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IGCP608 “Cretaceous Ecosystems and Their
Responses to Paleoenvironmental Changes in
Asia and the Western Paciﬁc” 第5回国際シン
ポジウム（韓国・済州島）に参加して
2017 年 10 月 23 日から 27 日まで，IGCP608 Cretaceous
Ecosystems and Their Responses to Paleoenvironmental
Changes in Asia and the Western Paciﬁc（白亜紀のアジア‐西
太平洋地域の生態系システムと古環境変動） の第 5 回国際シ
ンポジウム及び野外巡検が韓国で行われた．以下はその参加
報告である．
IGCP608 は，茨城大学の安藤寿男氏を中心として，中国の
Xiaoqiao Wan 氏，韓国の Daekyo Cheong 氏，インドの Sunil
Bajpai 氏がリーダーを務める 2013 年開始のプロジェクトで，
本年度が 5 年目である．昨年のロシア・Kemerovo に続いての
今回の学会には，巡検での案内者を含む 10 ヶ国約 50 名が参
加し，口頭 24 件及びポスター 11 件の発表が行われた．
プレシンポジウム巡検
シンポジウムに先立ち，10 月 23 日〜 25 日に，朝鮮半島の
南岸に分布する白亜系の非海成堆積物に関する巡検があった．
その目玉の一つは恐竜の足跡産地であり，Haenam-gun（海南
郡）Uhang-ri（牛項里）の上部白亜系 Uhangri 層及び Goseonggun（固城群）Dukmyeong-ri（徳明里）の下部白亜系 Jindong
層の露頭を訪れた．Uhang-ri の位置する Haenam 盆地は，朝
鮮半島南西部に北東〜南西に分布する盆地群の一つで，
Uhang-ri の海岸線には，湖の沿岸部で堆積したと考えられる
頁岩や細かい葉理の発達した珪質泥岩と砂岩の互層からなる
Uhangri 層の上部が露出している（ Lee
, 2001 ）
．ここか
らは，竜脚類，獣脚類，鳥脚類のものを中心とする恐竜類の
行跡（ trackway ）に加えて，水かきの跡を持つものとしては
最古となる鳥類や（図 1 ）
，最大 30 cm 以上にもなる翼竜類の
足跡が発見されており，韓国の天然記念物の一つとして整備
されている．その中でも重要なものについては，露頭全体を
建物で覆うことで保護すると同時に展示物として活用してお
り，特に連続した竜脚類の大型の足跡は迫力があった．一つ
残念だったのは，これらの足跡の周辺にはスケールにあたる
ものが置いていないため，建物内の歩道からの写真撮影では
その大きさについての記録ができないことであった．しかし，
今回巡検のリーダーでもあるカンウォン国立大学の Cheong 氏
は，そのようなスケールの整備を関係者に提言したとのこと
なので，今後の改善に期待したい．また，これらの足跡露頭
には博物館（ Haenam Dinosaur Museum ）が併設されている．
展示物の多くは恐竜のレプリカの組み立て骨格であるが，多

図 1．Uhang-ri の上部白亜系 Uhangri 層に見られる，水かきの跡を
持つ鳥類の足跡．スケールは 10 cm．

図 2．Dukmyeong-ri の下部白亜系 Jindong 層に見られる，鳥脚類恐
竜の足跡．スケールは約 90 cm．

くの数を揃えており，また足跡化石に関する解説も充実して
いた．
もう一つの足跡露頭である Dukmyeong-ri は，朝鮮半島南東
部に広がる韓国最大の堆積盆地である Gyeongsang（慶尚）盆
地内に位置し，下部白亜系の Gyeongsang 超層群に含まれる
Hayang 層群最上部の Jindong 層が海岸線に広く露出している．
湖成堆積物を中心としたこの露頭からは，鳥脚類と竜脚類を
中心とした恐竜類や鳥類の多数の行跡が報告されている（図
2; Lockley
, 2006 ）．中には，dinoturbation と呼ばれる，
多数の恐竜により踏み荒らされた跡であると解釈されている，
凸凹に乱されて膠結した層理面上の構造もあるのだが（図 3）
，
足跡化石の専門家でない筆者にはあまり納得のいかない成因
の説明であるような気がした．そのことについて，巡検のリー
ダーの一人であるソウル国立大学の Yong Il Lee 氏は，そのよ
うな仮説について露頭を前に議論できるのがこのような巡検
の利点であると言われていたが，IGCP のように様々なバック
グランドの研究者が集まる学会では特にそれが醍醐味である
と感じた．一方，上記の Uhang-ri の足跡露頭と異なる点は，
すべての足跡について，建物などの保護がされていない点で
あり，巡検参加者からも以前よりも劣化しているという指摘
があった．こちらの露頭は潮間帯にあるので容易ではないと
は思うが，何かしらの保護措置が必要であると感じた．なお

