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一般社団法人日本地質学会倫理綱領
2003年9月19日　日本地質学会総会制定

2009年12月5日　一般社団法人日本地質学会制定*

　日本地質学会の会員は，科学的真理を明らかにする事を目的として，誠実かつ真摯に地質学および関連科学の研究・教育および
調査を行う．その成果を広く社会に公表することにより地質学および関連科学の進歩普及を図り，もって社会の発展と人類の福祉
に貢献する．会員は，基本的人権を守り，良識かつ品位のある行動をとる．

1. 科学者としての倫理：会員は，専門知識の向上および地質学と関連科学の発展を目指して自己研磨を図る．研究と調査において
は，法を尊守し，社会的良識に従って行動する．科学的事実に対しては常に謙虚，誠実でなくてはならない．研究成果と技術上の
知見を広く社会に公表し，公表にあたっては先人と他者の業績を尊重する．

2. 知的交流の確保：会員は，国際交流や他分野との交流を進めることを通して学術の向上を図るとともに，研究成果と技術上の知
見が科学的に広く吟味・検証されるよう努める．

3. 人類と社会への責務：会員は，その専門知識と技術を適切に活用し，研究と調査の成果を広く社会に提供することを通して社会
の発展と人類の福祉に貢献する．

4. 地球環境への責務：会員は，地球システムの諸現象についての専門家として，地質災害の予知と防止，地球環境の将来予測，資
源の適正な活用に関する情報を提供するとともに，専門知識を活かして環境の保全と改善に努める．自らの研究と調査の実施にあ
たっては環境への影響を最小限にするよう配慮する．

5. 次世代への責務：会員は，地質学と関連科学における学術と技術の継承と発展，次世代を支える人材の育成を図る．研究や調査
の成果物，重要な露頭や標本などの科学的遺産の保全に努める．

*2009 年12月5日法人理事会において，一般社団法人日本地質学会倫理綱領として全文引継を決定．

一般社団法人日本地質学会行動規範
2011年9月8日　一般社団法人日本地質学会理事会制定

　日本地質学会が他機関や組織との連携事業を実施する際に，学会員の立場や責任について，学会員ならびに社会に明示するため，
一定の規範が必要であるとの認識のもとに，本会倫理綱領を踏まえて行動規範を定めるものである．

（透明性，説明責任）
1. 会員は，地質学・地球科学分野の進展とその成果が与える社会的影響を自覚し，公益性の観点から客観的事実を明らかにするよ
う努力すると同時に，事実を社会に周知するよう努力する．
2. 会員は,専門の業務において,その目的・方法・成果等について,要求された場合には明快に説明する責任がある．特に専門家でな
い者には,相手の立場に立つ姿勢で分かりやすく説明する責任がある．

（自立・公益性）
3. 会員は，立案，計画，申請，実施，報告などの過程において，真実に基づき，公正であることを重視し，誠実に行動する．研究・
調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し，ねつ造，改ざん，盗用などの不正行為をなさず，加担しない．また，科学技術に
関わる問題に対して，特定の権威・組織・利益によらない中立的・客観的な立場から討議し，責任をもって結論を導き，実行する．
4. 会員は，関与する計画と事業が人類社会や環境に及ぼす影響を予測評価する努力を怠らず，公衆の安全，健康，福祉を損なう，
または環境を破壊する可能性がある場合には，中立性，客観性を保ち，自己の良心と信念に従って情報を公開する．

（中立公正）
5. 会員は，人種，性，年齢，地位，所属，思想・宗教などによって個人を差別せず，個人の人権と人格を尊重する．また，個人の
自由を尊重し，公平に対応する．
6. 会員は,専門知識を説明するときは,一方的な価値観を押し付けることのないよう，他者の理解を得るように努める．
7. 会員は，他者と互いの能力の向上に努力し，専門上の批判には謙虚に耳を傾け，不公正な競争を排除する．

（契約に対する誠実性と利益相反）
8. 会員は，雇用者または依頼者それぞれのために，誠実な代理人または受託者として行動する．
9. 会員は，雇用者または依頼者から不適切な便宜供与を受けてはいけない．
10. 事業の結果および研究の成果が他団体または，自らを含む特定の個人に利益をもたらすことが予想される場合には，事前に雇
用者あるいは依頼者の了承を得る．

以上
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　新型コロナウィルス感染拡大防止のため，学会事務局は原則テ
レワークを実施してまいりました．東京都の緊急事態宣言解除後
も，当面の間，出勤日数や人数を調整して業務にあたる予定です．
今後も問い合わせ等についてはできるだけメールでお送りいただ
きますようお願いいたします．皆様にはご不便をおかけしますが，
ご理解の程，よろしくお願いいたします．

（参考）新型コロナウィルス感染拡大防止に関する学会の対応
（2020年4月10日付）http://www.geosociety.jp/news/n150.html
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の各賞授与式については， 下記の通り9月9日前後（本来の
開催日）にウエッブ上で実施することとします．また，新
たな企画を計画・検討中ですが，詳細は改めてご報告しま
す．取り急ぎ，ここでは概要だけお知らせします．
1）例年行っている表彰については，大規模集会を避けるた
め，オンライン方式で執り行います．当初の大会予定日で
あった2020年9月9日前後に配信の予定をしています．5月23
日の総会で以下の受賞者が報告されました（総会報告参照，
ニュース誌7月号掲載予定）．各受賞講演ならびに受賞コメ
ントはビデオ録画していただいたものを一括配信する予定
です．
 ・ 地質学会賞・受賞講演（山路　敦氏）
 ・ Island Arc賞・受賞講演（J． Wakabayashi氏）
 ・ 地質学会論文賞・受賞講演（星　博幸氏）
 ・ 地質学会奨励賞・受賞コメント（菊川照英氏，羽地俊樹

氏）
 ・ 学会表彰・受賞コメント（浜島書店，鹿野和彦氏ほか）
 ・ 名誉会員・コメント（西村祐二郎氏，小松正幸氏）
 ・ 新規50年会員顕彰者33名：１行コメント（文字のみ学会

HPに掲示）

2）表彰式とは別に以下の企画を検討中です．従来の企画の
継続の他に，新規の試みとして「地質学会ショートコース」
をスタートさせたいと考えています．これらについての詳
細は改めてご報告いたします．
A） ショートコース（新規）（Zoom利用；パスワード設定

で有料配信）：基礎的科目について時間限定で配信， 希
望者は参加費を払って受講，半日程度．受講時間に応
じてCPDを付与．

B） 各支部における学術発表会の充実
C） JABEE関係の資料の刊行と配信：「大学教育大学統合期

における地学教育の継続を模索する」資料の刊行
D） 日 本 地 質 学 会 ジ ュ ニ ア セ ッ シ ョ ン（ 小 さ なEarth 

Scientistの集い）：電子ポスターとして継続
E） 若手会員のための地質関連企業の研究サポート：地質

系のキャリア情報誌を刊行

　会員の皆様もご存知の通り，本年2月以降日本においても
新型コロナウイルスの蔓延が急速に進み，学会のみならず
社会全体の活動縮小を余儀なくされました．いわゆる3密回
避のため，学校や会社ではテレワークが推進され，主要な
学会も学術大会をウエッブ形式で開かざるを得なくなって
います．その中にあって，松田前会長をはじめ前執行理事
会は，4月下旬から5月の上旬にかけ，断続的に執行理事会
をウエッブ会議として実施し，状況の推移を見極めるとと
もに対応策を検討してきました．一方で，9月に実施予定の
名古屋大学における第127年学術大会（以下，名古屋大会）
については，開催校である名古屋大学を中心とした現地実
行委員会（LOC）の皆様が準備を進めて来られました．
　しかし，5月の連休明けに至っても状況が急速に改善・復
帰する様子は認められず，会員の皆様に9月に名古屋大会を
開催する場合の詳細な事項をお伝えするタイミングが近づ
いてきました．
　学術大会の開催に関しては，運営規則第14条に基づいて，
年1回開催することになっており，また年会の日程，開催場
所は理事会が決めることになっております．コロナウイル
スのワクチンや治療薬のめどがたっておらず，さらに第2
波・第3波感染の危惧ありという現状を見る限り，9月に
1000人規模の学術大会を開くことは，参加される会員の皆
様方の安全確保が厳しいと5月中頃の執行理事会で判断する
に至りました．それを受けて当該執行理事会は2020年第1回
理事会において状況を報告し，第127年学術大会及びそれに
付随して行われる行事と共に1年延期する旨および学術大会
に替わる行事を行うことを提案し，理事会の判断を仰ぎま
した．
　5月23日に開かれた2020年第1回理事会（ウエッブ会議）
において，この提案について議論された結果，名古屋大会
の本年9月の現地開催は中止し，来年度の同時期まで延期す
ることが決議されました．LOCのこれまでのご努力に感謝
するとともに，来年度実施に向けて捲土重来の努力をお願
いすることになりました．つきましては，来年度の学術大
会開催を準備されていた関東支部LOCにも，延期をお願い
することになりました．
　ただし，名古屋大会で予定していた行事のうち，本年度

名古屋大会の開催中止（延期）と代替企画について

2020年5月25日
一般社団法人日本地質学会　会長　磯﨑　行雄
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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

伊豆半島ユネスコ世界ジオパーク
専任研究員（常勤）の公募

【職種】専任研究員：1名
【着任時期】令和2年8月1日以降（応相談）
【職務内容】伊豆半島ジオパークの推進に関
する業務全般

【応募条件】
（1）大学・大学院で地球科学（地質学，火山
学，防災など）を専攻した者で，大学院修士
課程修了以上の学歴を有する者，ないし同等
の能力を有する者（博物館での勤務やジオパ
ーク活動の経験を有する者が望ましい）．

（2）英語でのコミュニケーションを行える者
が望ましい．

（3）自身の専門分野だけでなく他分野にも興
味を持ち，地域と積極的に交流することがで
きる者

（4）普通自動車運転免許を有する者
（5）PC スキル（GIS, Microsoft Office, Adobe 
Illustrator 等の操作）

【勤務条件】
（1）雇用形態：正職員（常勤）
（2）賃金：月額25万円～（採用時に経歴，技
能等を加味して決定）

（3）手当：扶養手当，通勤手当，住居手当
（上限27,000円）
（4）雇用形態：専門型裁量労働制
（5）休日等：完全週休二日制（土・日．土日
勤務の場合は他の曜日に振替），祝日，夏季，
年末年始，年次有給休暇，慶弔休暇

（6）社会保険：健康保険，厚生年金保険，雇
用保険，労災保険

（7）賃金支払日：毎月25日
（8）その他：賞与，昇給，退職金制度あり
【応募締切】令和2年7月1日（水）午後5時必
着
詳しくは，https://izugeopark.org/2020/05/ 
11/recruitment/

関西学院大学生命環境学部環境
応用化学科（仮称）教員公募

公募人員：1名．教授，准教授または専任講
師（経験と実績による）
所属：生命環境学部環境応用化学科（付記
①）
専門分野：無機化学，分析化学，地球化学，
環境化学などに係わる化学分野

担当科目：基礎化学，無機化学，分析化学，
錯体化学の講義ならびに基礎化学実験，環
境・応用化学実験，卒業研究，大学院科目(
環境分析・地球化学特論)，他
応募資格：博士の学位を有する方．学部・大
学院の学生に対する教育・研究指導に十分な
能力と熱意のある方．
専門分野について優れた業績を有すること．
キリスト教主義教育について理解があるこ
と．
着任時期：2021年4月1日
提出書類：以下の（1）～（5）を印刷したも
の各1部と（6）の主要論文別刷り各1部，さ
らには，（1）～（6）を保存したDVD（もし
くはCD，USBメモリー）を提出．

（1）履歴書（写真貼付，男女を問わず，出
産・育児・介護による教育・研究中断期間の
配慮を希望される場合は記載して下さい．）

（2）研究業績リスト（①原著論文（主要論文
3編以内に〇印），②総説，著書，③特許，④
招待講演，⑤外部資金獲得実績，⑥その他，
に分類して下さい．）

（3）教育実績リスト　（項目別に，内容，対
象学生，評価等記入して下さい．）

（4）これまでの研究概要と赴任後の研究展望
及び教育に対する抱負（2000字以内）

（5）推薦書2通（または所見を求め得る方2名
の氏名と連絡先）

（6）主要論文の別刷り（3編以内，コピーも
可）
応募締切：2020年7月31日（金） 必着
書類提出先：〒669-1337 兵庫県三田市学園2
丁目1番地
関西学院大学理工学部長 北原和明　「（「生命
環境学部環境応用化学科　人事応募書類」と
表記して郵送．）
問合せ先：同理工学部教授　千葉　光一
TEL：079-565-9763
E-mail：kk-chiba@kwansei.ac.jp

京都大学大学院人間・環境学研究
科相関環境学専攻（助教）公募

職種　助教
募集人員　1名
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
所在地：京都市左京区吉田二本松町
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・環境学研究科科目）地球環境動態論
分野の演習科目など/（総合人間学部科目）
自然科学系地球科学分野の演習科目など/

（全学共通科目）地球科学関連の実験・演習
科目（前後期合計で週６コマ程度）など
着任時期：決定後，可能な限り早い時期
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（令和３年度中の取得見込みを含む）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) 全学共通教育の地球科学分野の実験・
演習科目を熱意と責任感を持って担当・運営
する能力があること　(6) 実験・演習科目に
おいて，自身の専門の周辺分野に関連するテ
ーマも積極的に担当する意志があること　(7) 
学内の諸業務を責任感を持って行う意志があ
ること　(8) 日本語運用能力が十分にあるこ
と
勤務形態：常勤（任期なし）
応募締切：令和2年7月20日（月）必着
問合せ先
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
https://www.h.kyoto-u.ac.jp
提出書類等公募の詳細は下記を参照してくだ
さい．
https://www.h.kyoto-u.ac.jp/wp-content/
uploads/2020/05/202005_332_koubo.pdf

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15回「科学の芽」賞募集

　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．
後援：日本地質学会ほか
応募資格：全国（海外を含む）の小学校3学
年 ～，中学校，義務教育学校，高等学校〔高
等専門学校3年次までを含む〕，中等教育学校，
特別支援学校の個人もしくは団体「小学生部
門」，「中学生部門」，「高校生部門」に分けて
公募します．
募集作品：朝永先生の言葉のように自然現象
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の不思議を発見し，観察・実験して考えたこ
とをまとめましょう．素直な疑問や発見があ
るもので，この一年間で新しく発見したこと
を中心にまとめた作品を募集します．
応募作品は，レポート用紙A4判　片面10枚
以内にまとめてください．
応 募 期 間：2020年8月17日（ 月 ）～9月19日

