿泊プラン
　学術大会での若手会員の宿泊先確保を支援し，若手同
士の交流機会をつくることで，若手会員の皆様の研究活
動をサポートしたいと考えております．是非，本プラン
をご活用いただき，研究仲間の輪を広げていただきたい
と思います．
・� 対象となる若手会員：学生（学部，修士，博士）およ

びポスドク研究員
・� 宿泊料金：一人�4,308円/1泊�（食事なし�税・奉入湯税込）
・� 申込締切：2019年7月31日（先着順）
詳しくは，山口大会HPまで
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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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第126年学術大会（2019山口大会）・予告記事
会期：2019年9月23日（月・祝）〜 25日（水）

演題登録・要旨投稿締切：7月3日（水）
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