changes（５件）
M-７ Cretaceous ecosystem in Asia and
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Pacific（Workshop of IGCP 608）
（４件））
M-９ Mesozoic fossil footprints（10件）
セッションは，２つもしくは３つが並行し
て行われ，30-40人ほどの分野の近い研究者

IGCP 608「白亜紀のアジア−西太平洋地域の生態系シス
テムと環境変動」第 3 回国際シンポジウムおよび第12回
中生代陸生生態系国際シンポジウム（中国・瀋陽）

が参加する和やかな雰囲気となった．大学院
学生や若手研究者の発表もいくつかあり，通
常の国際学会よりははるかにインフォーマル
であった．M４，８の古脊椎動物セッション
の発表が多いのはMTEの特徴であるが，M-

平山

安藤寿男（茨城大学理学部）

５古植物セッションが一番大きくなったの

簾（早稲田大学国際教養学部）

は，古植物学の重鎮であるSun Ge氏による
ところが大きいであろう．

The Third International Symposium of

１階会議場と７階の３つの会議室および廊下

IGCP608の主催するM-７（写真３）は発

IGCP608

Cretaceous Ecosystems and

で行われた．これには，海外77名，中国69名

表が４件という小さなセッションになった

Their Responses to Paleoenvironmental

の計146名の登録参加者があり，実行委員会

が，これはIGCP608の次期開催地の決定やプ

Changes in Asia and the Western Pacific

のスタッフを合わせると約160名を超える盛

ロジェクトの計画等の討論を含めて，３日目

jointly held with The 12th International

況であった．参加国は中国を含め16か国にお

の午前中に収めるための配慮によるものであ

Symposium on Mesozoic Terrestrial

よび，女性48名，学生31名を数えた．黒竜江

る．全参加者の約１/３に達するIGCP608メ

Paleoecosystems

省の白亜紀−古第三紀境界付近の層序・古生

ンバーの多くは関連分野のセッションに分か

物研究で，Sun Ge氏らとの共同研究実績が

れて発表していた．一方，35件のポスターは，

あるロシアからは総勢23人におよんだ．日本

休憩場所でもある7階の廊下に３日間掲示し

からは13名が参加した．

たまま，休憩時間や空き時間に随時，発表質

◆合同シンポジウム◆
活動３年目となるIGCP（地質科学国際研

疑が行われた．

究計画）608「白亜紀のアジア−西太平洋地

初日午前は，MTE-12の開会式と基調講演

域の生態系システムと環境変動」
（2013-2017）

４件が１階の大会議場で行われた（写真２）．

の，第３回国際シンポジウムは，2015年８月

開会式には，恐竜研究で日本でもよく知られ

第２回目のCircularの配布が５月下旬とな

今回のMTE-12は，5/1に予定されていた

16-18日の日程で，中国の瀋陽市で行われた

た周忠和（中国科学院古脊椎動物・古人類研，

り，海外の出席予定者から気をもむ連絡が少

（写真１）．今回のシンポジウムは，第12回中

国際古生物学連合会長）氏の開会の辞の後，

なくなかった．MTE-12の事務局の対応は遅

生代陸生生態系シンポジウム（MTE-12）に