（土）〔消印有効〕
応募のきまり：附属学校教育局ホームページ

（http://www.gakko.otsuka.tsukuba.ac.jp/
activity/kagakunome/）内の「科学の芽」賞
のページ「申し込みフォーム」より必要事項
を入力し出力されたPDFを作品の一番上に貼
り，下記住所までご送付ください．
送付先　〒112-0012　東京都文京区大塚3-29-1
筑波大学「科学の芽」賞実行委員会宛

（注）応募作品は原則として返却しません．
「科学の芽」賞受賞作品は，HPに公開されま
す．
詳 し く は，https://www.tsukuba.ac.jp/
community/kagakunome/oubo.html

令和２年度 阿蘇ジオパーク
研究助成公募

　阿蘇ジオパークへ新しい価値を提供する若
手研究者を対象として，調査研究費を助成い
たします． 
助成対象となる研究：
阿蘇ジオパークに関わる地域資源の研究やそ
の保全についての研究，また は資源を活か
し地域社会の活性化に関する調査研究．（１）
阿蘇ジオパーク内における地形・地質調査研
究等 （２）阿蘇ジオパーク内における生物に
関わる調査研究 （３）阿蘇ジオパーク内にお
ける人の文化・歴史に関わる調査研究 （４）
阿蘇ジオパーク内における減災に関わる調査
研究 （５）ジオパーク活動を通じた地域づく
りおよび地域経済に関わる調査研究 （６）そ
の他阿蘇ジオパーク協議会長が助成対象とな
ると認めた調査研究 
助成対象者：（１）申請者は，研究完了まで
日本所在の高校や大学，研究機関などに籍を
置 き，日本国内に居住できる，３５歳まで

の高校生，大学生，大学院生， 若手研究者等
に限ります．（グループによる応募も可．グ
ループの場合 は，主たる研究者が３５歳ま
でであること．）（２）申請者が高校生，大学
生・大学院生の場合は，当該研究について指
導教 員の推薦書を必要とします．（３）次年
度に，阿蘇ジオパーク推進協議会が定める期
日において，地域へ向 けて研究成果を発表
できる方 （４）令和３年２月２６日（金）ま
でに実績報告書の提出が可能な方 
研究期間：採択通知日から令和3年2月26日

（金）まで 
助成額と採択件数：（1）助成金の額 助成対
象経費の10分の10以内，１件あたり上限10万
円（グループの場合は上限10万円）としま
す． （2）助成対象経費 ① 調査地までの交通
費及び原則，阿蘇ジオパーク内での宿泊費

（飲食等を除く） ② 調査研究に係る消耗品費
や原材料費 ② 調査研究に係る事務経費 ③ 
その他阿蘇ジオパーク推進協議会長が必要と
認めた経費 （3）採択件数 1～2件 
申請書受付期間：令和2年5月18日～令和2年6
月19日（当日消印有効）
詳しくは，http://www.aso-geopark.jp/

C A L E N DAR
2020.5～

　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．

2020年
■6月　June
○地質学史懇話会［中止］
6月20日（土）
場所：北とぴあ805会議室（東京都北区王子）

■7月　July
（後）第57回アイソトープ・放射線研
究発表会［中止］
7月7日（火）～9日（木）
https://www.jrias.or.jp/

○JpGU2020年大会［オンライン開催］
7月12（日）～16日（木）
http://www.jpgu.org/meeting_j2020/

■8月　August
（後）科学教育研究協議会第68回全国
大会（福島大会）［延期］
8月1日（土）～3日（月）
場所：伊達市立霊山中学校（福島県伊達市）

https://kakyokyo.org/

○国際ゴンドワナ研究連合（IAGR）
2020年総会及び第17回ゴンドワナか
らアジア国際シンポジウム［中止］
8月30日（日）～9月7日（月）
開催場所：ノボシビルスク（ロシア）
www.gondwanainst.org/

■9月　September
○ 第19回 国 際 物 質 組 織 学 会 議

（ICOTOM19）［延期］
9月6日（日）～11日（金）
2021年2月28日（日）～ 3月4日（木）
場所：大阪府立大学
http://icotom19.com/

★日本地質学会第127年学術大会［中
止］
9月9日（水）～11日（金）
会場：名古屋大学東山キャンパス

○日本鉱物科学会2020年年会・総会
9月16日（水）～18日(金）
会場：東北大学青葉キャンパス
http://jams.la.coocan.jp/index.html

○第37回歴史地震研究会（伊賀大会）
9月26日（土）～29日（火）
会場：ハイトピア伊賀（三重県伊賀市）
http://www.histeq.jp/index.html

■10月　October
○日本火山学会2020年度秋季大会

10月8日（木）～10日(土）
会場：名古屋大学
http://www.kazan.or.jp/J/index.html

（後）藤原ナチュラルヒストリー振興
財団
設立40周年記念 公開シンポジウム

「海と地球の自然史－変わりゆく海洋環境か
ら海洋プラスチックごみまで地球の問題を考
える－」
10月10日（土）13:30～16:30
場所：東北福祉大学仙台駅東口キャンパス
http://fujiwara-nh.or.jp/

■11月　Nobember
第74回日本人類学会大会
11月1日（日）～11月3日（火・祝）
会場：山梨大学医学部キャンパス
http://anthrop-meeting.sakura.ne.jp/

12

注意：新型コロナウィルス感染拡大の影響
により，行事中止の可能性もあります．実
際の行事開催の有無については事前に各主
催者，問い合わせ先にご確認ください．
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ダイナソー・ブルース
：恐竜絶滅の謎と
科学者たちの戦い

尾上哲治

閑人堂，2020年2月28日発行，312ページ
定価2,400円（税別）
ISBN 978-4-910149-00-4

が閉じられている．もっと下世話なところで
はお隣さんとの関係．隣に騒音おばさんとい
う極端な存在が住んでいなくても，境界を隔
てたお隣さんのことは気にかかる．むしろ，
自分が騒音おじさんになっている可能性だっ
て大いにある．私が学部２年生のときの「海
洋地質学」で，原田憲一先生は，「お隣さん
と仲良くなるのは，一緒に雪かきするときだ
けや」と境界問題の難しさを，まだ肌に張り
がある10代が大半を占める教室で教えて下さ
った．そして，あらっびっくり，平安時代と
鎌倉時代の境界が，いつの間にか1192年じゃ
なくなっている．「線を一本引く」ことは，
土地にだって時間にだって，極めてやっかい
なことなのだ．
　さらなる自分語りで恐縮だが，私が学部の
頃に所属していた研究室は斎藤常正先生，岡
田尚武先生，海保邦夫先生と，生物の進化や
絶滅に並々ならぬ興味を持っているラボであ
った．考えるところがあって（有孔虫をきれ
いにマスの中に並べられなくて），修士に進
むときには，大学も専門も変え，金属鉱床学
のゼミにした．しかし，鉱床の世界にどっぷ
りと浸ろうとしていた矢先，私の指導教官は
境界問題に魅了され，危険な香りのするひと
に惹かれるかのごとく，その道にのめりこん
でいった．もちろん金属鉱床を学ぶ我々学生
には励ましや適切なアドバイスをして下さっ
たが，彼の頭のなかの多くが，境界問題に占
領されてしまっていることは明白であった

（e.g. Kajiwara and Kaiho, 1992, Kajiwara et 
al., 1994）．かくも，境界問題は危険で，かつ
魅力的なものなのか．
　さて，この『ダイナソー・ブルース』．白
亜紀―古第三紀境界について，研究史から最
先端まで，特に1970年代以降の事のなりゆき
を網羅的に，そして丹念に追っている．16ペ
ージを惜しげもなく費やし，小さな字でびっ
しりと書かれた文献・ウェブサイト・新聞記
事などのリストは，著者が正面から本気でこ
の問題に取り組んだ現れであろう．
　しかし，この本は，白亜紀―古第三紀境界
の最新科学をかっこよく，コンパクトにまと
めたというものではない．むしろ，それとは
真逆で，副題にある「科学者たちの戦い」を
中心に据え，昔のワイドショー番組なみに人
間の性を包み隠さず前面に打ち出す構成とな
っている．そして，登場人物．もしこれが映
画なら「リアリティーに欠ける」と評価が下
されるほどに，キャラが立った人物がゲップ
が出るほど次から次へと現れてくる．私はは
じめから書評を書くつもりで，注意深く，職
業的・批判的に読み進めたのであるが，途中
からはそれも忘れ，特定の登場人物を応援し
たり，そのライバルの傍若無人ぶりにイライ
ラしたりと，すっかり術中にはまってしまっ
ていた．そうこうしているうちに，1970年代
から現在までの研究史をがっちりと学ぶこと
ができるのだ．こんなにありがたい本がある
だろうか．
　ただ，読み進めていくうちに，途中からあ

　最初にこの本を手にしたときの私の印象を
正直に告白すると，それほど清々しいもので
はなく（たぶん嫉妬かな），絶対的に確かな
ものに触れているという安心感に包まれてい
たわけでもなかった．尾上さんが精力的に研
究・教育に邁進し，非常に沢山の画期的な研
究論文を世に出され，多くの優れたお弟子さ
んたちを育てていることは，もちろん知って
いた．そのうえで，一般向けの書籍を執筆す
る余力があったのだという驚き，またそれを
にわかに受け入れられない（受け入れたくな
い）気持ち．そしてタイトルの『ダイナソ
ー・ブルース』．尾上さんの専門は恐竜では
ないはずだ．それになんでブルースなのだろ
う．DポップやDパンクではだめなのか？さ
らに，出版社名．忙しく余裕のない時代や世
相を挑発するかのような人を食った名称の出
版社「閑人堂」．等々，本を手に取りつつも，
いったいどうしたものかという，やや霞がか
ったような気持ちでいたのだ．
　しかし，それらの感覚は完全な杞憂であっ
た．そもそもみんな境界，大好きだよね．昔
ラジオで森政弘先生が「人間を争わせるには
線を一本引けばよい．」「しきりがあって成功
しているのは幕の内弁当だけ．」と言ってい
た．国境を無くしてみるという壮大なEUの
実験では，疫病蔓延という状況下，次々と境

ることが気になりだした．ネタバレするの
で，詳しくは書かないが，あれっ，そういえ
ばこの点が置き去りにされてるよね，もしこ
のままこれに触れず，本が終わってしまった
ら，おじさん泣いちゃうよ，という気持ちで
ある．せっかくここまで楽しく読んできたの
に，そうなったらとても寂しいなあ，とにわ
かに心配になってきたのだ．でも大丈夫，そ
んな私の杞憂もきっちりと回収し，さらにま
だ自ら検証していない貴重な研究の種まで公
にして本書は幕を閉じた．一般向けの単著を
世に問うのはこれが初めて，とはにわかに信
じられない抜群の構成力である．
　この本で扱われた科学的な内容は，もしか
したら，私が普段接している教育学部理科の
学部生のみんなには難しいかもしれない．し
かし，将来，教壇から児童・生徒へ向けて語
りかける科学的な知見や法則等は，本書で示
されたような極めて人間くさい営みを通して
得られたもの，ということを知っておくこと
は非常に有意義であろう．通常の滅菌された
教科書や指導書を読むだけでは，その点に絶
対に肉薄することはできない．40年近く前，
教室で何気なく発せられた先生の人間味溢れ
る一言を今でも鮮明に覚えているように，大
量絶滅に関する科学的な詳細は忘れても，研
究という人の営みについて，強烈な印象を残
す力が本書にはある．
　そして，何よりも読後，私は明らかに元気に
なった．ここ数年，体調は今ひとつ，かつ年相
応の学内外の仕事も増え，それらを言い訳にし
て自主的なリハビリ生活を送ってきたのだが，
またこの危険な魑魅魍魎が跋扈する研究生活に
身を置きたい，と心から思ったのであった．
　長くなりました．最後に，現在の気持ちを表
明して幕を閉じようとしたところで，この気持
ちとそっくりなものをどこかで目にしたことを
思い出した．今の時代は便利ですね，検索した
らすんなりと見つかった．大河内直彦氏著『地
球の履歴書』に対する成毛 眞氏の評である．
　「なによりも本業の研究をしてもらいたい．
しかし，あの流麗だが平易な文章，俯瞰と凝
視を織り交ぜた視点，そして品格のある科学
読み物も読みたい．ともかく，寝ないでもい
いから仕事をしてもらいたい．」
　最後の一文は氏の半分本音であろう．いや
いや，40代だって身体の曲がり角．しっかり
と寝て，今後も存分に研究・教育をされてく
ださい．何年かのち，また本を書きたいとい
う気持ちがどこからかふつふつと湧いてくる
ことを願いつつ．

文献
Kajiwara, Y. and Kaiho, K., 1992, Paleogeogr. 

Paleoclim. Paleoecol., 99, 151-162.
Kajiwara, Y., et al . , 1994, Paleogeogr. 

