
写真１　大隈講堂前での記念撮影．

平洋域の統合対比に向けて」と題する，氏の

研究を総括する話を聞くことができた．平野

先生が主催したIGCP434の第１回国際シンポ

ジウム（2000年１月，早稲田大学国際会議場）

の際には，プログラム確定後に講演がキャン

セルされていただけに，14年ぶりのIGCP早

稲田集会での招へい講演となり，平野先生に

聞いていただきたかった．

３日間のシンポジウムでは，以下の６つの

セッションで44件の口頭講演が行われた．

１）海洋無酸素事変諸現象：アジア－西太平

洋域地層記録からの貢献（９件）

２）生物相進化：アジア－西太平洋域の動物

相・植物相（微小動物相：10件）

３）アジアの白亜系ジオパーク（３件）

４）陸－海リンケージ：対比・堆積・古環境

（10件）

５）テクトニクスと古環境：アジア－西太平

洋域（４件）

６）生物相進化：アジア－西太平洋域の動物

相・植物相（大型動物相：８件）

一方，ポスターセッションは，以下の３つ

のセッションで計37件の発表があった．３日

間掲示したまま，２日目と３日目の13:00～

14:00に各１時間のコアタイムを設けること

にした．

１）陸－海リンケージ：対比・堆積・古環境

（16件）

２）生物相進化：アジア－西太平洋域の動物

相・植物相（16件）

３）アジアの白亜系ジオパーク（５件）

個々を詳しく紹介する紙数はないが，３つ

ほど紹介したい．
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The Second International Symposium of

IGCP608“Cretaceous Ecosystems and

Their Responses to Paleoenvironmental

Changes in Asia and the Western Pacific”

◆シンポジウム◆
2013年３月に採択され活動２年目となる

IGCP（地質科学国際研究計画）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」（2013－2017）の，第２回国際シ