瀋陽師範大学長，遼寧省国土資源庁副所長，

く，北京のIGCP608の地域リーダーに幾度か

加わる形で行われ，開催母体は瀋陽師範大学，

次期MTE-13主催者のMarin T.氏らが挨拶し

連絡し，MTE-12側の状況を聞かざるを得な

遼寧古生物博物館，南京地質古生物研究所，

た．安藤も共催団体のIGCP608の代表として，

かった．プログラムを含むThird Circularが

中国地質大学，吉林大学であった．

最後に挨拶する機会を得た．

２週間前の８月１日に届き，予定通りの開催
を確信できるに至った．

ホスト役を務めたSun Ge（孫革：遼寧古

１日目午後から３日目午前にかけてのセッ

生物博物館館長）氏は，世界最古の被子植物

ションは，IGCP608のWorkshopであるM-７

実際に集会に参加してみてみると，外国人

化石を熱河層群から発見したことで知られて

を含め，下記のように７つが実施され，基調

をはじめ中国人の，発表キャンセルや欠席者

おり，これまでも各種の国際的な会議を主催

講演を含め計81件の口頭発表が行われた．当

が少なくなかったことを除けば，それなりに

して，遼寧省や中国の古生物学の発展に寄与

初提案９セッションのうち，類似した４つは

満足できるものであった．MTE-12の直前には

していることで日本でも知られている．

２つに統合された．

Sun Ge氏が副会長を務める中国古生物学会の

M-１ Biodiversity of the Mesozoic terrestrial

大会も同会場で行われたため，長期におよぶ

MTE（Symposium on Mesozoic Terrestrial
Ecosystems）は，３年おきに開催されてき
た30年の歴史のある，地質・古生物系の比較
的インフォーマルな国際集会で，2009年はス
ペインで，2012年は韓国光州で行われた．次
回は2018年にドイツのボン大学で行われる予
定である．
シンポジウムの会場は遼寧大夏（Liaoning
Mansion Hotel）という風格のあるホテルの

写真１

6

ecosystems（口頭７件）
M-２，３ Mesozoic geology and environmental
changes（15件）
M-４，８ Mesozoic evolution of vertebrates
and origin of Aves（16件）
M-５ Mesozoic plants and their diversity
（20件）
M-６ Mesozoic climatic and environmental

開催で，両方を連続して登録していた中国国
内参加者のキャンセルが相次いだようである．
圧巻は，初日夜７時から１階会議場で行わ
れた１時間を超える歓迎の演奏・演舞会であ
ろう．瀋陽師範大学の演劇学部関係者による
中国伝統楽器の合奏と本格的な京劇の独唱と
舞踊である．特に京劇の祖として知られる梅
欄芳の名を冠した同大梅欄芳芸術研究所の所

瀋陽市遼寧大夏ホテルの中庭での記念撮影．
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学協会・研究会報告
写真２（左）

MTE-12の開会式．左端が安

藤
写真３（右）

セッションM-７のIGCP608

ワークショップでの討論

贊堂古生物化石博物館と４ヶ所の博物館施設
を訪問し，中期ジュラ紀から白亜紀にかけて
見つかる大量の脊椎動物化石を見学すること
ができた．中でも注目されるのはMicroraptor
長である，若き肖迪 教授による「娥嫦奔月」

