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はじめに 
                                帝塚山高校 近池 日出夫 
 
 5年に 1度（原則）の奈良県理化学会地学部会主催の海外巡検、韓国（第 1回）・ハワイ（第 2回）・
西オーストラリア（第 3回）に続き、今回の第 4回は中国で実施された。私は第１回の韓国には参加で
きなかったが、ハワイから参加させてもらった。毎年の国内の巡検でも随分学習させてもらったが、海

外巡検の場合は、事前や事後の研修も含めると、質・量ともに広範にわたり、心に残ることも多かった。

巻頭言の書き方としては、適切ではないかもしれないが、皆で事前研修したこととは別に、個人的に自

分で調べてみたことと事後に調べてみたことから書き始めることをお許し願いたい。 
 事前に気になっていたことが１つあった。2006年夏、福井県立恐竜博物館で、「恐竜以前―エデイア
カラの不思議な生き物たち」という名の特別展がオーストラリアを中心にロシアやナミビア、カナダか

らの出品も併せて実施されていた。中国からの展示は何も無かったが、購入した冊子に、８～６億年前

の間に２回以上あったと言われている全球凍結直後の化石として「ドウシャンツオ（最古の左右相称動

物？）」と書いてあった。澄江（チェンジャン）とそれに先立つ小殻化石ＳＳＦ（small shell fossil）は
カンブリア紀の初期のところに記載されていたが、その間は空白になっていた。1 年後の中国巡検を前
に、「ドウシャンツオとはどのあたりなのだろうか？近ければ、コースに入れることはできないだろう

か？」などと考えた。 
 その後、「地球史がよくわかる本：川上紳一、東條文治共著」Ｐ．２４６コラム欄にも「ドウシャン

ツオ層」の胚化石が登場。5億７０００万年前に既に多細胞生物が出現していた証拠と記載されていた。
２００７年 7 月、岐阜県博物館特別展「恐竜と生命の大進化―中国雲南 5 億年の旅―」（四日市の特別
展と同じ内容なので、事前研修で蒲郡にある「生命の海科学館」の帰路、立ち寄られた方はご存知であ

る）で行われた講演会のあと、川上先生にお尋ねしたが、正確なことはご存知なかった。 
 同じ 7 月、「中国にみる先カンブリア代―カンブリア紀境界」というタイトルで、２００５年のカン
ブリア紀の国際会議後、チェンジャンの地層見学会に参加された神奈川大学の 宇佐見 義之 准教授

（数理生物学）の無題ドキュメントという記事に接することができた。記事中、澄江（チェンジャン）

と紹介されていた巡検地は、実は、昆明の南の填池の西岸にある海口の南「梅 村」（メイスカン）付

近。http://www.phys.kanagawa-u.ac.jp/~usami/で「無題ドキュメント」を検索されればよい。現地の
写真や図表（拡大可能）などがあり、素人の私などには分かりやすくオススメである。中国には、想像

以上に先カンブリア－カンブリア紀境界の地層が広範に分布しており、様々な化石が多数発掘されてい

ることが分かった。三相称の生物が登場したことも知った。 
 中国の国内の地図の入手には苦労したが、下記のインターネットで、地名等をある程度まで知ること

ができる。http://map.china.com/ 
 
 さて。出発直前、昆明付近では、雨が降り続いており、気温が低いので防寒着の準備が要る事、停電

が多く、澄江の研究所の展示室では懐中電灯が要るかもしれないことの連絡が入った。覚悟をして出発

した。 
 巡検前半の核心である澄江の帽天山（中国科学院南京地質古生物研究所澄江研究室）では、停電も無

く、無事見学を終えた。見学後、入口で勧められた「動物世界の黎明」（陳均還著２００４年発行”The 
Dawn of Animal World"）という分厚い書籍を購入し、帰国後、中国語を読むこともできないのに図や
写真と知っている漢字とを眺めながら、調べてみた。この本によると、５億８０００万年前の全球凍結