図3．Dukmyeong-riの下部白亜系Jindong層に見られる，dinoturbation
と解釈されている堆積構造．
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今回の巡検では見学しなかったが，こちらの足跡サイトにも
恐竜の博物館（ Goseong Dinosaur Museum ）が併設されてい
る．
巡検での順番は前後するが，これらの恐竜の足跡サイトに
加えて，韓鮮半島南西海岸の Gyukpo 盆地（全北西海岸圏ジ
オパーク）と，プサン市内の Songdo（松島）付近（釜山国家
地質公園松島半島ジオサイト＆トレイル）において白亜系堆
積物の露頭を見学した．Gyukpo 盆地では，例えば，ペペライ
ト（ peperite ）の露頭を観察した．筆者は恥ずかしながらこ
の用語を聞いたのはこれが初めてであった．ここに露出する
ペペライトには，流紋岩の溶岩流が含水性の堆積物上を流れ
た時の，堆積物の液状化と流紋岩の角礫化の結果形成された
網目状のテクスチャが発達していた（図 4 ）．Songdo は，大
都市であるプサン市内に位置しているジオサイトで，上部白
亜系の河川及び湖成堆積物からなる Dadaepo 層が露出してい
る．カリーチや斑紋状（ mottled ）の溶脱スポットが発達した
赤色の古土壌は，教科書的で分かりやすかった．
巡検のもう一つの楽しみは食事であった．巡検のオーガナ
イザーの心遣いで，参加者は各地の名産品を食べることがで
きた．巡検は海岸線の露頭を巡ったので，食事も自然と海鮮
料理が多かった．中でも印象に残っているのが，宿泊地の
Mokpo（木浦）で振る舞われた，ホンオフェと呼ばれるエイ
の身を発酵させたものである．軟骨魚類が浸透圧調整のため
に体液中に尿素を高濃度で含んでいるのはよく知られている
が，発酵によりその尿素が分解して生成したアンモニアの臭
いが強い．筆者は動物の死体の解剖やフォルマリン漬けの標
本を扱って長いので，嗅覚はほぼ麻痺しているのであるが，
それでもホンオフェの臭いはわかった．それほど美味しいと
も思わなかったが，せっかく出してくれたものなので筆者は
何切れも食べた．ただ，巡検のアシスタントを務めていた韓
国の大学院生ですら好きではないと言っていたので，変な気
をつかわなくてもよかったのかもしれない．
学会
学会は 10 月 26 日に，済州島の International Conference
Center で行われた．なお韓国地質学会の 70 周年記念大会との
同時開催であったため，口頭発表及びポスター発表の会場に
は IGCP 参加者以外に韓国地質学会参加者の姿も見られた．口
頭発表は基調講演 2 つの後で，堆積学・テクトニクスと古生
物学の 2 つの平行セッションに分かれて行われた．基調講演
の一つ目は，ソウル国立大学の Young Nam Lee 氏が，韓国白
亜系産出の恐竜の卵及び巣化石についてのレビューを行った．