Paleoclim. Paleoecol., 111, 367-379.
成毛 眞，2015，https://honz.jp/articles/-/41807
大河内直彦，2015，地球の履歴書，新潮社，

218p．
（茨大教育　伊藤　孝）

紹　介
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学協会・研究会報告

　 第9回 学 生 の ヒ マ ラ ヤ 野 外 実 習 ツ ア ー
（SHET-9）は今年の3月上旬に15日間，例年
通りのプログラムで実施された．新型コロナ
感染症対策本部からは２月13日に一般的な注
意喚起が行われていたが，渡航についての特
別な注意喚起はされておらず，また，外務省
の全世界対象のレベル２（不要不急の渡航中
止要請）の発表は３月25日に行われた程度で
あり，出発前の２月下旬～出発日の3月4日当
時には中国渡航が問題とされていたが，ネパ
ールは非感染国とされており，訪ネは全く問
題とされていなかった．また，ネパール側の
共宰組織とは従来通りの実施を前提とした緊
密な連絡が３月４日まで継続していた．さら
に，筆者はツアー主宰者兼リーダーとして参
加登録者に新型コロナウイルス感染症につい
ての情報や注意喚起を2月20日から数度にわ
たって発信した．しかし，それにも関わらず
当初は定員オーバーの26人であった日本側の
参加登録者は，所属大学や家庭からの要請や
希望のために出発直前に14人がキャンセル
し，実際の参加者は学生7人と一般3人の合計
10人であった．学生は北大，山形大，信州
大，千葉大，横浜国大と名大で，一般は全員
秋川流域ジオの会所属であった．一方，ネパ
ール側の共宰組織（トリブバン大学トリチャ
ンドラキャンパス地質学教室）は３月４日当
日まで，トリブバン大学の教員・学生は全員
参加するとの理解であった．
　学生7人の日本出発は，予約していた中国
南方航空がキャンセルとなり，大韓航空（関

空発3日）とネパール航空（成田発4日），カ
トマンズ集合予定の一般参加者3人はタイ航
空（羽田発4日）であった．
　3月3日，大韓航空組が，4日夜にはほかの2
グループも含めてツアーチーム全員が予定の
Gangaur Regency Hotelに集合した．早速来
訪のトリブバン大学トリチャンドラキャンパ
ス地質学教室（TU）主任のA.P. Gajurel教授
およびT.N.Bhattarai教授，P.D. Ulak准教授，
Diplomat Trek & Travel社CEOの J . 
Adhikari氏らとセミナーや野外実習ツアー実
施の打合せを行った．ここで，当日に伝えら
れた大学の禁止令（中国や日本などの感染国
からの渡航者らとの集団的行動禁止）によっ
て最終日を除くツアーの殆ど全ての期間にネ
パール側は参加できなくなったことがわか
り，その状況下での最善のツアー実施内容を
詳しく吟味・検討した．
　5日，予定の日ネ合同のプレ野外ツアーセ
ミナーとシティーツアーは日本チームだけ
で，セミナーはホテルの食堂で，シティツア
ーはネパールに詳しい一般参加のU氏の案内
で実施した．この当時のネパールではコロナ
ウイルス感染者は殆どおらず，政府の具体的
な対応もなく，市内も例年通りの賑わいであ
った．マスク着用率はほぼ50％ほどであっ
た．カトマンズではもともと市内のほこりと
排気ガス対策でマスクは普通に利用されてお
り，着用率は例年と変わらない感じであっ
た．
　6日からは野外ツアーで，カトマンズ出発

学協会・研究会報告

第 9 回学生のヒマラヤ野外実習ツアー実施報告

の6日を第1日目としてカトマンズ帰着の15日
までの10日間，例年通りカトマンズ～ポカラ

（泊）‐ カロパニ（泊）‐ カグベニ（泊）‐
カロパニ（泊）‐ タトパニ（泊）‐ ポカラ

（2泊）～タンセン（泊）～ルンビニ（泊）～
カトマンズの日程であった．ハイウエイの部
分（～）は約18座席のハイエース，ポカラ
‐ ムクチナート間は約28座席の中型バスを
利用した．昨年酷かった道路工事渋滞はあま
りなく，道路拡張工事はかなり進んでいた．
コース周辺の山々は例年より積雪があり，例
年エクレバティから観察されるダプトン尾根
山腹の見事な横臥褶曲群が見えなかったのは
残念だった．しかし，ムクチナート周辺の積
雪は少なく，スピティ層中のアンモナイト化
石探索は予定通り実施でき，なかなかよい収
穫があった．千葉大のH君は直径30cm程の
大アンモナイト化石を大ハンマーを振るって
叩き出して皆を驚嘆させた．道路拡張工事の
ため，テチス帯と高ヒマラヤ帯の境界では新
しいSTDS露頭が見られた．また，高ヒマラ
ヤ帯では見事なカイアナイト片麻岩の新鮮な
崖が100m前後に亘って新たに出現し，チー
ム全員夢中になって例年にない素晴らしいサ
ンプルを沢山収集できた．前出のH君は高ヒ
マラヤ片麻岩中にベスビアナイトやベリルを
発見して筆者を驚かせてくれた．一方，野外
ツアー 8日目，ラムディ谷では河床への降り
口を間違えてしまい，期待のストロマトライ
ト化石産地に辿り着けなかったのは残念であ
った．
　野外ツアー期間は殆ど毎日天気がよく，ヒ
マラヤの眺望に恵まれた．今回は高山病に罹
患した参加者は無く，4-5日目まで全員元気

吉田　勝（ゴンドワナ地質環境研究所）

写真（左）ダウラギリピーク・ダウラギリ氷河をバックにチーム全員．写真（右）ガンジス平原からシワリーク山脈－マハバラート山脈－高ヒ
マラヤの全てが見えた！

写真：チームが集めたアンモナイト化石達
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だったが，5-6日目あたりから2-3人に下痢症
状が見られた．また一人は発熱・下痢のない
脱水症によってポカラの病院に１晩入院し，
生理食塩液の点滴を受けて回復した．
　今回は，TUの学生・教員の参加が得られ
ず，日ネ学生相互の交流も全くできなかった
のはまことに残念であった．また，TUスタ
ッフが居ないため，低ヒマラヤ帯での見学が
不十分になってしまった．野外ツアー 9日目
～10日目のルンビニ到着・出発からカトマン
ズ帰着は気温の変化が激しく，ルンビニの暑
さに皆閉口し，体調を崩す者も出てきた．
　10日間の野外ツアー終了後の3月16日，午
前中は各自自由に午後の報告会準備や市内見
学とランチの後，午後２時からTUで報告会
を行った．TUでのセミナー開催とセミナー
等へのTUの教員・学生の参加については1－
2日前に大学から許可が出たとのことであっ
た．感染国日本から来た私たちが2週間経っ
ても発症しないので問題ないと見られたのか
もしれない．しかし許可が直前のため，教
員・学生への通知が間に合わず，ウラーク准
教授の参加が得られただけであった．報告会

の最初に，低ヒマラヤ帯の見学地点でいろい
ろ出た疑問点についてウラーク博士と参加者
の英語による質疑応答が約１時間行われた．
その後参加者による報告を日本語で行い，筆
者が時折英語で説明した．
　17日は一人1500ルピー（約1500円）でラン
チ・ディナーを含めて丸１日の自由な市内見
学時間とした．秋川ジオの3人は昼のフライ
トでネパールを発った．100kgを越すサンプ
ルを収集したH君は日本へのサンプル輸送準
備に追われ，筆者も付き合って郵便局を訪
ね，或いは荷送会社に後日の発送依頼を行っ
た．
　18時には学生組と筆者の8人でホテルを出
発した．空港のセキュリティチェックでは，
今回初めて準備したTUのレターが有効で，
セキュリティは今までになく好意的で，多く
の岩石サンプルを運ぶ学生たち全員が問題な
く通過できた．大韓航空組はシンガポール航
空に変更しており，問題なく帰国できた．
　今回はコロナウイルス問題で出発から帰国
まで，参加者のキャンセル，ネパール側の不
参加，フライトのキャンセルや変更があった

が，ネパール国内では感染拡大の問題は全く
無く，例年と変わらない快適なネパール滞在
であった．もっとも市内で日本人と聞いて

“コロナ・コロナ”と指さされることが数回
あった．何はともあれ予定通りの日程で実習
ツアーを実施でき，全員無事に帰国・入国で
きた．
　今回，SHET-9は昨年と同じくポカラの
Diplomat社にネパール国内の野外ツアーの
設営を委託した．15日間のSHET-9ツアーの
経費総額は約210万円（航空運賃込み），一人
当たりのツアー経費総額は平均約21万円であ
った．一方SHET-9に対する寄付金や一般参
加者の寄与の収入総額が約45万円で一人当た
り約4.5万円であった．従って，参加者一人
当たりの平均参加費は学生が約16.5万円，一
般参加者は約21.5万円であった．
　最後になりましたが，本プロジェクトにご
後援名義を頂いた日本地質学会ほかの6学会，
ご寄付を頂いた国際ゴンドワナ研究連合

（IAGR） と ゴ ン ド ワ ナ 地 質 環 境 研 究 所
（GIGE）に謝意を表します．

第11回惑星地球フォトコンテスト：優秀賞

「Cosmic Blue」
写真：根岸桂子（富山県）

撮影場所：和歌山県 橋杭岩

撮影者より： 初めて橋杭岩に来て，太古の昔より侵食されてきた岩柱がそそり立つ光景は迫力がありました．朝日が昇り始め，干

潟に光が写り込むのを待ちました．多くの岩を画面一杯に入れたくて，魚眼レンズを選びました．全体的に深みのあ

る青で，宇宙をイメージしました．

審査委員長講評： 橋杭岩は国の天然記念物にも指定され，多数の写真が撮影されています．この作品の良いところは魚眼レンズを

使い，従来にない構図で橋杭岩を捉えた点です．早朝に海岸まで降り，良い撮影ポイントを探しまわり，太陽高

度が良くなるまで待つ．良い写真を撮るんだという心意気が伝わってきます．（白尾元理）

地質的背景： 国指定名勝かつ国指定天然記念物である橋杭岩は，幅約15m，長さ約900 mにわたり橋脚のような岩塔（橋杭）が直

線状に並んだものです．これは新第三紀の堆積岩である熊野層群に貫入した火成岩の岩脈です．橋杭岩周辺には多く

の巨礫が散らばっています．これらの巨礫は過去の津波を記録した津波石として知られています．（南紀熊野ジオパ

ーク推進協議会）

表紙紹介
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はじめに
　海洋底がどのようにして形成・進化していくのかを知るため
に，古くからオフィオライトの研究が行われてきました．オフ
ィオライトとは，かつての海洋プレートが地殻変動によって陸
上に露出した地質体のことをさし，海洋プレートの形成過程や
熱水変質作用，風化作用を理解するうえで重要視されています．
なかでも，2016～2018年にかけてオマーン王国に分布する世界
最大のオフィオライトで行われた陸上掘削（ICDP Oman 
Drilling Project）は注目され，2020年1月11～16日にこの国際
プロジェクトの成果報告会として，「International Conference 
on Ophiolites and the｠Oceanic Lithosphere」がオマーン王国
のSultan Qaboos Universityにおいて開催されました．
　本会議では，1月11日にマスカット近郊でのプレ巡検，12～
14日にマスカットでの室内会議，15・16日にはいくつかのテー
マごとに分かれてのオマーン各地でのオフィオライトを中心と
した巡検といった日程で行われました．参加者は日本，アメリ
カ，フランスなどをはじめとした多くの国から集まり，学会期
間を通じて，口頭セッションは62名，ポスターセッションでは
93名の研究者と学生が発表を行いました．私は，この国際会議
に参加する機会をいただき，大変貴重な経験をさせていただき
ました．本稿では，私が参加した室内会議と北部オマーンオフ
ィオライトの巡検の詳細について，私の感想も交えながら報告
させていただきます．

室内会議
　室内会議は，マスカットにあるSultan Qaboos Universityに
おいて行われました．前日に国王が亡くなられたというニュー
スが流れて国全体が喪に服したため，学会の開催が危ぶまれて
いましたが，関係者の皆様のご尽力により開催することができ
ました．室内会議では，口頭発表とポスター発表が行われまし
た，口頭発表は3日間で11のセッションが開かれました．1日目
は，下部地殻やモホ遷移帯，マントルを対象とした研究発表が
行われました．2日目は，上部地殻と超苦鉄質岩の炭酸塩岩化
作用についての発表が中心となりました．3日目は，蛇紋岩化
作用とオフィオライトの地質構造とテクトニクスに関連した発
表がなされました．ポスター発表は1日目と2日目の夕方をコア
タイムとして開かれ，活発に議論が交わされていました．私は，
オマーンオフィオライト陸上掘削試料の空隙率測定から，ハー
ドロック掘削における空隙率測定手法の検討を行った研究の発
表を行いました．コーヒーブレイクで海外の研究者や学生と議
論をする機会があり，私のポスター発表について貴重なコメン
トを頂くことができ，大変充実した時間となりました．
　本会議は私にとって初めての海外で行われた国際学会への参
加だったので，始めはとても緊張していましたが，日中の口頭
発表を聞いているうちに国際学会の雰囲気にも徐々に慣れてい
き，ポスター発表のコアタイムでは落ち着いて発表に臨むこと
ができました．拙い英語での発表でしたが，発表を聞きに来て
くださった方と自分の研究について意見を交わせたことはとて
もいい経験となりました．今回の得られた経験を，今後の研究

に生かしていきたいと思います．

北部オマーンオフィオライト巡検
　1月15・16日はオマーンオフィオライトの層序を見ることを
目的とした北部岩体の巡検に参加しました．この巡検では，2
日間でオマーンオフィオライト北部岩体のいくつかをの露頭を
見学しました．北部岩体は上部の噴出岩もよく残っているので，
海洋地殻の火成プロセスを概観することができるフィールドで
した．
　15日は，まず山の麓に露出している噴出岩を観察しました．
噴出岩は３つのユニットに分けることができ，これらのユニッ
トは噴出当時のマグマの起源を反映して化学組成が異なること
を教えて頂きました．次に，厚さが数10㎝程のシート状の岩脈
が幾重にも連なる大露頭を観察しました．これらのシート状岩
脈は，中央海嶺における海洋地殻の拡大に伴って，形成された
岩体と考えられており，この露頭の前に立っていると，海洋地
殻形成のダイナミズムを感じることができました．昼食後，山
奥へと進むと，道路の法面に綺麗な層状斑レイ岩の露頭を見る
ことができました．道路を切り開いたのが最近であることから，
岩石表面の風化があまり進んでおらず，後期の岩脈との貫入関
係を分かり易く観察できました．日本では，風化の影響の少な
い露頭を観察できる機会は限られているので，非常に良い経験
になりました．さらに山奥へと向かい，目的地であるモホ遷移
帯の露頭付近にたどり着きました．ここでは，山奥の急峻な地
形と植生の乏しさによって山肌すべてを露頭として観察するこ
とができるため，オマーンオフィオライトのスケールの大きさ
を感じることができました．しかしながら，連日の雨によって
枯れ川（ワジ）が増水していたため，モホ面の露頭を見ること
は叶いませんでした．この日の最後の露頭ではシート状岩脈群
の中に胎胚しているクロリタイト（緑泥石岩）という真っ黒な
岩石を観察しました．クロリタイトは海洋底における熱水循環
に伴って形成された岩石であると考えられています．資源探査
や生物多様性などの観点からも注目されている熱水循環の痕跡
を岩石や地質から読み取れることがとても興味深かったです．
　翌16日は，オフィオライト層序の下位から上位へと観察しま
した．午前中は，マントルかんらん岩とモホ遷移帯，層状斑レ
イ岩を一度に観察することのできる露頭を見学しました．谷を
挟んだ向かい側からこの露頭を眺めることで，モホ近傍におけ
る岩相の変化を大きなスケールで観察することができました．
ここでは，露頭を背景にグループフォトを撮りました（写真
２）．露頭をより近くで観察すると，層状斑レイ岩は優黒質な
層と優白質な層が数10㎝ほどの間隔で繰り返される産状を示し
ており，とても興味深かったです（写真３）．また，岩体ごと
のモホ遷移帯の厚さの違いについての議論が勉強になりまし
た．Salahi岩体のモホ遷移帯は数100メートルの厚さがあるのに
対して，Fizh岩体のモホ遷移帯は10ｍほどしか厚さがありませ