終了後、初期の動物は４つの段階を経たという設定になっている。 
第１ステージ： 安大輻射（貴州 安ドウシャンツオ層）の幼虫と成体化石の時代。 
第２ステージ：エデイアカラ生物群の登場と絶滅。 
第３ステージ：梅 村生物群が登場。 
第４ステージ：帽天山生物群の登場。 

 １９９７年貴州省 安 山 組（ドウシャンツオ）で発見された５億７０００万年前の胚化石が翌９

８年ワシントンポスト紙に報道された。１９９９年６月、澄江で動物多様性起源国際会議で、多数の参

加者に認知されたとのことである。様々な生物が顕微鏡レベルでも登場するので、中国語が分からなく

ても、視覚的に結構楽しめる本である。 
 ついでに、今世紀に入ってからのニュースはないだろうかとインターネットで探してみた。中国の「地

質学報」「科学通報」「中国科学院院報」「地質通報」には、英文版があり、関連記事を検索すれば、ア

ウトラインの一端に触れることはできる。２０００年～２００４年あたりにかけては、（Doushantuo 
Formation）ドウシャンツオ層の化石についての記事が多い。２００５年頃からは、Yangtze Gorges area
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（揚子江三峡ダム地域？）のドウシャンツオ層の化石についても記事を見ることができる。改めて、広

大な中国には、震旦紀（Sinian）の生物群が未発見のまま眠っていることに、門外漢の私ではあっても、
想いが拡がった。 
 
 さて、今回はその中国に、何度も研究に訪れてこられた大阪市立大学の八尾 昭 教授に出発から解

散までを通して同行・御教示を願うことができるという幸運に恵まれた。特に八尾先生のおはからいで、

北京大学の 劉 建波 先生には２日間にわたり、巡検指導と北京大学地質陳列館での見学。更には化

石の送付に到るまでお世話になることができた。また、中国科学院古脊椎動物・古人類研究所の見学に

も格別のご配慮を戴くことができた。このような機会を再度実現することはできない。先生には、事前

の学習段階から事後に到るまでお世話をかけっぱなしであった。心から感謝の意を申し上げたい。 
 また、事前学習の資料を準備し、レポートしていただいた南浦先生。巡検準備と事後資料作成のお世

話を頂いた肥塚先生・中尾先生にもお礼を申し上げたい。肥塚先生が、過去何度か、中国に行かれたこ

とは伺っていたが、清華大学へも行っておられた事など、今回、初めて知ることができた。従来の巡検

では、事後に冊子を作成していたが、今回は思い切ってＣＤ（ＤＶＤ）の形で残すことにした。中尾先

生には多大なご負担をおかけしている。国際交流サービスの辻田さんにも大変お世話になった。一般の

観光旅行とは違う私たちの巡検。オーストラリアの時の旅行社の添乗さんは「こんなところに泊まるの

は初めて。こんなツアーは初めて・・・。」だったが、さすが中国通の辻田さん。独特の味を発揮され

た。 
 最後に、様々な立場からご参加頂いた全員の方々に厚く御礼を申し上げたい。幸い、心配した天候も

好天に恵まれたが、他方、途中で体調をくずされた方もあった。楽しい旅を続けるために、辛さをこら

えてご配慮を頂いた時もあったと思う。限られた日程で、もっと他の場所にも行きたいご希望もお持ち

だったに違いない。全日程がスムーズに運ぶようご協力頂き有難うございました。 
  
(文中において、中国文字に変換できなくて、空白となっているところがあります) 
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奈良県高等学校理化学会地学部会 

海外巡検(中国) 

２００７年８月５日(日)～８月１１日(土) ７日間 
 

 

第１日目  ８月５日（日）      

 10:03 関西国際空港 発  日本航空(ＪＬ)６３７便・機種ﾎﾞｰｲﾝｸﾞＢ767-300 

 11:05 杭州蕭山空港 着 ＊日本語ガイド呉惠萍さん(MS)出迎え 

 11:42 杭州蕭山空港 発 

 12:33-14:15 浙江自然博物館 

 14:40-15:08 西湖天地 

 15:11-15:50 清河坊 ＊フリータイム 

 16:22 杭州蕭山空港 着 ＊空港ﾀｰﾐﾅﾙ内のレストラン「嘉溢閣」にて夕食 

 19:50 杭州蕭山空港 発 中国南方航空(ＣＺ)３２６６便・機種ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ B737-300/500 