図 4．Gyukpo 盆地で観察したペペライト．角礫化のした流紋岩の
間に液状化した堆積物が入り込み，網目状のテクスチャを呈し
ている．スケールは 10 cm．

事

2018 年 3 月

これらの化石の多くは現在 Lee 氏のグループを中心に進行中
であるが論文としてはまだ未公表であるそうなので，非常に
有益な最先端の情報を得ることができた．Lee 氏の講演の後
半の時間の大部分が，なぜかゴビ砂漠で彼らが発見した獣脚
類恐竜
の標本の話に割かれていたのはご愛嬌か．
続く安藤氏の基調講演では，岩手県に分布する久慈層群の
層序と堆積環境，及び他地域におけるデータとの組み合わせ
に基づいた白亜紀における日本島陸弧の位置や構造に関する
議論がなされた．その後筆者は主に古生物学セッションに参
加したが，発表トピックは，炭素及び酸素安定同位体比を用
いた恐竜の古生態学的推定，足跡化石や体化石に基づく地域
脊椎動物相，デカントラップ地域の花粉植物相，コケ植物化
石の分類と形態など，多岐にわたった．
筆者も発表したポスターセッションは 11 件で，かなりこじ
んまりとした印象であった．しかし，同じ会場で行われてい
た韓国地質学会のポスター発表者が訪れてくれたおかげでな
かなかの盛況であった．発表の多くは古生物学関連のもので
あったが，筆者のポスターには上述の Lee 教授の下で古脊椎
動物学を専攻している学生が何人か訪れたため，情報交換の
場にすることができた．
すべての学術発表の終了後に，本学会参加者は韓国地質学
会 70 周年記念祝賀晩餐会に招かれた．韓国地質学会は，日本
地質学会と日本地球化学会と学術交流協定を結んでいるため，
この祝賀会には両学会の首脳陣も招かれていた．
ポストシンポジウム巡検
10 月 27 日には，済州島中西部の巡検が行われ，Suweolbong
（水月峰）の火砕サージ堆積物や Jungmum Daepo（中文・大
浦）海岸の玄武岩の柱状節理帯などを観察した．どれも見ご
たえがあったが，個人的には最後に訪れた Seoguipo（西帰浦）
港付近の鮮新統 Seoguipo 層の堆積構造が最も興味深かった．
火砕サージ砕屑物が浅海の水面に降下して形成された堆積物
として解釈されているこの累層が陸上で観察できるのはこの
場所のみということであり（ Sohn and Yoon, 2010 ）
，韓国の
天然記念物に指定されている．残念なのは，説明の看板が立
てられた横で観察することができるのは，一辺が 1‒2 m 位の
転石を切り出したブロックが積み重ねられたもので，実際の
in situ の露頭の観察はほとんどできない状態になっているこ
とである．しかし，そのような転石ブロックの切り出された
表面において，クラインミングリップル葉理やフレーザー葉
理などの様々な堆積構造の典型的な例が観察でき，大変勉強
になった．巡検後の送別の夕食会は待ちに待った焼肉で，特
に参加した学生達は非常に喜んでいた．
おわりに
筆者は，アジアの白亜系を研究対象とする IGCP として 608
の前身にあたる IGCP507 の 2009 年学会で，微力ながら実行
委員として参加した．この IGCP507 は，主催校である熊本大
学の小松俊文氏の尽力により素晴らしい学会となったが，特
に小松氏の指導学生諸氏の気配りと活躍ぶりには大変感心し
たことを覚えている．今回の学会でも，巡検のリーダーであ
る Cheong 氏のラボの方々のサポートぶりは目を見張るもの
があった．特に巡検中は，人数確認（地質学者のさがか，フ
ラフラ勝手に観察に行ってしまう人が続出）やホテルのチェッ
クインなど，様々な巡検のロジスティクスを，二人のアシス
タントだけで全てこなしていた．IGCP の性格上，研究者は
様々な国から参加しており，ホテル宿泊料の支払い一つとっ
ても母国のクレジットカードが使えないなど，予想しないト
ラブルが起こる．それら一つ一つの問題について，嫌な顔一
つせずに対応していただいたアシスタントの方々には本当に
頭の下がる思いである．参加者にとっては楽しく有益な国際
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学会であるが，それを組織・運営する側の苦労を再認識した．
ちなみに今回の学会のビジネスミーティングで，本 IGCP608
の 1 年延長を提案することが決定された．これが了承されれ
ば，来年 2018 年の 11 月中旬にタイのコラート高原において，
第 6 回国際シンポジウムおよび野外巡検が行われることになっ
ている．
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對比地孝亘

学会記事
日本古生物学会（ 2017・2018 年度）
第 2 回定例評議員会議事録
日時：2018 年 2 月 1 日
（木）13：30 〜 18：00
場所：愛媛大学校友会館 2 階サロン
出席：真鍋会長，安藤，遠藤，平山，井龍，北村，小林，甲
能，近藤，前田，守屋，中島，奈良，西，大路，佐々
木，佐藤，重田，生形，矢部
欠席：天野（→安藤）
，入月（→矢部）
，Jenkins（→中島）
，間
嶋（→遠藤），松岡（→近藤）
書記：藤原，上松
事務局：吉崎