International Conference on Ophiolites and 
the Oceanic Lithosphere　参加報告

広島大学大学院先進理工系科学研究科
修士課程1年　長瀨　薫平

院生コーナー

写真1：室内会議での集合写真

0 0 _ .indd   2020/05/27   10:01



9日本地質学会News　23（５）

院生コーナー

んでした．このような遷移帯の厚さの違いはセグメントの中心
からの距離を反映しており，セグメントの端ではマグマの供給
が中心よりも少ないため，モホ遷移帯が薄くなっていると考え
られています．
　午後は斑レイ岩に対してシル状に貫入したウェールライトの
露頭へと向かいました．ウェールライトは主にかんらん石と単
斜輝石からなる超苦鉄質岩で，オマーンオフィオライトでは後
期の貫入岩としてたびたび見られます．斑レイ岩は，モホ遷移
帯近傍の層状斑レイ岩とは異なり，数10㎝オーダーでの層構造
はあまり見られず，数㎝以下の弱い層構造が見られました．し
かし，ウェールライトのシルが斑レイ岩の層構造と調和的に貫
入しているため，下部地殻の層状斑レイ岩と似た構造を示して
いました．このような似通った構造も，野外でしっかりと観察
をすることで成因の違いを認識することができることを学びま
した．続いて，私たちはシート状岩脈に貫入した斜長花崗岩の
露頭を見学しました．斜長花崗岩の貫入を受けているダイアベ
ースは鈍い黄色や緑色を呈しており，緑簾石などの熱水変質を
特徴づける鉱物が多くみられました．この露頭では緑簾石が斜
長花崗岩中に直径1㎝ほどのパッチ状に晶出している不思議な
岩石を巡検の記念として拾いました．その次の地点では，海嶺
起源の化学組成を示す噴出岩の露頭を観察しました．噴出岩は
枕状溶岩とシート状溶岩が折り重なった産状をしており，かつ
ての海嶺軸における火成活動の複雑さを物語っていました．
　2日間のオマーンオフィオライト北部岩体の巡検では，様々
な国籍の人と一つの露頭で盛り上がるなど普段はできないよう

な体験ができ，巡検を心から楽しむことができました．今回の
巡検のようにフィールドを歩いて得られた観察結果や経験を他
の人と共有できることが，地質学を学ぶことの醍醐味の一つで
はないかと思いました．オフィオライトは海洋地殻に関する多
くの知見を私たちにもたらしてくれましたが，実際の海洋地殻
やマントルはもっと多くの発見に満ち溢れているはずです．前
人未到のマントル掘削の実現によって，一層研究が進展してい
くことを願って結びとさせて頂きます．

謝辞
　国際学会の開催にあたって，開催地の代表として様々な調整
を行ってくださったSultan Qaboos UniversityのSobhi Nasir教
授やオマーンオフィオライト北部岩体巡検の案内をしてくださ
った新潟大学の高澤栄一教授，宮下純夫名誉教授，金沢大学の
海野進教授，名古屋大学の道林克禎教授には大変お世話になり
ました．また，オマーンオフィオライト陸上掘削計画に携わっ
た全ての方々に深く感謝を申し上げます．

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）

写真2（左）：ホ遷移帯の露頭と
きれいな青空を背景に集合写真．
写真3（右）：海洋地殻最下部の
層状斑レイ岩の露頭．広島大学
からは片山，畠山，長瀬の3人が
室内会議と巡検に参加しました．
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名誉会員　柴田　賢さんを偲ぶ

　本会名誉会員で我が国の地質年代学のリーダーであった柴田
賢さんが2020年2月28日に亡くなられました（享年87歳）．
　柴田さんは1932年（昭和7年）に愛知県瀬戸市でお生まれに
なり，1955年に名古屋大学理学部地球科学科を卒業，大学院に
進学後，1956年に工業技術院地質調査所（燃料部石油課）に入
所されました．燃料部の仕事をする中，地球史の解明に直結す
る地質年代学の勉強をしたいという思いが強くなり，1960年か
ら1年間地質調査所を休職して，British Council奨学生として
イギリスのケンブリッジ大学に留学されました．ケンブリッジ
では地球物理学教室の大学院生（Research student）として，
ニュートンも在籍したことがあるTrinity Collegeでイギリス式
の大学生活を過ごされました．当時の地球物理学教室は，
Bullard卿を中心に海洋底の地磁気の研究が盛んで，様々な国
籍の人が専門の垣根を越えて研究を進めていく熱気で溢れてい
たそうです．“イギリスで研究者の道を歩み始めることができ
たのは本当によかった”，“自分の地質年代学の研究はケンブリ
ッジ大学で始まったといってよい”とよく語っておられました．
　柴田さんとTrinity Collegeの結びつきは終生強いもので，
Trinity College日本同窓会の仕事もされていました．3月4日に
は，柴田さんの追悼文がTrinity in Japanから世界発信されま
し た（https://trinityjapan.org/2020/03/04/ken-shibata/）． 簡
潔な追悼文の中に柴田さんの業績が分かりやすく盛り込まれて
いるので，以下にその一節を引用しておきます．--- Ken 
played a pioneering and leading role in establishing the field 
of geochronology, and systematically dated a large number of 
rock samples covering the Japanese archipelago, also 
identifying and studying the oldest known rock of Japan. --- 
　ケンブリッジで学んだK-Ar法に加えて，Rb-Sr法を使った年
代研究もしたいという思いから，1967年からの2年間をカナダ
地質調査所で送られました．以来，50年以上にわたり，K-Ar
法とRb-Sr法を使った年代研究に取り組まれ，日本の地質年代
学を牽引されました．地質調査所を定年退職された1993年春か
らは，母校名古屋大学理学部の教授となり，年代測定資料研究
センター（現，宇宙地球環境研究所年代測定研究部）長を兼務
され，14C年代測定用のタンデトロン加速器質量分析計2号器の
導入・設置にも尽力されました．その後，1996年から2003年ま
では名古屋文理大学に勤務されました．この間，日本地質学会
賞（1983年），日本地質学会小藤賞（1993年），日本岩石鉱物鉱
床学会渡邉萬次郎賞（2007年）などを受賞されています．

　柴田さんの業績は数え切れないほどたくさんありますが，初
期の論文で注目されるのは，名古屋大学の1年先輩にあたる杉
崎隆一氏と行った濃尾平野の地下水の研究です．濃尾平野北部
の深井戸の水質が東海道線付近を境にして東と西で違うことに
着目し，地下に縦ズレの断層（岐阜－一宮線）の伏在を指摘し
たことはあまり知られていません．地質調査所では，地質部の
野沢保氏と共同で日本列島の主要な花崗岩・変成岩の年代研究
を精力的に行い，その結果は『日本地質アトラス』に放射年代
図としてまとめられています．これにより，日本列島における
深成・変成作用の時空分布の概要が明らかになりました．
　柴田さんの仕事で最もよく知られているのは，1970年に岐阜
県七宗町の飛騨川河床で見つかった上麻生礫岩の片麻岩礫に関
するK-ArおよびRb-Sr年代研究でしょう．研究は1970年秋から
始まり，最初に測定した珪線石片麻岩の黒雲母のK-Ar年代は
13億年という当時の日本では桁違いに古いものでした．1971年
3月13日に柴田さんから大学に電話があり，「足立さん，あの片
麻岩13億ですよ！」と声のトーンがいつもとは少し違っていた
ことをよく覚えています．私は電話機の横に置いてあった日め
くりカレンダーに13億と走り書きをして，カレンダーの13とい
う数字にぐるぐると丸をつけました．その後，同じ黒雲母サン
プルをRb-Sr法でクロスチェックし，共存する白雲母の年代測
定を行い，他の片麻岩サンプルについても年代決定が行われま
した．研究の成果は1972年にカナダのモントリオールで開催さ
れた25th IGCで日本初のPrecambrian geochronologyとして発
表され，注目を集めました．
　さらに，花崗片麻岩礫のRb-Sr全岩年代研究では，原岩の花
崗岩が20.5億年前（当時日本最古の年代）に形成されたことが
分かりました．花崗片麻岩礫のRb-Sr年代の論文は1974年に
EPSLに掲載されましたが，論文の投稿は前年1973年の夏で，
名古屋大学アフリカ大地溝帯調査隊（隊長は，柴田さんの2週
間後に急逝された諏訪兼位先生）の仕事でケニアに出かける直
前でした．羽田空港で「帰国する頃にアクセプトの手紙が来る
といいですね」という話に，「きっと英語を直せと言ってくる
でしょう」とおっしゃっていましたが，その通りになりました．
　この20.5億年の花崗片麻岩は，名古屋大学の鈴木和博氏が中
心となり世界に先駆けて開発したCHIME年代測定法の確立（鈴
木・足立・田中, 1991）に大きな役割を果たしました．この花
崗片麻岩から分離した5粒の自形モナザイトをリファレンスサ
ンプルとして最初にCHIME法で年代決定したところ，どれも
コアは約21億年，リムが17億年と同位体年代とピッタリ一致し
たので，CHIME法の信頼性を確信できたからです．
　柴田さんの研究の中で，水谷伸治郎氏と共同で行った美濃帯
の中生代堆積岩のRb-Sr年代研究は特筆に値します．ジュラ紀
末期の放散虫化石を含む珪質泥岩のRb-Sr全岩年代が白亜紀初
期の年代を示すことについて，ジュラ紀後期に堆積した泥岩が
白亜紀初期にRb-Sr系として閉鎖系になったという内容の論文
です．地質年代学の分野でそれまであまり研究されてこなかっ
た化石年代と同位体年代の関係をきちんと論じたものでした．
　柴田さんは学生時代も地質調査所時代も名古屋大学時代も，
いつも温厚で怒った姿は見たことがないという人ばかりです．
ただ，名古屋大学年代測定資料研究センター長時代に，センタ
ー会議の遅刻常習者の人に，「他の人の時間を奪ってはダメで
しょう」ときつく苦言を呈されたことが一度だけあったという
話を聞いたことがあります．おそらくこの“事件”は例外中の
例外のことだったと思われます．
　柴田さんは多彩な趣味の持ち主で，旅行，音楽，天文学，英
語，鉄道，写真などがお好きでした．家族思いの愛妻家で，明
代夫人といっしょに国内外各地を旅行され，クイーンエリザベ
ス号の船旅を楽しまれたこともありました．また，クラシック
音楽にも詳しかったので，ラジオやCDを聞きながら，ちょっ
とした音の違いから指揮者やオーケストラの違いも評論家なみ
に解説できたそうです．天国でも好きなモーツアルトの音楽に
耳を傾けながら，世界地質年代学旅行の計画を立ててください．

（足立　守）

追　悼
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追悼　名誉会員 石原舜三先生

　日本地質学会名誉会員石原舜三先生が，令和2年3月2日にご
逝去されました．深い哀悼の念を抱くと共に，故人の輝かしい
業績に深く敬意を表します．
　石原先生は，昭和9年に広島県安芸郡府中町にお生まれにな
りました．昭和31年に広島大学理学部地学科をご卒業され，同
年4月に通商産業省工業技術院地質調査所に入所，以来，花崗
岩成因論，花崗岩関連鉱床の研究に傾注されました．昭和36～
38年には米国コロンビア大学，コロラド鉱山大学に留学され修
士号を取得，その後，昭和45年に東京大学で博士号を取得され
ました．一方，研究所の指揮・運営にも尽力され，地質調査所
鉱床部長（昭和60年），工業技術院東北工業技術試験所長（昭
和62年），地質調査所長（平成2年），工業技術院長（平成4年）
を歴任されました．工業技術院をご退官後は，北海道大学理学
部教授（平成6～9年）として教鞭を執られ，公職を退かれた平
成10年以降も，地質調査所顧問，産業技術総合研究所特別顧問
として精力的に研究を継続されました．平成17年には，瑞宝重
光章を受章されました．国内学会では，日本鉱山地質学会会長
を始め数多くの役員を歴任されたほか，日本鉱山地質学会加藤
武夫賞（昭和59年），日本地質学会賞（平成元年），日本岩石鉱
物鉱床学会渡邉萬次郎賞（平成15年）などを受賞されました．
石原先生の業績は海外でも高く評価され，米国鉱床学会Silver 
Medal（1989年），同Gold Medal（2009年），オーストラリア科
学アカデミー Haddon Forrester King Medal（2012年）を受賞
し，中国地質科学院名誉フェロー，米国鉱床学会名誉フェロー，
ロシア科学アカデミー在外会員の称号を授与されました．原著
論文（ほとんどが筆頭）は300報以上に及びます．
　石原先生がご提唱された花崗岩系列(Ishihara, 1977)は，花崗
岩の分類法の1つとして世界的に広く認知されており，石原先
生の最も偉大な業績と言うことができます．花崗岩系列とは，
磁鉄鉱系列／チタン鉄鉱系列花崗岩類という分類または分類法
のことで，鉱物学的相律に基づく伝統的な岩石分類法とは異な
り，磁鉄鉱の含有量または帯磁率を基準にしています．具体的
には，80×10-6 emu/g（磁鉄鉱0.1 vol.%に相当）より高い花崗
岩が磁鉄鉱系列，低い花崗岩がチタン鉄鉱系列に分類されます．
したがって，帯磁率計があれば，野外でも両系列を瞬時かつ明
瞭に識別できることが特徴です．花崗岩系列の重要性は，帯磁
率が高低二群に分かれ中間値が少ない，各系列花崗岩類が広域
的に帯状分布する，両系列間で各種同位体比や随伴金属鉱床の
種類・性質が系統的に異なる，という普遍的な事実にあります．
これらは，花崗岩系列が，マグマの迸入環境の違いではなく，
花崗岩マグマの起源の違いによって生じる，本質的な分類であ