  (定刻 18:45 のところ航空管制の為、出発が遅れる) 

 22:00 桂林両江空港 着 ＊日本語ガイド 黄超さん(MR)出迎え 

 22:25 桂林両江空港 発 

 22:57 桂林賓館 着 

＜宿泊：桂林／桂林賓館＞ 

 

 

第２日目  ８月６日（月） 

 08:04 ホテル出発 

 08:35 漓江下りの「竹江」船着場 着 

 09:00 遊覧船「桂林２号」で漓江下り 

 10:40 遊覧船内で昼食(バイキング) 

 11:30 興坪 到着 ＊カートに乗り、バス駐車場へ 

 11:54 バス発車 

 12:52-13:02 葡萄鎮にて写真タイム 

 13:40-13:55 自由市場で果物を買う(黄皮果、龍眼など) 

 14:16-14:36 叙福楼ショッピングセンター(トイレ休憩) 

 14:55 桂林両江空港 着 

 16:38 桂林両江空港 発 中国南方航空(ＣＺ)３２４７便・機種ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ B737-700/800 

 17:50 昆明空港 着 

 18:28 昆明空港 発 ＊日本語ガイド 王暁棣さん(MR)出迎え 

 20:05 ホテル「禄豊賓館」着 ホテル内レストランにて夕食 

＜宿泊：禄豊／禄豊賓館＞ 
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第３日目  ８月７日（火） 

 08:20 ホテル出発 

 08:25-09:32 禄豊恐竜国家地質公園博物館、恐竜化石や陶磁器陳列を見学 

 09:52-11:00 大洼�恐竜山展示館 

 11:05 バス出発 

 11:22-11:34 ホテル「禄豊賓館」に立ち寄り、お弁当積み込み、トイレ休憩 

 13:24-13:37 「呈貢」サービスエリア トイレ休憩 

 15:06-17:00 澄江の中国科学院南京地質古生物研究所 

  澄江古生物研究站 展示館で澄江動物化石群の見学 

 17:15-17:52 帽天山付近の地質(燐鉱)見学 

  撫仙湖 湖畔のホテル「象山賓館」着 ＊ホテル内レストランにて夕食 

  ＜宿泊：澄江／象山賓館＞ 

 
 
第４日目 ８月８日（水） 
 08:20 ホテル出発   

 09:49-11:40 雲南旅遊学校内の「昆明地質学校博物館」を見学 

 12:15-13:05 昆明市内のレストラン「雅苑」にて昼食 

 13:12-13:55 雲南民族茶道館にてお茶の試飲とショッピング 

 14:03 昆明空港 着 

 15:10 昆明空港 発 中国東方航空(ＭＵ)５７０５便・機種ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ B737-300 

 18:15 北京空港 着 ＊日本語ガイド韓信淑さん(MS)出迎え 

 18:52 北京空港ターミナル地下 1階のレストラン「華園」にて夕食 

 19:55 北京空港 発 

 21:13 ホテル「八達嶺荘園飯店」着 

  ＜宿泊：北京／八達嶺荘園飯店＞ 

 

 
第５日目 ８月９日（木） 

 08:30 ホテル出発 

 08:40-10:03 万里の長城 八達嶺 ＊北京大学の劉建波先生と合流 

 10:57-11:33 昌平区徳勝口 ＊３４億年前の片麻岩と１８億年前のオルソコーツアイトの不整合を見学 

 11:56-12:45 昌平区南口の金殿レストランにて昼食 

 13:15-14:03 東台 ＊１２億年前のストロマトライト採集 

 15:16 門頭溝区下葦甸 ＊８億年前の青白口系と５､３億年前のカンブリア系の不整合 

       線路に沿って歩いてカンブリア系の石灰岩を観察 

 16:30 バス出発 

 17:47 北京前門建国飯店 着 

 18:30 ホテル内レストランにて夕食(バイキング) 