報告事項
常務委員会報告（中島）
庶務（中島）
1．常務委員の役職を以下の通りに決定した：庶務（中島
礼）
；国際交流（西 弘嗣）
；会計（生形貴男）
；行事（遠藤
一佳）；会員（北村晃寿）；渉外（西 弘嗣）；企画・広報
（ Jenkins Robert ）；PR（重田康成・佐藤たまき）；特別号
（井龍康文）
；
「化石」
（守屋和佳）
；電子ジャーナル（佐藤た
まき）；友の会（ Jenkins Robert ）；学会図書（北村晃寿）
；
自然史学会連合（佐々木猛智）
；地球惑星科学連合（西 弘
嗣）；分類学会連合（佐々木猛智）．
2．新潟大学旭町学術資料展示館より，企画展示「放散虫と
かたち」の後援依頼があり，これを許可した．
3．世界思想社教学社より，TPPSJNS の 1985 年〜 1990 年，
1993 年〜 1994 年の表紙画像の転載許可依頼があり，これ
を許可した．
4．北九州市立自然史・歴史博物館の大橋智之君から，アメ
リカ古脊椎動物学会第 77 回例会において発表するポスター

事
に学会ロゴの使用許可依頼があり，これを許可した．
5．Gajah: Journal of the IUCN/SSC AsESG のエディターの
Dr. Jennifer Pastorini から，Takahashi and Yasui（ 2017 ）の
要旨の転載許諾依頼があり，これを許可した．
6．NPO 法人地学オリンピック日本委員会より，第 11 回国際
地学オリンピックフランス大会（コートダジュール）での
日本人の成績報告（金 2，銀 2，国別順位 2 位）があった．
7．2017 年 8 月に給与支払事務所と雇用保険適用事務所を開
設した．今後はこれまで業務委託をしていた UniBio Press
を経由せずに事務局員への給与支払い，源泉徴収を学会事
務局が行う．
8．International Palaeontological Association（ IPA ）で定めら
れた 2017 年の国際化石の日（ 10 月 15 日，16 日）を周知す
る友の会イベントとして，誰でも参加できるウェブ上での
フォトコンテスト企画案「お菓子な形の放散虫」を，
InterRad XV と連動して実施し，優秀作品には賞品を贈呈
することを承認した．
9．第 167 回例会（愛媛）より，年会，例会の懇親会は成人の
みの参加とし，未成年者の参加は認めないこととした．た
だし，保護者同伴の未就学児についてはこの限りではない．
10．岡崎裕典君から依頼のあった，JpGU 2018 で提案が予定
されている「古気候・古海洋変動」セッション（代表コン
ビナ：岡崎裕典）を学協会認定することについて検討し，
これを承認した．
11．2018 年の IPA の役員改選（任期 4 年間）に向けて，本会
から推薦する候補者を検討していくこととした．また，IPC
6 の開催地には立候補しないという本会の意思を確認し，こ
れを IPA に明確に伝えることとした．
12．海大進化展実行委員会より，北九州市立自然史・歴史博
物館で開催される特別展「アクア・キングダム―スピノサ
ウルスと水に還ったどうぶつたち―」の後援申請があり，
これを許可した．
13．日本地球惑星科学連合 2018 年大会における古生物学会に
よる学協会セッションとして，既に承認された「古気候・
古海洋変動」セッションの他に，
「バイオミネラリゼーショ
ンと環境指標」
（代表コンビナ：豊福高志），
「地球生命史」
（代表コンビナ：本山 功），
「化学合成生態系の進化をめ
ぐって」
（代表コンビナ：Jenkins, Robert G. ）
，
「遠洋域の進
化」
（代表コンビナ：松岡 篤）の 4 セッションの認定を承
認した．
14．ORCID 学協会コンソーシアムへの参画希望票をコンソー
シアムワーキンググループに提出した．
15．日本地球惑星科学連合 2018 年大会のブース出展を申請
し，学協会デスク 5 に決定した．
16．兵庫県立人と自然の博物館より，25 周年記念フォーラム
「日本の恐竜時代を探る！」の後援依頼があり，これを承諾
した．
17．遺伝学用語改訂に係る日本分類学会連合の意見書につい
て，日本古生物学会としての暫定的な回答を真鍋会長から
日本分類学会連合へ送付した．
18．日本遺伝学会が提案している遺伝学用語改訂に係る日本
分類学会連合の意見書について，本会としての正式な回答
文を検討，作成し，真鍋会長から日本分類学会連合に送付
することとした．
19．Island Arc Editorial Advisory Board の委員について，前
田前会長に代わり，真鍋会長を選出することとした．
行事（遠藤）
1．2017 年年会（北九州）は一般会員・非会員 218 名，学生
会員 33 名，友の会会員 15 名が参加，収入計 1,334,000 円（参
加 費 1,171,000 円 ， 予 稿 集 販 売 13,000 円 ）， 開 催 補 助 金
150,000 円となり，支出計 415,836 円，学会への返納額は
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