ることを意味しています．1970年代のアメリカでは，花崗岩の
磁鉄鉱量を決めるマグマの酸素分圧は，マグマ溜まりからの水
素の逃げやすさに依存するという学説が主流であり，当初，花
崗岩系列はアメリカ学派からなかなか受け入れられませんでし
た．そこで，石原先生は1981年，Economic Geology75周年記
念号に66ページにおよぶ大論文を発表され，花崗岩系列は世界
の鉱床学者に一気に知られるところとなりました．石原先生が，
日本地質学会賞受賞を機に地質学雑誌にご寄稿された「花崗岩
系列が成立するまで」には，アメリカ学派との論争も含め、活
気ある前半生が生き生きと描かれております．2000年代初頭，
花崗岩系列をアメリカ学派流に説明する研究者が国内にいるこ
とを知った石原先生が，「時計の針を戻す気か」と言われたの
をよく覚えています． 
　ここからは，石原先生にまつわる小生の思い出を少しく述懐
したいと思います．石原先生の類い希なる研究能力と執筆力は，
もちろん溢れんばかりの知識と探究心に裏打ちされたものです
が，宴会の席でよく「千本ノックの時代」に原点があるとおっ
しゃっていました．地質調査所に入所して間もなくウラン特研
に組み込まれ，1週間出張したら1週間以内に報告書を出すとい
う業務を何度となく繰り返し，迅速な執筆力を叩き込まれたこ
とをそのように表現されたのです．「ポーフィリーカッパー鉱
床入門Ⅰ, Ⅱ」，「日本の主要モリブデン鉱床および関連する花
崗岩質岩類」 地質調査所報告, 178pなどの著作が，先生35～36
歳に出版されたことを思うと，驚きを禁じ得ません．石原先生
の執筆意欲は生涯衰えを知りませんでした．工業技術院長の時
代に，業務多忙にもかかわらず，間仕切りの裏で論文執筆や査
読に勤しんでおり，秘書を困らせているという噂は，当時地質
調査所では有名でした．先日，産総研内にあった先生の居室を
小生が整理させていただいた折に，机上の新着論文の余白に書
き込まれたメモから，お倒れになる直前まで論文執筆を考えて
おられたことが窺い知れました．また，石原先生は，大きな体
格にもかかわらず心遣いが細やかで，その親しみやすいお人柄
から多くの研究者が協力を惜しまなかったことも，論文の生産
性に寄与したと思います．佐々木 昭，柴田 賢，寺島 滋，金谷 
弘各氏らを始めとする同時代に地質調査所で活躍された諸先輩
方が，多くの論文で共著者になっていることがその証左です．
また，卓抜した語学力を駆使し海外にも多くの研究仲間をお持
ちでした．ある時、東京での国際集会が終わり，石原先生，
Bruce Chappell, Allan Whiteの3巨頭を仲良く乗せたタクシー
が走り去るのを感慨深く見送ったことを覚えています．さらに
時を遡ると，昭和20～30年代の広島大学の気風にも石原先生の
活力の原点があるように思います．当時の広島大学では，小島
丈兒氏，木野崎吉郎氏など実績のある教授が岩石・鉱床学講座
を担当しており，特に木野崎教授の教えは後の花崗岩系列の成
立に大きな影響を与えたと，石原先生ご自身が語っておられま
した．広島大学は同時期に原 郁夫，沖村雄二，濡木輝一，神
谷雅晴各氏を始めとする戦後日本の地質学を支えた学者を多数
輩出しており，正に黄金時代であったと言っても過言ではあり
ません．原爆の焼け跡から力強く復興した広島と石原先生の姿
が重なって見えるのは，小生だけではないと思います．石原先
生が，マツダ・センティアという少し珍しい高級車を乗り回し，
広島カープの話を嬉しそうにしていたことを想い出します．
　石原舜三先生は，昭和・平成の日本を持ち前の馬力と情熱で
走り抜け，去って行きました．その存在があまりにも大きかっ
たので，今我々は強い喪失感の中にいます．しかし，花崗岩系
列の成因には，まだ未解明な部分が多く残されており，後進に
はそれらを解明していく責任があると感じています．また，資
源小国の日本にとって海外で渡り合える鉱床学者がまだまだ必
要です．石原先生のご冥福を深くお祈りすると共に，これから
も千の風のように我々を見守って下さることを信じています．

文献：
Ishihara, S. (1977) Mining Geology, 27, 293-305.
Ishihara, S. (1981) 75th Anniversary Volume, Economic 
Geology, 418-484.
石原舜三(1988) 地質学雑誌, 94, 1005-1011.

写真：2003年9月ハットンシンポジウム巡検にて
（高木哲一）
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学　会　記　事

日本地質学会2019年度 
第4回理事会議事録

日　時：2020年4月4日（土）　14:00-17:00
会　場：�日本地質学会事務局（千代田区・神

田）及びWEB会議　　　　　　
出席�役員�理事（43名＊印はWEB参加）：天野
一男*・石橋��隆*・岩井雅夫*・ウォリス�
サイモン*・大藤　茂*・緒方信一*・岡田　
誠*・笠間友博*・狩野彰宏*・神谷奈々 *・
亀尾浩司*・亀田　純*・川端清司*・北村
有迅*・小松原純子*・小宮　剛*・坂口有
人*・沢田　健*・菅沼悠介*・高嶋　洋*・
竹内��誠*・竹下��徹*・田村芳彦*・辻森　
樹*・中澤　努*・奈良正和*・西　弘嗣*・
早坂康隆*・廣木義久*・福冨幹男*・星　
博幸*・保柳康一*・三田村宗樹*・道林�
克禎*・矢島道子*・山路　敦*・安藤寿
男・磯崎行雄・斎藤　眞・佐々木和彦・
杉田律子・平田大二・松田博貴

監　事（1名）：山本正司*�
欠席�役員�理事（7名）：井龍康文・折橋裕二・
菖蒲幸男・田村嘉之・楡井　久・山﨑晴
雄・山口耕生

監　事（1名）：藤本光一郎（以上，敬称略）

＊松田会長より挨拶
＊成立要件：理事総数50名の過半数26名　本
日の出席者�43名で本理事会は成立．
＊議決：出席者の過半数�26名
＊開催にあたって，保柳理事および高嶋理事
を書記に指名

報告事項
１．執行理事会報告
　齋藤常務理事より，配付資料（報告資料
01，02：執行理事会議事録2019-6,�7,�8）に基
づき，執行理事会議事概要が報告された．ま
た，緒方理事より，前回理事会以降の逝去者
として名誉会員4名・正会員3名のご逝去が報
告され，参加者全員で黙祷を捧げた．
　地質学会提案の研究計画「地球惑星研究資
料のアーカイブ化とキュレーションシステム
の構築」が内閣府の大型研究（マスタープラ
ン2020）に採択されたことについて，小宮理
事から協力方法や内容等の説明が行われた．
２．理事及び委員会等報告
１）行事委員会
　岡田理事より，名古屋大会の日程や準備状
況，スケジュール等について報告が行われ
た．なお，新型コロナウィルスへの対応につ
いては，7月下旬までに開催方法などを含め
た判断が必要とされた．
２）地質学雑誌編集委員会
　大藤理事より，編集状況について報告が行
われた．
３）アイランドアーク編集委員会
　田村（芳）理事より，編集状況について報

告が行われた．また，着目されるメトリクス
指標についてはツイッターの活用が有効であ
ることが説明された．
４）矢島理事より125周年記念出版物「はじ
めての地質学」の第四刷が，2020年3月16日
に出たことが報告された．なお，出版部数の
累計は8000部となり，順調に売上げはのびて
いる．

審議事項
１．2019年度事業実施概要
　松田会長より，2019年度事業計画に照らし
た事業実績の概要について説明があり，学術
大型研究計画が内閣府の大型研究（マスター
プラン2020）に採択されたことや地学オリン
ピックで国別1位となったことなどが報告さ
れた．西理事より，新型コロナウィルス対応
として，学会事務局員が在宅勤務となった場
合も雇用形態を維持したい旨，追加説明さ
れ，すべて承認された．
２．決算概算
　西理事より，2019年度決算について説明が
行われ，会員減少分の収入減少があったもの
の，支出も予算に対し抑制され，赤字幅が抑
えられたことが報告された．齋藤常務理事か
ら，赤字について対応策の検討が必要と補足
され，承認された．
３．2020年度事業計画
　松田会長より，2020年度事業計画は，2019
年度計画を踏襲することが説明された．新型
コロナウィルスの問題により先行きが不透明
ではあるが，コストをかけずに会員サービス
を充実し，組織のスリム化を図っていきたい
との意向が示され，承認された．
４．2020年度予算案
　西理事より，2020年度予算は，会員減少分
の収入減少を見越した予算編成となってお
り，新型コロナウィルスの影響については，
基本的に補正予算を組まずに対処する方針が
説明された．また，125周年記念事業引当金
はすでに125周年が過ぎているため，周年記
念事業引当金という名称に変えたいと説明が
あり，すべて承認された．
５．学会組織再編について
　佐々木副会長より，組織のスリム化を目指
すにあたり，これまでに規則と整合性が取れ
ていなかった組織図の修正を行い，今後，再
編可能なものを選別し，必要な規則改正を
2021年5月の総会で実施することが説明され
た．理事会と執行理事会の関係について質
疑・応答の後，採択された．
６．会員管理業務効率化に関連した理事会へ
の審議事項
　緒方理事より，事務負担の軽減のために，
現在同時期に行われている選挙事務と名簿作
成の時期を見直し，名簿の発行を一年遅らせ
ること，また名簿の在り方について検討を始
めることが提案され，了承された．なお，具
体的な事務改善方策案を募ることとなった
７．名誉会員候補者の選出について
　名誉会員推薦委員会佐々木委員長より，西

村裕二郎会員並びに小松正幸会員を名誉会員
候補者として選考したことが報告され，総会
に推挙することが承認された．
８．各賞受賞候補者の決定について
　各賞選考委員会亀尾委員長より，受賞候補
者の選考結果について報告がなされ，審議の
結果，以下の各賞受賞候補者が決定された．
�・�地質学会賞　1件　山路　敦会員
�・�Island�Arc賞　1件　John�Wakabayashi氏
�・�論文賞　1件�星�博幸会員
�・�研究奨励賞　2件�菊川照英会員並びに羽地
俊樹会員

�・�学会表彰　2件　株式会社浜島書店並びに
鹿野和彦会員・斎藤眞会員・川畑大作会
員・尾崎正紀会員・巌谷敏光会員・脇田浩
二会員・湯浅真人会員・坂�幸恭会員（故
人）・斎藤靖二会員・宮下純夫会員，産業
技術総合研究所地質調査総合センター

　また，個人の功績に対する表彰の在り方に
ついて質疑が行われたが，このことは，本日
の追加議題で検討を行うことが報告された．
９．学術大会講演要旨の電子化について
　岡田理事より，学術大会要旨電子化のアン
ケート調査を行った結果，J-STAGEに登録
できなくなる課題等が指摘されたものの，回
答者の93％から賛成を得たことが報告され
た．名古屋大会から試行的に実施し，予算措
置等が必要な課題は次年度以降に検討するこ
とが提案され，承認された．
10．「小さなESの集い：小，中，高校生徒
「地学研究」発表会」の名称変更について
　星理事より，「小さなESの集い：小，中，
高校生徒「地学研究」発表会」の名称を「日
本地質学会ジュニアセッション」に変更し，
一方で開催回数は「小さなESの集い」から
引継ぐことで継続性を担保するとの提案がな
され，承認された．
11．総会議案の決定
　齋藤常務理事より，日本地質学会第12回総
会の開催と，第11回惑星フォトコンテスト表
彰式の中止，ならびにWEB方式による総会
開催への変更について提案され，承認され
た．
12．その他
１）地質学雑誌の編集体制の変更について
　大藤編集委員長より，4名の委員の退任と
補充した新規委員による新体制が提案され，
承認された．
２）各賞選考の在り方及び選考規定の改定等
について
　磯崎理事より，各賞選考にあり方につい
て，学術的な業績による評価と学会貢献によ
る評価の整理を行い，年齢制限の枠組みを変
えるなど抜本的な改革に着手し，選考規定の
改定を開始する提案がなされ，了承された．

＊平田副会長より閉会挨拶
以上，この議事録が正確であることを証する
ため，議長及び出席監事・理事は次に記名・
捺印する．
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2020年4月24日
理事：議長　杉田律子
理事：副議長　道林克禎
代表理事：会長　松田博貴
（以下，出席理事氏名省略）

2019年度第6回執行理事会議事録

期　日：2020年1月11日（土）13:00～17:00
場　所：地質学会事務局
出席�者：松田会長　佐々木副会長　平田副会
長　斎藤常務　小宮　岡田　辻森　大藤　
星　中澤　磯崎　ウォリス　安藤　坂口　
廣木　緒方

欠席�者（委任状提出あり，カッコ内は委任
者）：�西,田村（辻森）

＊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�

Ⅰ　審議事項
１．日本技術者教育認定機構による説明会の
提案（技術者教育委員会　天野）�【審議資料
01】
地球・資源分野のJABEE教育の現状（例：
新規申請がこの10数年なく停滞傾向）から，
その意義の理解を広げることを目的に，上記
機構　三田清文専務理事にお越し頂き，説明
会を開催することが提案された．2/16（日）
13-14時　執行理事会前に説明会を実施予定．
２．「小さなESのつどい：小，中，高校生徒
「地学研究」発表会」の名称変更について
（星）【審議資料02】
他学会の同様イベントの名称をも考慮し，
「日本地質学会ジュニアセッション」を最終
案として次回理事会で提案することとした．
３．第三種郵便の規定にそった広告掲載につ
いて【審議資料03】
郵便審査事務センターより指摘が入り，「第
三種郵便物承認定期刊行物」に対する規定に
則り，「付録（ニュース誌）」の記事中と表3
（裏表紙の内側）への広告掲載は認められな
いとのこと．当会出版物，主催行事について
も「広告」の形態は掲載不可．これまでニュ
ース誌でのみ広告を募集・掲載していたが，
126巻1号（2020年1月）以降の広告の募集・
掲載は，以下のように変更することとした．．�
�・�ニュース誌：表4（カラー 1頁）
�・�地質学雑誌：記事中（白黒，サイズ応相
談）

�・�ニュース，地質学雑誌とも表2，3への広告
掲載はしない

� 今後の本誌の出版体制，業務量を勘案の
上，広告を本誌末に移動することで，運営
財政担当理事とも相談しながら対応する．

４．ジオパークを通じたジオルジュの配布案
（坂口）�【審議資料04】
JGNに一定部数のジオルジュを購入してもら

い，各地のジオパークへ配布してもらう提案
があった．ジオルジュの出版収支を検討し，
学会負担が大幅に減ること，発行部数増で学
会としての広報力向上につながることから，
JGNとの交渉を進める提案を承認した．
125周年記念の英語版の在庫については，
36th�IGC（India）やJpGUの学会ブースにお
いて広報冊子として利用する．
５．学術会議会員・連携会員候補者に関する
情報提供依頼について【審議資料05】
6名（うち女性2名）を推薦することとした．
６．学会事務局における総務事務等について
（緒方）
事務局業務軽減のため，現況の事務システム
について把握し，事務局とも相談の上，2020
年度次期体制で具体的検討を進めるための基
礎資料を今年度内に作成する予定．来期の理
事会（と総会）には総務事務の改善検討も含
めて，担当執行理事と理事から構成される総
務委員会を立ち上げることとした．
会員減の傾向に伴う財務状況と事務業務量，
事務局体制等について，総務委員会を再編し
て今後の方向性を検討する．
７．学会組織の再編について（佐々木）【審
議資料06】
各委員会の活動状況についてまとめ，来期に
向けて学会組織・委員会を整備する．長期安
定性研究委員会，南極地質研究委員会につい
ては，委員会継続の可否を斎藤常務理事より
関係者に問い合わせる．
８．学術大会講演要旨集の電子化に関わる会
員アンケート実施について（岡田）【審議資
料07】
WEBでアンケートを実施予定．大会参加者
の負担増の有無がわかるような丁寧な説明文
をつけて，回答項目も単純化して行う．�
９．執行理事会のオンライン会議について
（坂口）【審議資料08】
Zoom社のオンライン会議サービスを利用し
て，定例会議とは別に審議する場を設けるた
めに，テスト会議を行う．後日，1/15（火）
13時より第1回会議を開催した．