 19:30-20:40 ホテル内「梨園劇場」にて京劇鑑賞 

＜宿泊：北京／北京前門建国飯店＞ 4



第６日目 ８月１０日（金） 

 08:02 ホテル出発 

 09:13-10:53 北京大学地質陳列館 ＊地下室では魚竜や海ユリの見学。化石の購入 

 11:26-12:41 中国科学院古脊椎動物 古人類研究所 

 12:57-13:44 レストラン「江南賦」にて昼食 

 14:40-16:27 周口店遺址博物館、北京猿人遺址 

 17:43-19:13 北京ダックの専門店「全聚徳烤�鳴店」方庄店にて夕食 

 19:28 ホテル「前門建国飯店」着 

＜宿泊：北京／北京前門建国飯店＞ 

 

 
第７日目 ８月１１日（土） 

 08:06 ホテル出発 

 08:16-09:43 北京自然博物館 着 (8:30 開館) 

 10:15-11:00 北京友誼商店 

 11:40 北京首都空港 着 

 14:15 北京首都空港 発 日本航空(ＪＬ)７８６便 機種・ﾎﾞｰｲﾝｸﾞ B767-300 

 17:50 関西国際空港 着 

 

 

作  成：（株）国際交流サービス  辻田  順一 ＴＥＬ：（０６）６２６３－７８５５ 
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中国巡検 2007 で垣間見た中国の地質 
 

八尾 昭 
（大阪市立大学大学院 理学研究科 地球学教室） 

 

 

1．はじめに 

 