観察できなかったのが残念であった．また８

（前期白亜紀）やAnchiornis（中期ジュラ紀）

のソプラノ独唱は，Sun Ge氏がMTE-12開催

月18日午後からは，瀋陽師範大学正門すぐ左

などの羽毛恐竜である．骨格のみならず羽毛

にかけた心配りが伝わってくる，印象深いア

にある遼寧省を代表する巨大な遼寧古生物博

まで保存された化石は決して珍しいものでは

トラクションであった．また，古生物学部を

物館（瀋陽市）を見学した．

なく，例えばAnchiornisの化石は断片的なも

擁する瀋陽師範大学が，芸術分野でも中国を

大型，小型バスと四駆車を使用したが，移

のも含めるとこれまでに200体ほどの化石が

リードしている底力も感じられた．演奏・演

動に長時間かかったこともあり，各露頭や博

見つかっているというから驚くしかない．他

技終了後は舞台での登壇者との記念撮影も行

物館施設の見学が１〜２時間程度しかないの

にも，カメ類やコリストデラ類（絶滅した水

われ，どこか別の劇場に来たようであった．

が心残りであった．また参加者が多すぎて現

生爬虫類）などの爬虫類，カエルやイモリな

M-７セッション最後の１時間ほどの時間

場での説明が十分に伝わっていない，あるい

ど両生類，夥しい数の鳥類や魚類などの脊椎

で，2016年の第４回および2017年の第５回研

は露頭を十分に観察できないのも不都合で

動物化石が展示されていた．その何れもが指

究集会の日程等が議論された．次回のシンポ

あった．世界自然遺産に登録された露頭であ

先まで関節でつながった完全な骨格である．

ジウムは，ロシア西シベリアにあるノボシビ

るにもかかわらず，少量の岩石や化石なら持

これは断片的な化石は採集しないといった人

ルスクのTrofimuk Institute of Petroleum

ち帰っても良いというのには驚いたが，これ

為的なバイアスによる結果ではなく，この地

Geology and Geophysicsで，Boris Shurygin

は異例の措置と言える．露頭近くまで車両が

域における特殊な堆積環境に起因するものら

教授をホストとして行われる．８月15-17日

通行できるよう新たに舗装道路が整備された

しい．よく聞くところでは火山性の二酸化炭

がシンポジウム，巡検が８月18-20日で

場所もあり，主催者や省・市を挙げての並々

素ガスの噴出などによって地域の生物が一気

Kemerovo地域やShestakovo地域の恐竜化石

ならぬ準備と熱意を感じた．

に死滅，保存されたものと説明されているが，

を含む上部白亜系を中心として行われるとの

19日に瀋陽市のホテルを出発する際に２日

はたしてそれだけでこれほど保存の良い化石

ことである．第１回Circularは本年12月頃に

分の昼食や飲み物が一度に各人に支給された

が保存されるのだろうかという疑問は残る．

配布されることになっている．是非，多くの

が，パック入りの搾菜が用意されるなどいか

日本人研究者の参加を期待したい．

にも中国らしいメニューであった．

ざあさい

なお，今回の集会の概要は，IGCP608の

筆者の研究対象であるカメ類はとりわけ興
味深いものであった．遼寧省の下部白亜系か

どの露頭も日本の中生代の地層では考えら

らは，甲羅のみならず頭部や四肢まで保存さ

Websiteでも閲覧できるので，参考にされたい．

れないほど母岩が軟弱であり，堆積後に被っ

れた完全骨格（最大で甲長20cmほど）とし

http://igcp608.sci.ibaraki.ac.jp/

た続成作用が非常に小さかったことを実感し

て多くのカメ化石が確認されており，２科３

今回の集会にあたって，geo-Flashや日本

た．大半の地層は葉理や層理面の発達した泥

属が認められた．しかし，日本の手取層群や

地質学会News等での広報にご協力いただい

岩ないし頁岩から成っており，貝形虫やカイ

関門層群などと比べると分類学的な多様性は

たことに感謝したい．

エビ類化石が豊富に含まれており，いかにも

小さい．こうした前期白亜紀カメ類の保存状

静穏な環境の湖底に堆積したことがうかがえ

態や多様性の差異は，当時のアジア大陸の内

る．前期白亜紀の熱河層群の地層はほぼ平坦

陸部（中国）と沿岸部（日本）における気候

であったが，最古の羽毛恐竜Anchiornisを産

などの古環境の違いを反映したものとして重

シンポジウム終了後の８月19日と20日に野

出した中期ジュラ紀の地層（髫髻山

要ではないかと思われる．

外巡検が挙行され，外国人54名，中国人24名

Tiaojishan層）は傾斜角80度ほどに達してい

以上のようにシンポジウムに引き続いてお

の計78名の参加者があった．Sinosauropteryx

る．それにもかかわらず，母岩が軟弱であっ

こなわれた野外巡検と博物館見学は非常に見

たことが非常に印象的であった．

応えがあり，大いに勉強になるものであった．

（安藤寿男

IGCP608リーダー）

◆博物館見学および地質巡検◆

（前期白亜紀）やAnchiornis（中期ジュラ紀）
などの羽毛恐竜の化石産地が主たる訪問先で

８月18日午後は遼寧古生物博物館（瀋陽

素晴らしいシンポジウムならびに巡検を準

あった．最古の被子植物の化石産地も訪問し

市），19日は中国四合屯古生物化石館と遼寧

備・運営された関係者の皆様に厚く謝意を表

たが，突然の激しい風雨のため十分に露頭を

朝暘鳥化石国家地質公園（朝暘市）および済

する次第である．

写真４（左）

（平山

簾）

巡検参加者の集合写真

（朝暘市済贊堂古生物化石博物館にて）
写真５（右）

遼寧朝暘鳥化石国家地質

公園（朝暘市）内の露頭を屋根で覆った
奥行き250mもある巨大な施設（地質回廊）．
羽毛恐竜などの化石が見つかった現場に
保存されており，化石の産状や密集度が
良く理解できた．
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