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
（1）事務局契約職員の採用について（佐々
木）【報告資料01】
契約職員1名を採用した．資料で採用の経緯
が報告され，1/9から勤務していることが紹
介された．
（2）学会組織再編のうち，委員会など組織の
必要性や継続性の検討について（佐々木）
【報告資料01】
担当の佐々木副会長のもと，平田副会長，緒
方運営財政部会長，磯崎学術研究部会長が担
当して，検討を進める．松田会長には適宜ご
意見をお伺いするものとする．
（3）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として，学術研究部会
長　磯崎行雄会員を推薦した．
（4）理事会推薦の監事候補者を推薦し，当人

から承認を得た．
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＞　
�・�企画展「ゴンドワナ～岩石が語る大陸の衝
突と分裂～（2020.2.29-5.10）」への後援名
義使用を承諾した．

�・�第17回 岩 石 － 水 相 互 作 用 国 際 会 議
（2021.8.2-8.7）の共催依頼を承諾した．あ
わせて松田会長が組織委員会委員に就任
（任期：2019.12.11-2021.12.31）．
�・�JAMSTEC外部講演会「もっと知ろう，お
もしろ海の火山学」の後援名義使用を承諾
した．

�・�第57回アイソトープ・放射線研究発表会
（地質学会後援）発表演題募集（2/28締切）
→ニュース誌，geo-Flash掲載予定

�・�水戸市立博物館特別展「水戸の大地の成り
立ち」（2/9-3/15）開催案内（フォトコン
テスト作品展示協力）→ニュース誌，geo-
Flash掲載予定

�・�山田科学振興財団2020年度研究援助候補
推薦依頼があった（学会締切2/28）→ニュ
ース誌12月号，geo-Flash掲載

�・�2020年度「深田研究助成」公募開始の連絡
があった（2/3締切）→ニュース誌1月号，
geo-Flash掲載

＜会員＞
１）今月の入会者　（なし）
２）今月の退会者�（正会員　2名）
　河野俊夫　菊池眞一
３）今月の逝去者（4名）
　名誉会員（2名）
　　猪郷久義　（逝去日　2019年11月22日），
　　島津光夫　（　〃　　2019年11月26日）
　正会員（2名）
　　高橋昭紀　（逝去日　2019年4月25日）
　　黒川勝己　（　〃　　2019年9月7日）
４）2019年12月末日会員数
　賛助：27，名誉：48，正会員：3532（内
訳：正会員�3352，正（院割）165，正（学部
割）15）
　合計�3607（昨年比�-75）
＜会計＞
�・�学術著作権協会より2019年度複製使用料
の分配があった（￥216,644-）．

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
�・�ジオパークを通じたジオルジュの配布案
について→審議事項へ

�・�ジオルジュは地学オリンピック参加の高
校生に2000部が配布されている．

�・�啓林館より高等学校用教科書「地学基礎」
（教科書，指導書，デジタル教科書）への
「県の石」のwebページの紹介文およびリ
ンクの掲載希望が寄せられ，承諾した．

�・�寺西石材（株）（茨城県桜川市）から学会
HPへのリンクバナー作成のため学会ロゴ
マーク使用申請があり，承諾した．
https://makabeishi.com/

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）
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�・�名古屋大会会場予約が完了．大会日程が確
定した．

� 学術大会：2020年9月9日（水）～11日（金）
� ポスト巡検：2020年9月12日（土）～13日
（日）
2）国際交流委員会（ウォリス）
�・�年末に学術交流協定締結の5学協会および
中国地質学会に宛てて，グリーティングカ
ードを送付した．

�・�モ ン ゴ ル 地 質 学 会 の 新 会 長（BAT-
IREEDUI� Yandag氏;� MoEnCo� LLC　
Deputy�GM）より新年の挨拶があった．
学術交流協定の更新手続き（2019年11月か
ら5年間）について具体的に検討を進める．

�・�2020年9月に台湾地質学会との交流協定の
更新を迎えるので，時期に合わせて対応す
る

3）JIS，標準担当（中澤）
�・�特になし
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（12月27日現在）．
�・�2019年投稿論文：65編［内訳］論説36（和
文33・英文3），レター 1（英文），総説6
（和文5，英文1），ノート2（和文2），報告
11（和文10，英文1），口絵3（和文3），巡
検案内書6

�・�査読中：29　　受理済み：19（うち特集号
7）

�・�125巻12月号（通常号）5編（計55頁，12/�
23校了，1/7発送）

�・�126巻1月号（特集号）「泥火山」の新しい
研究展開に向けて�4編（50頁，校正中）

2）アイランドアーク編集委員会（辻森）�【報
告資料02】
（1）編集状況報告
編集委員長交代を受けて，編集委員会の体
制，編集方針などの改善を進めており，今後
の投稿数増，ISI指数の向上をめざしていく．
3）企画出版委員会（小宮）
　特になし
６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
�・�第20回地震火山こどもサマースクールin�
TANGO実施経過報告および3学会連合企
画委員会報告（星）【報告資料03】

� 実施体制や財政の在り方について問題点を
整理し，今後の改善につなげていく．

�・�街中ジオ散歩（5/16実施予定）について企
画準備中である．

７．地質技術者教育委員会（佐々木）
�・�日本技術者教育認定機構による説明会の提
案→【審議事項へ】

�・�土質・地質技術者生涯学習協議会（CPD
協議会）が3月開催．佐々木副会長が出席
予定．

８．ジオパーク支援委員会（平田）
�・�再認定審査が12/25に公表された．9地域中
5地域が再認定され，4地域は条件付き認定
となった．

９．地学オリンピック支援委員会（星）
�・�チャレンジ地球開催報告：ジオパーク探検

は，関東版：悪天候のため中止．関西版：
12/1実施した．クイズ30は，関東，関西版
あわせて各2（計4）名が受験．上位3名に
会長名の表彰状（金賞，銀賞，銅賞）を授
与する．参加者が僅少であることから，今
後の開催には事前に企画内容や広報につ
いて，学会担当者とよく打ち合わせを行
い，広報計画も含め入念な準備をもって実
施してもらうこととする．

10．地質災害委員会（斎藤）【報告資料04】
�・�防災学術連携体より「低頻度巨大災害シン
ポジウム（3/18）」の発表募集にがあり会
員に発表を募った．林　信太郎会員からの
応募（タイトル「十和田火山における想定
大規模噴火と社会対応の問題点」）があり，
地質学会からの発表として連携体に申込
を行った．�

11．名誉会員推薦委員会委員（委員長　佐々
木）
�・�12/25に理事会，専門部会宛に候補者推薦
を依頼を行った．2/10（月）締切．

2020年2月16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

2019年度第7回執行理事会議事録

期　日：2020年2月16日（日）14:00～17:00
場　所：�神田須田町ホール4階　会議室（千

代田区神田須田町）
出席�者：松田，佐々木，斎藤，安藤（15時
～），磯崎，岡田，緒方，大藤，小宮，
坂口，田村，中澤，西，廣木，星，辻
森，ウォリス

欠席�者（委任状提出あり，カッコ内は委任
者）：平田

＊�定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
17名，委任状1名，合計18名の出席�
＊�1月議事録が確認された
＊�執行理事会開始前にJABEEに関する講習
会を行った．（一社）日本技術者教育認定
機構の三田清文専務理事に講演頂いた．

Ⅰ　審議事項
１．山田科学振興財団研究助成候補者推薦に
ついて，1名の会員から推薦依頼があり学会
推薦することとした．
２．完新世後期Meghalayanの日本語（カタ
カナ）標記について
ネイティブからの聞き取りを含め各方面を調
査検討した結果，「メガラヤン」と表記する
こととした．
３．令和2年度大学入試センター試験の結果
について（廣木）
地学関連科目の内容と平均点について，今年

度とこの5年間の傾向を検討した．地学の平
均点が他科目に比べて低落傾向が続いている
ので大学入試センターに意見することとし
た．
４．会員管理業務における課題3点について
（緒方）
課題１：会員名簿発行年と代議員選挙年が重
なり事務量が過大．2021年以降の名簿発行に
ついては，個人情報の取り扱いなど含めて継
続審議とする．
課題２：会員登録システムは，会員が編集可
能なオンラインシステムと，事務局のオフラ
インの本システムとが二重になっており，同
期等管理が煩雑．継続審議とする．
課題３：滞納会費を精算した会員に雑誌等の
バックナンバーをまとめて送る作業量が過
大．バックナンバーの長期保管も負担となっ
ている．バックナンバーは原則として送付し
ないこととし，希望者にのみ送付する．
５．地質学雑誌の電子化を見据えた会員サー
ビスについて（斎藤）
会員サービスについてタスクフォース委員会
斎藤委員長からの報告に基づいて議論した．
６．その他
�・�会員動向について報告があり情報を共有
した．

�・�これまで学術大会の広報はLOCが単独で
行ってきたが，名古屋大会からはLOCと
広報委員会が協力して行うこととする．名
古屋大会ではポスターおよびビラを配布
する．

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
�・�選挙管理委員会（斎藤）
� 2/10に理事立候補届が締切られた．2/13に
選挙管理委員会を開催．当選代議員による
理事選挙（投票）が行われることになっ
た．監事選挙は無投票当選．

�・�学会組織の再編について（佐々木）組織再
編に向けた工程案が報告された．次回執行
理事会で再編案を答申予定．また規則や選
挙に関わる課題が挙げられ，今後検討する
こととした．

�・�日本学術会議より「軍事的安全保障に関す
る声明（2017.3.24）」に関連した取り組み
状況についてアンケート協力依頼があっ
た．軍事的安全保障研究に関する学会での
過去及び今後の議論の有無や必要性につ
いて問があり，特にない旨回答した．

�・�日本学術会議の第24期学術の大型研究計
画に関するマスタープランが公表され，地
質学会から提案した学術大型研究計画「地
球惑星研究資料のアーカイブ化とキュレ
ーションシステムの構築（計画番号94　学
術領域番号24-1）」が選定された．

�・�講演要旨電子化アンケート中間報告（2/6
現在）：賛成75名93%，反対�6名�7%（うち
1名は条件次第で賛成）2/28締切

�・�執行理事会のオンライン会議テスト：テス
ト（2回目）2/12（水）を行った．
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�・�サザンプトン大学Dr.�Robert�Nesbittより，
柵山賞に関する問い合わせがあり，賞の設
立背景や賞金等賞に関する情報を回答し
た． 同 大 学 に も 同 名 の 賞 が あ る が
（Sakuyama�Prize：1984設立），特に問題
はない．

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＞　
�・�公益財団法人国土地理協会2020年度学術研
究助成募集（4/15締切）←News2月号，メ
ルマガ，HPに掲載

�・�第17回（令和2年度）日本学術振興会賞受
賞候補者推薦依頼（4/6締切，学会締切
3/23）←News2月号，メルマガ，HPに掲
載

�・�コスモス国際賞推薦依頼（4/10締切，学会
締切3/27）←News2月号，メルマガ，HP
に掲載

�・�令和2年度苗場山麓ジオパーク学術研究活
動募集（3/6締切）→メルマガ，HPに掲載

�・�科学教育研究協議会第68回全国研究大会・
福島大会（会期2020年8月1日～3日　於福
島県伊達市立霊山中学校）への後援依頼が
あり，承諾した．

＜会員＞
１．今月の入会者（正会員2名）
正会員（2名）石井文也（2019年度～）　山﨑
誠子（2020年度～）正会員（学部割）会員
（1名）　岩永健一郎（2019年度～）
２．今月の退会者（正会員4名）
上野�輝彌　　石田朋志　　小原　稔　　望
月健太
３．今月の逝去者（正会員2名）
伊藤英之（逝去日2019年10月1日）　橘　彰一�
（逝去日2019年12月4日）
４．2020年1月末会員数
賛助：27　名誉：48　正会員：3348　正（院
割）会員：165　正（学部割）会員：15　
合計3603（昨年比　－76）
＜会計＞
特になし
３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
1）惑星地球フォトコンテスト
�・�第11回惑星地球フォトコンテスト（1/31締
切）：応募総数374点（昨年比+26）うち会
員31点，中高生19点など．2/20に二次審
査，5月23日（土）表彰式を予定（北とぴ
あ，同日総会開催）．

�・�第10回入選作品展示会を開催中：2月9日
（日）～3月15日（日）（水戸市立博物館：
茨城県水戸市大町），3月20日（金・祝）～
6月28日（日）（蒲郡市生命の海科学館：愛
知県蒲郡市，地質学会共催）

2）その他
�・�読売KODOMO新聞より「県の化石」につ
いて取材協力依頼があった．井龍理事が対
応．2020年2月13日号見開き特集面掲載予
定．

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）

�・�名古屋大会：トピックセッション募集中
（締切3/10）
２．国際交流委員会（ウォリス）
�・�台湾地質学会より，会長名のグリーティン
グカードが送付された．

３．JIS，標準担当（中澤）
�・�完新世後期Meghalayanの日本語（カタカ
ナ）標記について→審議事項へ

４．その他
�・�山田科学振興財団研究助成推薦依頼（1件
あり）→審議事項へ

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（2月10日現在）．
�・�2020年投稿論文：16［内訳］論説5（和文
4・英文1），レター 2（和文），報告1（和
文1），巡検案内書8