私は 1987 年以来，毎年 1~2 回程度中国を訪れ，いろいろな地域の地質を調査してきました．私

が中国で地質調査するのに二つの目的があります．一つは日本列島のルーツを探ることであり，も

う一つは古い地質時代の地球環境変動を復元することです． 

私は大学の卒業研究（奈良教育大学 1966 年度）以来，日本列島の生い立ちを古い時代（古生代・

中生代）にさかのぼって調べています．日本列島には，古くは原生代から古生代・中生代および古

第三紀にかけて形成された地層や岩体が基盤岩類として複雑に分布しています．この基盤岩類を覆

って，被覆層として新第三紀－第四紀の地層や岩体も分布しています．日本列島が現在のような列

島（島弧）になったのは，新生代新第三紀中新世前期のおよそ 2000 万年~1500 万年前頃です．そ

れより前の古第三紀および中生代ジュラ紀－白亜紀当時は，日本列島はアジア大陸の一部としてそ

の東縁に位置して，太平洋との狭間で変動帯として成長してきたと考えられます． 

しかしながら，アジア大陸が出来上がったのは中生代三畳紀新世頃と考えられますので，それ以

前の古生代や原生代には大陸配置はどうなっていたのか，日本列島の基盤を構成する原生代や古生

代の地層や岩体は，どこで，どのように形成されたのかなど，今なお謎がいっぱいです．日本列島

の生い立ちを調べるにあたって，日本列島内を調べているだけでは不十分であり，隣国の中国・フ

ィリピン・北朝鮮・韓国・ロシアなどの地質も知り，それらとの関係も考える必要があります．と

くに日本列島のルーツを明らかにするには，関係深い中国の地質を知る必要があります．これが中

国に出かけて調査している第一の目的です． 

第二の目的は，古い時代の地球環境の変遷史を編むことです．ジュラ紀中頃以降から現在までの

地球環境の変化は，大洋底堆積物の研究などからかなり明らかになっています．しかし，ジュラ紀

古世以前の地層は大洋底には存在しません．なぜならジュラ紀古世以前の古い海洋プレートはすべ

て大陸プレートの下に沈み込んでしまっているからです．そのため，ジュラ紀古世以前の地球環境

を知るためには大陸プレート上の堆積層や大陸プレートの周りに発達する古い時代の付加体を研

究することが重要となります． 

日本列島の基盤を構成する古い時代の地層はおもに付加体です．付加体は，海洋プレートが大陸

プレートの下に沈み込む際に，海洋プレート上にあった堆積層がはぎ取り作用や底付け作用によっ

て大陸プレートの前縁に付加したものです．海洋プレート堆積層には，遠洋域深海底堆積物である

チャート層や，半遠洋域の珪質泥岩層，海溝域の砂岩・泥岩層，海山の緑色岩類（玄武岩や玄武岩

質の火砕岩類）や海山上の石灰岩層が含まれ，これらが様々な産状（整然相，破断相，メランジュ

相）で付加体を構成しています．よって，付加体の堆積層およびそれに含まれる化石から海洋域の

古環境が復元されます． 

いっぽう，中国には原生代から中生代にかけての大陸上の浅海域で形成された堆積層があまり変

形を受けないで広く分布し，その中には化石も豊富に含まれます．とくに古生代と中生代の境界

（P/T 境界）をまたいでの地層は，世界広しといえど南中国で最もよく残されています．他にも模

式的な層序断面が中国には多数あり，世界的に注目されています．このような保存の良い層序断面

および産出化石から地球環境変動の記録が連続的に読み取れるのです．日本列島の付加体と中国の

浅海域堆積層から得られる古環境情報を比較しながら地球環境の変遷史をひも解くことを目指し

ています． 

今回，奈良県理化学会地学部会の海外巡検 2007［中国］に同行されていただく機会を得ました．

中国の地質や地球環境変遷に関して私の知識や経験の一部を，現地でお話させていただきましたが，

時間的制約などから十分ではありませんでした．それを補足する意味でも，各地域の地質概説を記

し，重要と思われる項目に関しては解説を加えるなどして，私なりの巡検まとめとして，ここに報

告いたします． 
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2．中国の地質概要 

 

（1）変動帯と地塊 

中国の国土は日本の約 25 倍もあって，とてつもなく広いというのが第一の実感です．地質学的

にみれば，日本列島がもっぱら古生代以降の変動帯（主として付加体）で構成されるのに対して，

中国には変動帯の他に，地塊が広い面積を占めています．地塊（ないしはプラットフォーム）は，

始生代－原生代前期の火成岩・変成岩類を基盤岩類として，その上位に浅海成・陸成堆積層が発達

するような地域であり，変動帯にとりかこまれるように分布しています（第 1 図）．地塊では，原

生代前期末以降の堆積層があまり変動も受けずに安定的に残されていることから，地塊は「安定地

塊」とも呼ばれます． 

 
第 1図 東アジアの地体区分（八尾，2000 を改変） 
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 3 