ンポジウムが，このほど2014年９月４～６日

の日程で，早稲田大学大隈講堂で開催された

（写真１）．

これには，海外39名，国内45名の計84名の

登録参加者があり，実行委員会のスタッフを

合わせると約100名を超える盛況であった．

参加者は日本を含め13か国におよび，女性26

名，大学院学生15名を数えた．第１回集会の

開催国インドからは10人に及んだ．

初日の９月４日（木）午前は，井龍康文

日本地質学会会長の歓迎挨拶のあと，安藤が

IGCP608の活動と今回のシンポジウムの意義

を紹介する開会挨拶を行った（写真２）．本

学会元会長の岡田博有先生が東アジアの白亜

系をテーマとするIGCP350（1993-1998）を

始められて以来20年におよぶ，東アジア白亜

系IGCPの歴史（IGCP350-434-507-608）を示

した後，本年５月に急逝された実行委員会副

委員長の平野弘道早大教授（IGCP434リー

ダー：1999-2004）に黙祷を捧げた．基調講

演はJames Haggart（カナダ地調）氏に依頼

することができ，「北米太平洋岸域の白亜系

の化石層序・古環境・テクトニクス：環北太

海洋無酸素事変（OAE）のセッションで

は，北海道蝦夷層群の白亜系を中心に海洋無

酸素事変の先駆的研究をされた平野先生の追

悼の意義を込めて，最新の研究成果が披瀝さ

れた．フランス，北米西海岸，中東ペルシャ

湾域，ニュージーランドでのケーススタディ

も紹介され，日本の研究者を中心に，全球的

な視点からOAE研究が取り組まれている様

子が把握できた．

アジアの白亜系ジオパークセッションは口

頭３件，ポスター５件と小規模であったが，

日・韓・加の最新の活動紹介を含み，

IGCP608のメンバーが活躍する様子がわかる

臨場感のあるセッションとなった．特に，

Haggart氏が紹介したカナダのTumbler

Ridge Aspiring Geoparkは９月19-22日に開

かれた第６回世界ジオパーク会議で世界ジオ

パークとして承認されている．また，高木秀

雄氏の講演では，UNESCOのプログラムで

あるIGCPとGeoparksがIGGP（International

Geosciences and Geoparks Programme）と

して統一されることになったという最新情報

も披瀝された．

ポスター・セッションでは，廊下やロビー

に配置されたボード前で熱心な討議がされた

が，日・韓で計16名もの大学院学生の発表が

なされたのは特筆すべきであろう．（写真３）．

初日（９/４）の歓迎パーティーは，キャ

ンパス内にあるリーガロイヤルホテル東京

で，３日目（９/６）の送別パーティーは学

内の大会議室でいずれも立食形式で行われ

た．シンポジウムの開会セッションも含め，

余興として早稲田大学の学生サークルによる

力強い演奏・歌声に加え，迫真の踊りも披露

され，外国からの参加者だけでなく，皆が魅

了された．

シンポジウム２日目の夕方には，各国の地

域リーダーによるBusiness Meetingが持た

れ，会議録論文出版に向けての日程や，2015

年の第３回および2016年の第４回集会の日程

等が議論された．

今回のシンポジウムは，国内外の諸学会の

日程や会場の都合を考慮した上で，日本地質

学会年会直前での開催日程を決めたが，結局，

ヨーロッパで行われた国際学会が２つ，近接

あるいは重なってしまい，何人かのメンバー

は参加を見合さざるをえなかった．出席日程

の設定の難しさを痛感させられた．

次回のシンポジウムは，中国瀋陽にある瀋

陽師範大学でSun Ge教授をホストとする，

第12回中生代陸成生態系国際シンポジウムと

共催で行われる．８月16～18日がシンポジウ

ム ， 巡 検 が ８ 月 1 9 ～ 2 2 日 で 遼 寧 省 の

Zhaoyang及びBenxi 地域とのことである．

第１回Circularは本年12月頃に配布されるこ

とになっている．多くの日本人研究者の参加

を期待する．

今回の集会にあたって，日本地質学会には

学協会・研究会報告

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2回国際シンポジウム（東京・早稲田大学）

安藤寿男（茨城大学理学部）

安藤卓人（北海道大学大学院・理学院・博士後期課程）
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ンプ堆積物）も近くで観察することは難し