�・�査読中：37　　受理済み：17（うち特集号
6）

�・�126巻2月号（通常号）4編（計55頁，校正
中．2/21校了予定）

�・�名古屋大会巡検案内書：8コース全て投稿
済み．査読中．

2）アイランドアーク編集委員会（辻森）�
（1）編集状況報告
�・�受理および掲載のフローが改善され，受理
後の論文公開が著しく早くなった．

3）企画出版委員会（小宮）
　特になし
６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
�・�2020年度「地質の日」街中ジオ散歩�in�
Yokohama「身近な地形・地質から探る横
浜の発展」（5/16土）を準備中．横浜教育
委員会後援申請中．一般（非会員）向けで
募集準備中．人気ツアーになることが期待
される．

７．地質技術者教育委員会（佐々木）
�・�1月22日　JABEE地球・資源分野の運営委
員会　佐々木出席

�・�2月16日　第3回地質技術者教育委員会開
催　JABEE説明会

�・�3月9日　土質・地質技術者生涯学習協議会
（CPD関係）総会　佐々木出席予定
８．ジオパーク支援委員会（平田）
特になし
９．地学オリンピック支援委員会（星）
�・�第12回日本地学オリンピック本選を開催
予定（3/15（日）～17（火）つくば市）

�・�3/29支援委員会開催予定（於学会事務局）
�・�2020年度「チャレンジ地球」の開催方法や
時期等について検討中．

10．地質災害委員会（斎藤）
　特になし
11．名誉会員推薦委員会委員（佐々木）
�・�2/10締め切り，3名の推薦があった．

以上

2020年3月14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

2019年度第8回執行理事会議事録

期　日：2020年3月14日（土）13:00-16:00
場　所：学会事務局
出席�者（*印はビデオ会議で出席）：松田会
長・佐々木副会長・平田副会長・齋藤常
務・安藤・緒方*・西*・坂口*・小宮*・
磯崎・岡田*・辻森*・大藤・田村*・星*・
廣木*・中澤

欠席�者（委任状提出あり，カッコ内は委任
者）：ウォリス

＊�定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
16名（事務局8，Zoom�8），委任状1名，合
計18名の出席�
＊�2月議事録確認

Ⅰ　審議事項
１．2019年度事業実施報告案（松田）
前回の案から変更点を中心に説明があり，今
回の修正意見を受けて理事会に諮る．
２．2020年度事業計画案（松田）
一部文案修正の意見があり，それらをまとめ
て修正案を理事会に諮る
３．学会組織再編案について（佐々木）
組織再編の工程の概要説明のあと，研究委員
会，法務委員会について質疑・回答の上，基
本的に承認し，理事会に諮る．
４．学術大会講演要旨電子化（アンケート結
果について）（岡田）
講演要旨集電子化の賛否についてWEBアン
ケートを実施した（実施期間：2020.1.31-
2.28，回答数：125件（うち賛成�116件，反対�
9件））．アンケートの回答数が125件と多くは
ないが，賛成意見が大多数なので，9月の学
術大会から電子化を進める方針を承認し，理
事会に諮る．�
５．学術大会委託運営業者選定について（緒
方）
業者からの見積書を検討し，山口大会や過去
の大会での実績や問題点等を考慮し，業者を
選定することとした．要旨集の電子化に伴う
会場でのWi-Fi環境の整備が必須なので，
LOCと連携を取りながら準備を進める．
６．会員管理業務効率化に関連した理事会へ
の審議事項及び報告事項（緒方）
現在の会員名簿について発行時期，会員情報
の登録作業等の問題点を整理し，名簿発行時
期については，代議員選挙のない年度に変更
する方針を承認し理事会に諮る．名簿の発行
形態，会員情報登録作業の問題点は今後検討
していく．
７．4/4理事会審議事項と会議開催について
�・�審議事項：１）2019年度事業実施概要，
２）決算概算，３）2020年度事業計画，
４）2020年度予算案，５）各賞受賞者の決
定について，６）名誉会員候補者の選出に
ついて，７）学術大会講演要旨の電子化に
ついて，８）総会議案の決定

�・�新型ウィルス感染拡大の状況を考慮して，
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会議の形態を検討しWebを併用して行う
こととし，準備を進める．会合後の懇親会
は行わない．

８．総会関連スケジュールの確認】
昨年同様，総会の同日同会場にて惑星地球フ
ォトコンテストの表彰式を行う．
９．日本ジオパークネットワークから委託さ
れた世界ジオパーク申請国内書類審査の審査
謝礼について
世界ジオパーク申請国内書類審査（１件）の
机上審査員として推薦した3名の方に謝礼を
支払う。
10.各賞の表彰の在り方の再検討について
最近の学界における研究成果の公表の仕方の
変化や，地質学会への貢献の要件などを考慮
し，表彰の在り方について，複数の規則との
整合性を確保したうえで規則改正を含めた再
検討を進める．�

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
�・�選挙管理委員会：理事選挙結果報告
�・�第12回�地理学連携機構・地理関連学会連
合・人文・経済地理関連学会協議会連携協
議会�合同総会（3/26＠駒澤大学）は松田
会長が出席予定であったが新型ウィルス感
染拡大を考慮して，中止となった．9月に
開催する見通し．

�・�日本ジオパーク委員会より新年度からの世
界ジオパーク登録審査に向けた体制（構
成）変更の連絡があり，引き続き活動支援
の協力依頼があった.今後は，各学会から
の日本ジオパーク調査運営部会への推薦を
求めないとのこと．�

�・�地質学雑誌の投稿原稿著者より会長宛異議
申し立てがあった.�詳細について資料を回
覧して説明があり，問題点を整理した．地
質学雑誌投稿編集出版規則に基づいて会長
が対応する．

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＞
�・�第60回（令和元年度）東レ科学技術賞，科
学技術研究助成結果通知があった（3/16贈
呈式は中止）．元年度は地質学会から推薦
は行わなかった．来年度の推薦募集は6月
頃募集開始予定．

�・�125周年記念『はじめての地質学』（ベレ出
版）の4刷1000部増刷が決定．累計8000部
出版．

�・�蒲郡市生命の海科学館よりフォトコンテス
ト第10回入選作品展（3/20-6/28）の共催
依頼があり，承諾した．その後，新型ウィ
ルス感染拡大を考慮して会期が変更となっ
た（3/25-6/28）

�・�学術会議公開シンポジウム「チバニアン，
その学術的な意義」（4/6）への共催依頼が
あり承諾したが，その後新型ウィルス感染
拡大を考慮して，開催中止となった．6月
に延期の見込．その際は改めて共催を依頼
したいとのこと．

�・�改訂　設計業務等標準積算基準書の解説』

説明会（6-9月，全国）への後援名義申請
があり，承諾した．

�・�Techno-Ocean2020（10/1-3＠神戸コンベ
ンションセンター）への協賛依頼があり，
承諾した．

�・�2020年度第15回「科学の芽」賞後援依頼が
あり，承諾した．募集期間8/17-9/19．

＜会員＞
1）今月の入会者（3名：2020年度から入会希
望者1名、2020年度から再入会希望者2名）
正会員（3名）南部靖幸（新規），苗村康輔，
福村成哉（再入会）
2）今月の退会者（正会員2名）
吉田一希，迫田夜空
3）今月の逝去者（名誉会員3名）
大八木規夫（逝去日2020年2月27日），柴田　
賢（逝去日2020年2月28日），石原舜三（逝去
日2020年3月2日）
4）2020年2月末会員数
賛助：27，名誉：46，正会員：3528（正会
員：3347，正（院割）会員：165，正（学部
割）会員：16）
合計　3601（昨年比－79）
＜会計＞
�・�学術大会委託運営業の選定について（→審
議事項へ）

３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
�・�第11回惑星地球フォトコンテストの審査
結果を発表した（最優秀賞含め計12点），5
月23日（土）表彰式を予定（北とぴあ，同
日総会開催）．

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）
�・�名古屋大会：
� トピックセッション7件の応募があり，行
事委員会で確認し，全て承認された．各世
話人に対して地質学雑誌への特集号への
投稿を呼びかける．

� 名古屋大学環境学研究科へ共催申請手続
中．共催の場合，学内施設利用は一部を除
いて無料または学内料金になる見込み．

2）国際交流委員会（ウォリス）
�・�モンゴル：学術交流協定更新を機に訪問予
定であったが，渡航は自粛し，訪問なしで
更新手続きを進めることを先方提案した．
返事待ち．

�・�台湾：2020年は学術交流協定更新年にあた
るため，本件と両学会の交流について，5
月JpGU-AGU�Joint�Meetingで台湾地質学
会役員Bruce�Shu氏と面談の予定．

3）JIS，標準担当（中澤）
�・�地質系統・年代の日本語記述ガイドライン　
2020年1月改訂版が公開され，日本語版国
際年代層序表（学会HP掲載）を更新した．

4）その他
特になし
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（3月10日現在）．
�・�2020年投稿論文：19［内訳］論説8（和文

7・英文1），レター 2（和文1），報告1（和
文1），巡検案内書8，査読中：33，受理済
み：16（うち特集号7）

�・�126巻3月号（通常号）論説3編，報告1編，
ノート1編（計52頁，校正中）

２．名古屋大会巡検案内書編集委員会の交代
編集委員長：須藤　斎（名古屋大）→栗原敏
之（新潟大）
副委員長：栗原敏之（新潟大）→星　博幸
（愛知教大）
2）アイランドアーク編集委員会（辻森）�
（1）編集状況報告
3）企画出版委員会（小宮）
�・�「やばすぎ古生物図鑑」（宝島社）の韓国語
翻訳版について出版社から出版計画があ
り，承諾した．

６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
�・�2020年度「地質の日」関連行事が，全国で
企画されている．学会HP，ニュース誌等
で広報を開始した（街中ジオ散歩�in�
Yokohama「身近な地形・地質から探る横
浜の発展」（5/16），近畿支部地球科学講演
会）.街中ジオ散歩�in�Yokohamaについて
は，実施の可否を検討中で，秋以降に実施
する可能性がある．

�・�2/25付けで「令和2年度大学入試センター
試験の地学関連科目に関する意見書」を大
学入試センターへ送付した．

7．地質技術者教育委員会（佐々木）
�・�3/9（月）に予定されていた土質・地質技
術者生涯学習協議会は新コロナウィルス
の関係で，4/9（木）に変更．佐々木は既
に予定があり出席できないので，地質技術
者教育委員会の亀高委員が代理出席の予
定．

�・�2/16（日）の執行理事会前にJABEE三田
専務理事をお招きしてJABEE説明会を開
催した．そのなかで，坂口理事が山口大学
の実績をもとにした「地質学教室の生き残
りのためにJABEEが必要な理由」につい
て説明した．

�・�上記会合を開催したことを，地球・資源及
び関連するエンジニアリング分野の事務
局である資源・素材学会や分野運営委員長
らに報告した．

８．ジオパーク支援委員会（平田）
　特になし
９．地学オリンピック支援委員会（星）
�・�3/15-17に予定されていた第12回日本地学
オリンピック本選は，新型コロナウィルス
の影響により中止となった．後日予選成績
上位15名までを対象とした，ロシア大会へ
の「代表選抜」を実施予定．

�・�チャレンジ地球は過去2回の開催実績から
再検討し，来年度は実施しないこととし
た．�

10．地質災害委員会（斎藤）
　特になし
11．名誉会員推薦委員会委員（佐々木）
�・�推薦作業を進めている．
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2020年4月4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

2019年度第9回執行理事会議事録

期　日：2020年4月4日（土）12:00～13:00
場　所：学会事務局（千代田区・神田）
出席�者（*印はWEB会議で出席）：松田会長・
佐々木副会長・平田副会長・齋藤常務・
安藤・緒方・西*・坂口*・小宮*・磯崎・
ウォリス*・岡田・辻森*・大藤・田村*・
星*・廣木・中澤

欠席�者（委任状提出あり，カッコ内は委任
者）：

＊�定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
18名，委任状0名，合計18名の出席�
＊�3月議事録確認

Ⅰ　審議事項
１．理事会審議事項の確認
1）2019年度事業実施概要【審議資料１】　会長
2）決算概算【審議資料２】　西
3）2020年度事業計画【審議資料３】　会長
4）2020年度予算案【審議資料4】　西
5）学会組織再編について【審議資料5】　
佐々木
6）会員管理業務効率化に関連した理事会へ
の審議事項【審議資料6】　緒方
7）名誉会員候補者の選出について【審議資
料7】　佐々木
8）各賞受賞者の決定について【審議資料8】　
亀尾
9）学術大会講演要旨の電子化について【審
議資料9】　岡田
10）「小さなESの集い：小，中，高校生徒
「地学研究」発表会」の名称変更について
【審議資料10】　星
11）総会議案の決定【審議資料11】　佐々木
�・�状況の推移を考慮し開催様式を変更する．
総会は北とぴあでは行わず，Onlineで行う
こととし，具体的な実施方法を検討のうえ
代議員に連絡する．（成立要件：代議員の
過半数（議決権行使書，委任状））

�・�総会前後の理事会もOnlineで行うが，新理
事に接続テストのため30分前から接続を開
始してもらう．

�・�総会と同日開催予定のフォトコンテストの
表彰式は中止とする．審査結果はホームペ
ージで公表済．

２．理事会報告事項の確認

Ⅱ　報告事項
１．全体的報告
�・�大学改革支援・学位授与機構より国立大学
教育研究評価に関わる専門委員の候補者推

薦に対して，書面での御礼があった．選考
された専門委員一覧は評価結果が確定す
る令和3年4月以降に公表される．

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＞
�・�第36回ゼオライト研究発表会（11/19-20於
富山国際会議場）より協賛依頼があり，承
諾した．

�・�藤原ナチュラルヒストリー振興財団設立
40周年記念公開シンポジウム「海と地球の
自然史」（10/10於東北福祉大学仙台駅東口
キャンパス）への後援依頼があり，承諾し
た．

�・�2021-2020年開催藤原セミナー（開催援助）
募集依頼があった（申請締切7/31）→ニュ
ース誌，geo-flash掲載予定．

�・�第11回日本学術振興会育志賞受賞候補者
推薦依頼があった（募集期間6/1-5，学会
締切5/20）→ニュース誌，geo-flash掲載予
定．

�・�山田科学振興財団国際学術集会開催助成
の 募 集 が あ っ た（ 募 集 期 間20/4/1-
21/2/28）→ニュース誌，geo-flash掲載予
定．