中国の代表的な地塊は，中朝（Sino-Korea），揚子（Yangtze），タリム（塔里木; Tarim），カタ

イシア（華夏; Cathaysia）の４地塊です．中国の中央部を東西方向に延びる秦嶺（Qinling）帯の

北側に中朝地塊，南側に揚子地塊があり，揚子地塊の南東側にカタイシア地塊が位置しています（第

1図）． 

中朝地塊は，主に黄河中・下流域および北朝鮮の範囲を占めています．始生代－原生代前期の火

成岩・変成岩類からなる基盤岩類と原生代中期以降の堆積岩類で構成されます．ただし，原生代後

期の地層とカンブリア系の間，オルドビス系と石炭系の間には大きな層序間隙があって，それぞれ

不整合で接しています．これより上位の砕屑岩層は主に陸域で堆積したもので，ジュラ紀－白亜紀

の陸成層には火砕岩層が挟まれ，ジュラ紀‐白亜紀の花崗岩類がほうぼうに貫入しています．以上

のように中朝地塊の地質の特徴は顕著な不整合がいくつもの層準に見られることです． 

揚子地塊は，主として揚子江とその上流域の範囲を占めています．始生代後期－原生代前期の火

成岩・変成岩からなる基盤岩類，原生代中期以降の堆積岩類で構成されます．そのうち原生代末か

ら三畳紀にかけての浅海成堆積層は，砕屑岩層・炭酸塩岩層で構成され，一連の層序関係をよく残

していて，また，化石を豊富に含んでいます．このような地質学的特徴から，多くの層序学的研究

や古生物学的研究が進んでいます．とくにペルム系－三畳系は層序学的連続性が良好であることか

ら，ペルム系／三畳系(P/T)境界の研究にとって世界的に重要な研究対象となっていて，多くの重

要な研究報告があります．ジュラ紀－白亜紀の砕屑岩層は陸域の堆積層で．火砕岩層を挟み，ジュ

ラ紀‐白亜紀の花崗岩類が知られています． 

カタイシア地塊は，原生代の火成岩・変成岩からなる基盤岩類，原生代末からシルル紀にかけて

の堆積岩類で構成されます．揚子地塊とカタイシア地塊の間には，江南（Jiangnan）帯，欽防

（Qinfang）帯，雲開（Yunkai）帯がそれぞれ北東－南西方向に帯状に分布します．また，揚子地塊

の南西側には，南北方向に昌寧－孟連（Changning-Menglian）帯が分布します．これらの変動帯の

地質は必ずしも十分に解明されているとはいえず，年代論は再検討が必要です．また，地帯区分等

に関してもいくつかの問題を含んでいます．これらの変動帯については，必要に応じて各見学地点

の解説の中で触れます． 

 

（2）中国の地史 

中国の地史は，始生代－原生代前期の火成岩・変成岩からなる基盤岩類があることから，30 数億

年前にさかのぼることは確かです．しかしながら，約 18 億年前の超大陸コロンビアや約 10 億年前

の超大陸ロディニア形成に参加するまでの古い時代に関しては，これらの基盤岩類が地球上のどこ

で形成され，どのような古地理的変遷を辿ってきたかは，よくわかっていません．ロディニア大陸

は約 7 億年前に分裂を始めたと考えられていますが，10 億年前以降の中朝（北中国）地塊と揚子（南

中国）地塊の古地理的配置の変遷を第 2 図に示します． 

これらの地塊は，もともと約 10 億年~7 億年前に存在していたロディニア大陸の一部を構成し

ていた（第 2 図の（1））と考えられます．超大陸はその後分裂して，中国の地塊は古生代のあいだ

はバラバラに分布していました（第 2 図の（2）から（4））．ところが，「インドシナ変動」と呼ば

れる古生代末－三畳紀の変動を通して三畳紀新世に集結して一つになり，アジア大陸の東部域を形

成しました（第 2 図の（5））．ジュラ紀以降（第 2 図の（6））は，現在とほぼ同じ配置を保ち，太

平洋プレートの沈み込みによる火成活動の場となりました．なお，変動帯の形成等に関しては，各

見学地点の解説の中で触れます． 

なお，中国の地体区分，各地体の地質，及び地質構造発達史の概要については，Wang and Mo (1995) 

及び中国地質学拡編委員会（1999）にまとめられています．各地域の地質については，各省毎に出

版されている「区域地質誌」（中国地質鉱産部地質専報；地質出版社）に詳しく記載されています．

また，「中国地質図集」（地質出版社）など，書店から手に入れられる地質関係の出版物も多数あり

ます．より詳しく中国の地質を知りたい場合は，上記の文献等を参照してください． 

 

 

3．巡検地の地質概要と解説 

 

私たちは，今回の巡検において地点 1 から地点 13 まで，多くの地点を訪れました．ただし，こ

こでの地点番号は，訪れた地点に私が独自に付けたもので，共通のものでないことに注意ください． 
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第 2 図 北中国・南中国の古地理的配置の変遷（2-3：Golonka, 2000 を改変） 

 

第 3 図に，地球史の時代区分，時代境界の数値年代（Ma 単位： 1Ma = 100 万年前），南中国（揚

子地塊）と北中国（中朝地塊）の地質の特徴，および該当する巡検地点番号を示しました．以下に，

地点ごとの簡単な地質概要を記し，必要に応じて解説を付け加えます．なお，地点 1，5，10，11，

13 の各博物館については記述を省きます． 

 

地点 2：桂林 

桂林地域の巡検ポイントは，デボン紀石灰岩層の特徴と，それが呈する大規模なカルスト地形

です．ここでは桂林地域の地質概略と古生代石灰岩の形成について解説します．さらに，チャート

の形成についても触れておきます． 
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時代 （Ma） 南中国（揚子地塊） 地点 北中国（中朝地塊） 地点 