かったが，その後海岸に降りて磯合層のター

ビダイト砂岩や土石流堆積物を観察できた．

ホテルニュー白亜紀という施設もあることか

ら，いかにひたちなか市が白亜紀層への愛着

を持っていることに感心しつつ，宿泊先の北

茨城市に向かった．

３日目．午前中は前日の夜にお世話になっ

た五浦観光ホテル大観荘からほど近い五浦海

岸に分布する中新統高久層群とその上位の多

賀層群を観察した．五浦海岸の高久層群九面

層は化学合成群集の二枚貝化石が観察できる

ため，メタン冷湧水域の環境を示す堆積相で

あると考えられている．五浦観光ホテル本館

南側の庭園の置石はこの九面層の転石であ

り，貝化石を詳細に観察できた．海岸の地層

を観察した後は，岡倉天心が設計したという

六角堂を訪れた．六角堂は東日本大震災の津

波被害によって消失したものの，１年後に修

復された茨城大学五浦美術文化研究所内にあ

り，ジオサイトの一つとなっている．

午後は福島県いわき市に向かい，いわき市

石炭・化石館といわき市アンモナイトセン

ターに行った．石炭・化石館では多くの化石

展示と炭坑が再現された施設に感動し，アン

モナイトセンターでは丁寧に表面がクリーニ

ングされたアンモナイト多産層の全面露頭を

観察し，センター脇の体験発掘用露頭で化石

採集を行なった．今回は双葉層群足沢層から

はアンモナイトを見つけられなかったが，私

はコニアシアン階の示準化石であるイノセラ

ムス・ウワジマエンシスをお土産にできた．

最終日は見事に晴れ，広野町からいわき市

北部に分布する白亜系双葉層群の露頭を観察

できた．最初のStopでは双葉層群最下部の足

沢層浅見川部層と基底花崗岩の不整合面を観

察した．川沿いの小さな露頭ではあったが，

双葉層群の成因を考察する上で重要な場所で

あると感じた．続いて，太陽光発電所そばの

崖を形成する大露頭に訪れた．ここでは双葉

層群の笠松層と玉山層，上位の始新統白水層

群石城層を観察した．玉山層の砂岩と石城層

の礫岩との間の不整合は非常に明瞭で，その

左から，写真２　安藤の開会挨拶．写真３　ポスターセッション

左から，写真４　巡検１日目午後　銚子市長崎鼻　銚子層群長崎鼻層．写真５　巡検２日目午前　産業技術総合研究所地質標本館前

いにくの雨で最初の黒生港周辺の海鹿島層の

礫岩と基底のチャートはなんとか観察できた

ものの，次の君ヶ浜層は高潮と大雨のために

観察できなかった．昼食後，気を取り直して

小雨の降る中，銚子ジオパークのハイライト

の一つである，犬吠埼灯台の断崖を構成する

犬吠層を観察した．ここでは非常に明瞭でダ

イナミックなハンモック状斜交層理を観るこ

とができ，これには外国人参加者を含め参加

者一同感動しているようであった．その後は

雨も止み，銚子層群最上位の長崎鼻層の砂岩

層とさらに上位の中・鮮新統名洗層の礫岩由

来の転石を観察した（写真４）．悪天候では

あったが地元である銚子市における白亜系の

重要性を再認識できた．夜は銚子市長や銚子

市在住の化石愛好家・山田勝彦さんや千葉科

学大学の安藤生大先生らも交え，銚子マリー

ナにある千葉科学大のカフェ・マリーナにて

パーティーと勉強会が催された．外国人参加

者は山田さんからサメの歯（現生）をプレゼ

ントされ満足げであった．

２日目．曇り空の中，午前中は茨城県つく

ば市に移動し産総研地質標本館へ向かった

（写真５）．つくば市には何度か来たことが

あったのだが，標本館には立ち寄ったことが

なかったので，今回館内をまわれて良かった．

休館日にもかかわらず開錠して下さった館長

の利光氏や標本館の職員方々に感謝したい．

午後は，ひたちなか市那珂湊の平磯海岸に

て，白亜系那珂湊層群を観察した．しかし，

またしても高潮で最初の平磯層の泥岩は，海

岸沿いの露頭に降りて観察することができな

かった．続く磯合層の清浄石と畜生岩（スラ

共催を承認いただき，geo-Flashや日本地質

学会News等での広報にご協力いただいたこ

とに感謝したい．日本古生物学会，日本堆積

学会，産業技術総合研究所地質調査総合セン

ター，日本ジオパークネットワーク，早稲田

大学教育学部および地球科学教室，同大学国

際教養学部，茨城大学には，共催もしくは後

援をいただいた．また，東京地学協会，J-

DESC，井上科学振興財団をはじめ多くの企

業からも支援をいただいたので深謝申し上げ

る．

最後に，今回の集会は，安藤を委員長とし，

太田　亨（早稲田大・教育）氏を事務局長と

する総勢12名で実行委員会を組織し運営にあ

たった．太田氏をはじめ，村上瑞希（早稲田

大・教育），守屋和佳（金沢大）氏らを含め

た若手の活躍と，平山　簾（早大国際教養）

氏および早稲田大学の学生諸氏の協力なくし

て，成功は望めなかったことは間違いない．

実行委員会の皆さんにお礼申し上げたい．

（安藤寿男）

◆地質巡検◆
シンポジウム終了後，９月７～10日の４日

間，巡検が開催された．銚子層群・那珂湊層

群・双葉層群まで千葉県・茨城県・福島県の

太平洋沿いの白亜系の地層を主に対象とした

今回の巡検は，私にとって価値あるものと

なった．

初日は，千葉県銚子市に分布する銚子層群

とその下位の愛宕山層群のチャートを観察し

た．実は銚子市は私の故郷と隣接しており，

懐かしみながらの参加となった．しかし，あ
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と比べ植生や民家で覆われてしまっていたも

のの，ハンモック状斜交層理などを観察でき

た．その後，長時間のバス移動を経て，高田

馬場駅前で雨の降る中での解散となった．

今回の巡検では案内者・主催者である茨城

他にも様々な堆積構造を観察することができ

た．その後，「海竜の里」にて昼食をすませ

た．敷地内の巨大なブラキオサウルスの滑り

台は衝撃的で，パキスタン人の参加者はこの

ような施設を母国にも造りたいと興奮して

語っていた．最後のStopは巡検案内書の写真

大学の安藤先生とその学生の方々，早稲田大

学の平山先生と太田先生，富山大学の柏木健

司先生，そして巡検参加者の方々には非常に

お世話になった．この場を借りて感謝したい．

（安藤卓人）

国際ゴンドワナ研究連合（IAGR）2014年総会及び
第11回ゴンドワナからアジア国際シンポジウム参加報告

吉田　勝１・角替敏昭２・齋藤陽介２・飯沼美奈子２・小林愛理３・高村悠介３

（１ゴンドワナ地質環境研究所　２筑波大学生命環境科学研究科　３筑波大学地球学類）

写真１　会場の国際会議センターホテル
表題の会が９月19日から21日にかけて北京

の中国地質大学（CUGB）で行われた．シンポ

ジウムトピックスは１．Secular Evolution of

Earth: Supercontinents, life and Environment;