�・�ダイヤコンサルタント株式会社より2020
年4月1日からの新役員体制の挨拶状の送
付があった．（代表取締役社長　野口康彦
氏）

＜会員＞
1）今月の入会者（11名）
正会員（1名）：大柳良介（除籍再入会）
正（院割）会員（9名）：岡野公希　Lu�Zejin��
藪田桜子　河合航汰　谷口紗英　稲葉雄一郎　
梶山雄暉　池永幸平　平井貴恵
正（学部割）会員（1名）図子田和典
2）今月の退会者
2019年度末退会者（92名）,�除籍者（61名）
【資料回覧】　
3）今月の逝去者（名誉会員1名）
諏訪兼位　（逝去日　2020年3月15日）
4）2020年3月末会員数
賛助：27　名誉：44　正会員：3375　正会
員：3201　正（院割）会員：158　正（学部
割）会員：16
合計　3446（昨年比－56）
5）その他
2019年度版会員名簿を発行（3月号の地質学
雑誌に同封して発送済）
＜会計＞
�・�2019年度決算概算・2020年度予算案
３．広報部会：広報委員会（坂口・小宮）
�・�訃報の取り扱い：会員等の訃報に際しての
広報を見直し，下記の通りとした．

1）正・副会長経験者，現役の理事および名
誉会員が逝去された場合はgeo-flash臨時号を
発行し，会員各位に周知する．また地質学会
賞，国際賞受賞者についてもgeo-flash定期号
にて周知する．
2）その他の会員の場合については適時各部
会・支部のメーリングリストを活用し，会員
各位に周知する．

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）
�・�名古屋大会
� 市民講演会，地質情報展の科研費が採択さ
れた（4/1付内定交付通知）．申請額150万
に対して120万円交付予定．

� 名古屋大学環境学研究科へ共催が承認さ
れた．学内施設利用料は無料又は学内料金
になる見込み．

� 新型コロナウィルス感染拡大の影響が今
後も不透明なため，学術大会の延期や中止
等の判断も踏まえたリスクヘッジのため，
業者や会場等のキャンセルポリシーを確
認した．

� 大会中止になった場合，申込者への返金対
応等が発生するため，大会中止判断時期を
考慮して，参加登録の時期を例年より遅め
に設定するなど工夫する．�

� 大会実施の有無に関わらず，巡検案内書は
地質学雑誌通常号として6，7月号に予定通
り印刷予定．また，下見等の予備調査費は
必要に応じて支出する．

2）国際交流委員会（ウォリス）
特になし
3）JIS，標準担当（中澤）
特になし
4）その他
特になし
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（3月31日現在）．
�・�2020年投稿論文：24［内訳］論説9（和文
8・英文1），レター 3（和文3），報告3（和
文3），口絵1（英文１），巡検案内書8，査
読中：37，受理済み：13（うち特集号7）

�・�126巻3月号（通常号）論説3編，報告1編，
ノート1編（計52頁，3/31発送）�

�・�126巻4月号（通常号）論説3編，報告1編，
レター 1編（約50頁，入稿中）

�・�編集委員会新規体制（任期：2020/5/23－
2022/5月総会）（→理事会承認事項）【報告
資料03】

2）アイランドアーク編集委員会（辻森）�
（1）編集状況報告【報告資料04】
3）企画出版委員会（小宮）
　特になし
６．社会貢献部会（星・廣木・中澤）
�・�地震火山こどもサマースクール
� 2020年度地震火山こどもサマースクール
（@浅間山ジオパーク）は，新型コロナウ
ィルス感染拡大の影響により無期延期と
なった．新たな開催時期については運営委
員会で今後検討する．また例年の地質学会
からの拠出金については，行事実施に合わ
せて拠出することとする．

� 21年度より名称が「地震火山地質こどもサ
マースクール」に変更の見込み．

� 地質学会からの運営委員メンバー増員（2
－3名程度）のための人選を進める．

７．地質技術者教育委員会（佐々木）
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特になし
８．ジオパーク支援委員会（平田）
特になし
９．地学オリンピック支援委員会（星）
特になし
10．地質災害委員会（斎藤）
特になし
11．名誉会員推薦委員会（佐々木）
12．地質学会の表彰に関する各賞選考委員会
のあり方について
磯﨑学術研究部会長と斎藤常務理事が，各賞
の意義や授与対象者などの賞の特性，および
各賞選考委員会の形式や選考過程について再
検討した．学術研究のスタイルや成果発表様
式の変化や本学会が置かれた状況を勘案し
て，表彰制度の見直しを行うことが必要と考
え，そのための素案を作成した．各賞の見直
しには運営規則の改正を伴うため，次回の理
事会で見直しの方向性を提案し，次年度に規
則変更を含めた改訂の具体的な検討を行っ
て，来年の総会承認を目指す方向が報告され
た．

以上

2020年4月24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

2019年度第10回執行理事会議事録

期　日：2020年4月21日（火）17:00～18:00
場　所：WEB会議
出席�者：松田会長・佐々木副会長・齋藤常

務・安藤・緒方・西・坂口・小宮・磯
崎・ウォリス・岡田・辻森・大藤・田
村・星・廣木・中澤　事務局�澤木

欠席�者（委任状提出あり，カッコ内は委任
者）：平田副会長（松田）

＊�定足数（12，委任状含む）に対し，出席者
17名，委任状�1名，合計18名の出席�

Ⅰ　審議事項
１．5月23日代議員総会開催方法について，
次の通り検討した．
�・�会場への直接参集はせず，web会議システ
ム（zoom）を利用して開催する．

�・�開催通知（今回はpdfを電子メールで送付，
郵送はしない）を代議員に4月下旬に予定
通り送付する．

�・�総会への参加形態の案内文書を添付する
（web参加/委任状（個人/議場）/議決権行
使書）

２．19年度決算報告・会計監査の延期につい
て（西）
事務局在宅勤務等の影響により決算処理作業

が遅れている．また，遠方より監事を召集し
て会計監査を行うのことは難しい．そのた
め，決算については，暫定決算案として総会
の承認を受ける．会計監査については年度を
越えるが，前年度の監事に依頼し，事後に理
事会承認（メール）を受けて会員に報告する
手順についての承認をうける．もし，指摘等
があった場合には次年度の総会で最終承認を
受ける．
３．名古屋大会の実施について，�開催時期・
実施形態の選択肢（Web,中止，延期）を検
討した．
�・�演題登録等システム：Confit（アトラス）
の契約が済んでいるので費用が既に発生
している．至急業者と，キャンセル・延期
条件について確認する（→4/22夕方まで
に）．Confitの費用回収・持ち越しができ
ない場合は，年度内に何らかのWeb形式
の行事を行うことも検討する．

�・�予告記事（News誌4月号）は，冒頭に情
勢についてのコメントを入れて，予定通り
掲載する．

�・�表彰については例年通り公表（ニュース，
学会HP掲載）し，学術大会中止の際は，
記念講演会をWebで行う可能性も検討す
る�

�・�地質情報展および市民講演会に対する科
研費（研究成果公開促進費）の使用につい
て，留保申請を行った．8月までに年度内
使用，辞退，来年度開催（=繰り越し）を
連絡する．�

�・�年会の開催方針（延期，中止も含めて），
事業計画の変更等について総会前に臨時
理事会を開催することを検討する必要が
ある．

�・�巡検案内書は予定委通り出版（地質学雑誌
6，7月号掲載予定）する．大会延期時にも
使用することは可能．

�・�若手会員（学生，院生等）の発表機会を確
保する観点から，2.3月の支部例会の開催
時期を変更・調整してもらい学術大会の代
替措置として実施できないか，との意見が
あがった．

４．第11回執行理事会（臨時）の開催
4/22　夕方　臨時執行理事会　17:00～

以上

2020年5月7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

2019年度第11回執行理事会議事録

期　日：2020年4月22日（水）17:00～18:20
場　所：WEB会議

出席�者：松田会長・佐々木副会長・齋藤常
務・安藤・緒方・西・坂口・小宮・ウォ
リス・岡田・辻森・大藤・田村・星・廣
木・中澤　事務局�澤木

欠席�者（委任状提出あり，カッコ内は委任
者）：平田副会長（松田），磯崎

＊�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�
＊�3月議事録確認

Ⅰ　審議事項
１．名古屋大会の実施形態
�・�9月年会の予告記事（News誌4月号）（4/24
校了予定）は予定通り発行し，冒頭に囲み
記事（情勢についての注意書き：開催の可
否の見込み）を入れる．

�・�現段階では，執行理事会として9月の名古
屋年会は実施しない（中止/延期）方針を
確認した．総会議案である2020年度事業計
画についてはこのままとし，現理事会に
は，5/23の総会前（WEB会議）に執行理
事会の意向を報告し，新理事会にはおいて
その計画変更の承認を受ける．

�・�総会までに，次期執行部予定のメンバー
で，年度内の代替行事や企画を検討する
（Webで開催可能な企画（講演会，支部例
会・行事，講習会，ショートコース，小規
模な研究集会など）

２．演題登録等システム：Confit�Allの利用
について
�・�キャンセル・延期条件についてのアトラス
社に確認した．

（1）契約済みで，利用料（基本料+従量制使
用料）のうち、基本料（70万）の請求書を受
領済み（5月末支払予定）．現時点で利用を中
止しても基本料の返金・免除・減額なし．キ
ャンセル条項はなし．
（2）現時点では準備段階でシステムをほとん
ど利用していないので，その点を考慮して来
年度の利用時には値引き交渉も可能.
（3）2020年度内の延期はこのままの契約で対
応可能．ただし利用状況によって（例えば演
題登録開始後に延期が決定する）は，設定を
し直す必要があるため追加費用が発生する可
能性がある．
（4）中止もしくは年度をまたいだ1年後延長
等の場合は，2021年度の新規契約となり，新
規費用がかかるが，今年度の状況を考慮して
値引き交渉可能．
�・�名古屋大会中止の場合は，本年度は使用し
ない．代替企画実施のための利用もしな
い．

３．第12回執行理事会（臨時）の開催
5月7日（木）　17:00～　Web会議

Ⅱ　報告事項
＜全体報告＞　第9回執行理事会の報告事項
で漏れた案件
�・�2020年度50年会員顕彰者（33名）：相原延
光・縣　孝之・石井輝秋・礒田喜義・上野
将司・大原一男・小笠原憲四郎・奥野　
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満・加藤碵一・兼岡一郎・神田　哲・佐藤
興平・沢田順弘・白木敬一・滝沢　茂・滝
沢洋雄・田沢純一・長沢元之・布目眞澄・
原田知子・藤井敏嗣・藤岡換太郎・藤山　
敦・細谷正夫・本間岳史・松川正樹・松田
丞司・宮下純夫・森　慎一・屋鋪増弘・山

口佳昭・横山俊治・和田秀樹
�・�顕彰は予定通り行い顕彰状を送付する．式
典については次期執行部で再確認する．

以上

2020年5月7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
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一般社団法人日本地質学会倫理綱領
2003年9月19日　日本地質学会総会制定

2009年12月5日　一般社団法人日本地質学会制定*

　日本地質学会の会員は，科学的真理を明らかにする事を目的として，誠実かつ真摯に地質学および関連科学の研究・教育および
調査を行う．その成果を広く社会に公表することにより地質学および関連科学の進歩普及を図り，もって社会の発展と人類の福祉
に貢献する．会員は，基本的人権を守り，良識かつ品位のある行動をとる．

1. 科学者としての倫理：会員は，専門知識の向上および地質学と関連科学の発展を目指して自己研磨を図る．研究と調査において
は，法を尊守し，社会的良識に従って行動する．科学的事実に対しては常に謙虚，誠実でなくてはならない．研究成果と技術上の
知見を広く社会に公表し，公表にあたっては先人と他者の業績を尊重する．

2. 知的交流の確保：会員は，国際交流や他分野との交流を進めることを通して学術の向上を図るとともに，研究成果と技術上の知
見が科学的に広く吟味・検証されるよう努める．

3. 人類と社会への責務：会員は，その専門知識と技術を適切に活用し，研究と調査の成果を広く社会に提供することを通して社会
の発展と人類の福祉に貢献する．

4. 地球環境への責務：会員は，地球システムの諸現象についての専門家として，地質災害の予知と防止，地球環境の将来予測，資
源の適正な活用に関する情報を提供するとともに，専門知識を活かして環境の保全と改善に努める．自らの研究と調査の実施にあ
たっては環境への影響を最小限にするよう配慮する．

5. 次世代への責務：会員は，地質学と関連科学における学術と技術の継承と発展，次世代を支える人材の育成を図る．研究や調査
の成果物，重要な露頭や標本などの科学的遺産の保全に努める．

*2009 年12月5日法人理事会において，一般社団法人日本地質学会倫理綱領として全文引継を決定．

一般社団法人日本地質学会行動規範
2011年9月8日　一般社団法人日本地質学会理事会制定

　日本地質学会が他機関や組織との連携事業を実施する際に，学会員の立場や責任について，学会員ならびに社会に明示するため，
一定の規範が必要であるとの認識のもとに，本会倫理綱領を踏まえて行動規範を定めるものである．

（透明性，説明責任）
1. 会員は，地質学・地球科学分野の進展とその成果が与える社会的影響を自覚し，公益性の観点から客観的事実を明らかにするよ
う努力すると同時に，事実を社会に周知するよう努力する．
2. 会員は,専門の業務において,その目的・方法・成果等について,要求された場合には明快に説明する責任がある．特に専門家でな
い者には,相手の立場に立つ姿勢で分かりやすく説明する責任がある．

（自立・公益性）
3. 会員は，立案，計画，申請，実施，報告などの過程において，真実に基づき，公正であることを重視し，誠実に行動する．研究・
調査データの記録保存や厳正な取扱いを徹底し，ねつ造，改ざん，盗用などの不正行為をなさず，加担しない．また，科学技術に
関わる問題に対して，特定の権威・組織・利益によらない中立的・客観的な立場から討議し，責任をもって結論を導き，実行する．
4. 会員は，関与する計画と事業が人類社会や環境に及ぼす影響を予測評価する努力を怠らず，公衆の安全，健康，福祉を損なう，
または環境を破壊する可能性がある場合には，中立性，客観性を保ち，自己の良心と信念に従って情報を公開する．

（中立公正）
5. 会員は，人種，性，年齢，地位，所属，思想・宗教などによって個人を差別せず，個人の人権と人格を尊重する．また，個人の
自由を尊重し，公平に対応する．
6. 会員は,専門知識を説明するときは,一方的な価値観を押し付けることのないよう，他者の理解を得るように努める．
7. 会員は，他者と互いの能力の向上に努力し，専門上の批判には謙虚に耳を傾け，不公正な競争を排除する．

（契約に対する誠実性と利益相反）
8. 会員は，雇用者または依頼者それぞれのために，誠実な代理人または受託者として行動する．
9. 会員は，雇用者または依頼者から不適切な便宜供与を受けてはいけない．
10. 事業の結果および研究の成果が他団体または，自らを含む特定の個人に利益をもたらすことが予想される場合には，事前に雇
用者あるいは依頼者の了承を得る．

以上
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