新生代   65.5          12 

白亜紀     11 

ジュラ紀 
陸成砕屑岩，火砕岩，花崗岩 

3 
陸成砕屑岩，火砕岩，花崗岩 

6 中生代 

三畳紀 

  

251 10   

ペルム紀     
陸成砕屑岩層 

  

石炭紀     陸成砕屑岩層（一部海成層）   

デボン紀   2       

シルル紀           

オルドビス紀       

古生代 

カンブリア紀 542 

浅海成砕屑岩層，炭酸塩岩層 

4 
浅海成炭酸塩岩層 

一部に 

氷河堆積層   後期 

1000 

砕屑岩層，炭酸塩岩層 

氷河堆積層 

陸成-浅海成砕屑岩層，炭酸塩岩層 

  

炭酸塩岩層  

9 

    炭酸塩岩層   8 
中期 

1600 

炭酸塩岩層 

砕屑岩層   砕屑岩層   7 

原生代 

前期 
2500 

変成岩類     変成岩類    

始生代 
  4000 

変成岩類，花崗岩類   変成岩類，花崗岩類  

冥王代   4600             

地点 1：杭州 浙江自然博物館 化石等 

地点 2：桂林 デボン紀石灰岩の岩相，産状，カルスト地形（漓江下り） 

地点 3-1：禄豊 禄豊恐竜博物館 

地点 3-2：禄豊 恐竜山のジュラ紀砕屑岩の岩相，産状，恐竜化石ほか 

地点 4-1：澄江 中国科学院南京地質古生物研究所澄江古生物研究站展覧館 

地点 4-2：澄江 帽天山 カンブリア紀砕屑岩の岩相，産状，化石 

地点 4-3：澄江 帽天山 カンブリア紀層最下底の燐鉱床 

地点 5：昆明 雲南旅游学校（昆明地質学校）博物館，宝石研磨実習室 

地点 6：北京 八達嶺 万里長城 ジュラ紀燕山花崗岩 

地点 7：北京 徳勝口 始生代片麻岩（3400Ma）と原生代石英砂岩（1800Ma）間の不整合， 

地点 8：北京 東台 原生代中期（1000-1200Ma）のドロマイトの岩相，産状，ストロマトライト 

地点 9-1：北京西山 下葦甸 原生代石灰岩（800Ma）とカンブリア紀石灰岩（530Ma)間の不整合 

地点 9-2：北京西山 下葦甸 カンブリア紀石灰岩の岩相（竹葉石灰岩，ウーライト，微生物岩） 

地点 10：北京大学地質陳列館，三畳紀中世の魚竜・海ユリ化石（貴州省関嶺産） 

地点 11：中国科学院古脊椎動物古人類研究所博物館，白亜紀古世の恐竜化石（遼寧省熱河） 

地点 12：周口店 北京猿人遺跡（オルドビス紀石灰岩洞窟） 

地点 13：北京自然博物館 

 

第 3 図 南中国と北中国の地質の特徴，および見学地点 1-13 
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桂林地域の地質概略：桂林市をふくむ地域の地質図（広西壮族自治区区域地質誌，1985）を広