２. Gondwana to Asia; Orogenic Belts,

Correlations and Connection; ３. Metallogeny;

４. Geophysical Imaging of Continents and

C r a t o n sで，前回と同様にIGC P - 5 9 2

（Continental Construction of the Altaids）

とIGCP-628（The Gondwana Map Project）

も参加していた．シンポジウムの後22日から

24日にかけて原生代後期Damiao火成複合岩

体の野外巡検があったが筆者らは参加しな

かった．

CUGBは1950年代に北京周辺の４国立大学

の地質学教室を統合して発足した中国の地質

学教育を代表する大学で，17学部に所属する

教員約1000人，学生約8000人と大学院生約

6000人であり多分世界最大の地質学大学であ

ろう．北京市北東の教育・研究エリアにあり，

約400,000m2の広いキャンパスの中には，新

旧の10～20階前後のビルが林立している．そ

のビルの多分半分以上は，学生の99%以上が

住んでいるという寄宿舎ビルである．その中

のひときわ立派なビルが国際会議センターホ

テルで，IAGR総会・シンポジウムその他の

関連の会議や行事は参加者の宿舎も含め，す

べてここで行われた．

会議参加者は全部で105人前後，内訳は中

国（46人），ロシア（17），オーストラリア

（10），日本（６），インド・韓国・米国（各５），

ルーマニア（３），カナダ・英国（各２），台

湾・ドイツ・キルギス・カザクスタン（各１）

であった．共催参加のIGCP-592関係で，ロ

シアとその周辺国からの参加者が多かった．

他にCUGBの学生ら数十人が未登録で傍聴に

来ていたようだ．

シンポジウムは200人ほど収容の大会議場

ですべての発表が行われ，会議場の後方には

ポスター会場が設置されていた．会議場入り

口前のロビーはティーとランチブレークの場

所となっており，宿泊も含めてなかなか便利

でわかりやすい設営であった．

９月19日は参加者登録，ポスターの添付作

業とアイスブレーカーパーティーであった．

受付はCUGBと筑波大学の女子学生たち６人

だけで，てきぱきとこなしていた．

20日９時からの開会式は，IAGR事務局長

M. Santosh，CUGB評議会議長H. Wangと大

会組織委員長X. Wan

らの挨拶など約20分

間で終わり，10分間

のティーブレークを

経て講演に移った．

この日の講演は15分

間の一般講演14題が

数題づつ４回のセッ

ションに分けて行わ

れ，それぞれのセッ

ションの前には基調

講演（下記の５題，

各30分）があった．

R. D. Nance, J. B. Murphy, Origin of the

Supercontinent Cycle.

J. G. Meert, Lonely Wanderers and

Gondwana.

M. Brown, Proterozoic vs Phanerozoic

Geodynamics and Speculations on the

Supercontinent cycle.

S. Wilde, Terminal Events in the Eastern

Segment of the Cnetral Asia Orogenic

Belt.

Bor-ming Jahn et al., Sr-Nd-Hf Isotopic

Characterization of Granitoids in

Accretionary Orogens of Asia and

Implications for Crustal Development.

講演の後18時30分からは晩餐会・懇親会が

あり，2013年Gondwana Research Best Paper

の発表と表彰がありイタリアのS. Zanchetta

ら, The Record of the Late Palaeozoic

Active Margin of the Palaeotethys in NE

Iranが受賞し，満場の祝福を受けた．引き続

いてIAGR役員会が別室で行われ，2013年度

経理報告や来年の大会予定地の提案が承認さ

れた．

21日は９時から講演17題がティーブレー

ク・ランチブレークをはさんで４セッション

で行われた．そのうち基調講演は以下の６題

であった．

A. S. Collins et al., Detrital Zircon and

Muscovite Provenence: Constraints on

the Evolution of the Cuddapah Basin,

India.

N. M. W. Roberts, C.J. Spencer, Evolution of

the Continental Crust: Insights from

the Zircon Record.写真２　登録デスクの女学生たち，中央は吉田とM. Santosh