域的に見ると，ところどころに褶曲したカンブリア系－オルドビス系が分布し，これを不整合で覆

ってデボン系－石炭系が広く発達しています．これは古生代前半に起ったカレドニア変動によって，

揚子地塊の周辺の地層が変形したことを示しています．よって，桂林地域は揚子地塊そのものの上

ではなく，江南帯（第 1 図）と呼ばれる地帯に位置すると言えます．江南帯ではデボン紀以降は，

揚子地塊と一体となり，その上位には揚子地塊と同様に浅海成の地層が形成され，揚子地塊との区

別がつかなくなりました． 

桂林市からその南南東約 60 km の陽朔（漓江下りの終点）までは，デボン紀古－中世の石灰岩が

広く分布し，一部に石炭紀古世の石灰岩も分布します．地質構造として，南北方向の背斜軸がおよ

そ漓江沿いに通っています．よって，漓江を北から南に下る時，右手側（西側）の石灰岩層は緩く

西に傾き，左手側（東側）の石灰岩層は緩く東に傾いているのが観察されます． 

漓江沿いのデボン紀石灰岩層は，層厚が数百 m~1 km もあり，見事なカルスト地形をなしてい

ます．もっと広く南中国という範囲で見ると，デボン紀石灰岩層の下位のカンブリア紀－シルル紀

石灰岩層，上位の石炭紀－三畳紀石灰岩層がさまざまな地域に発達します．同一の地域でこれほど

連続的に石灰岩層が重なることはないのですが，石灰岩層の厚さを全体で合計すると 4000~5000 m

に達します． 

古生代石灰岩の形成：それではこのような厚層の石灰岩層は，どのようにして堆積したと考え

られているのでしょうか．南中国のカンブリア紀－三畳紀の石灰岩層には，少なからず石灰質の殻・

骨格をもつ生物の化石が含まれることから，石灰岩は生物起源と考えられています．骨格生物が生

息していたその場の生物礁（例えばサンゴ礁，海綿礁など）が石灰岩になる場合や，生物殻・骨格

が集積して石灰岩になる場合，殻・骨格が細かく砕かれて砂・泥サイズになり，それが堆積して石

灰岩になる場合などさまざまのケースがあります．また，生物殻・骨格が堆積した後に，殻・骨格

がとけて肉眼では化石の痕跡が見えなくなる場合もあります．最近では，石灰岩の形成には石灰質

の骨格生物の遺骸だけでなく，バクテリアなどの微生物の働きによって石灰岩が形成されることも

明らかになっており，微生物の働きが重要視されるようになってきています．いずれにしても，南

中国のカンブリア紀－三畳紀の石灰岩層は，大陸の上ないし周辺の浅海域で生物起源物質の堆積に

よって形成されたものです． 

日本で最大規模の石灰岩層である秋吉石灰岩（山口県下）は，石炭紀－ペルム紀当時に大洋域（パ

ンサラッサ海：地点 3 の解説で記述）の海山の頂部で礁として形成されたものです．古生代末－三

畳紀初めに沈み込み帯で大きなブロックとして付加体中に取り込まれました．よって，南中国の石

灰岩層とは形成の場も構造的な産状も全く異なります．秋吉石灰岩の規模は，層厚が最大約 770m

で，およそ 30 km 四方の広がりを持っています．これはこれで大規模なのですが，南中国の石灰岩

層は桁外れに大規模です．グーグルアース（Google Earth）で上空 100km くらいから地上を覗いて

みると，南中国のいろんなところにカルスト地形の特徴が見えてきます． 

チャートの形成：日本列島の古生代・中生代付加体中に含まれるチャート層は，次のような特

徴を持っています．（1）海洋地殻を構成していたと考えられる玄武岩の上位に堆積している．（2）

チャート中には放散虫化石が多量に含まれる．放散虫は海生のプランクトンである．（3）粗粒の陸

源砕屑物質が含まれない．（4）炭酸塩鉱物も含まれない．（5）チャート層の堆積速度は，1~2mm／

1000 年である．（6）チャート層の堆積期間は，数千万年間である． 

上記の（3）はチャートの堆積場が陸から遠く離れていたことを示します．（4）は，チャートの

堆積深度が炭酸塩補償深度（CCD: Carbonate Compensation Depth；炭酸塩が深海で水圧によって

溶けてしまう深度．現在の大洋の CCD は－3000~－4000 m）より深かったことを示唆しています．（5）

の値は，現在の遠洋域深海底堆積物の堆積速度に相当します．（6）は，以上の環境が非常に長く続

いたことを示します．これらの特徴が示す条件を総合すると，チャート層は遠洋域深海底で堆積し

たと考えられます． 

いっぽう，南中国の古生代石灰岩層中には，いくつかの層準にチャート層が発達します．とく

にペルム系中部と上部にはチャート層が特徴的に発達し，厚い場合は 100 m 以上にも達します．こ

のチャート層の岩相は日本の遠洋域深海底堆積物であるチャート層と似ていますが，相伴う石灰岩

層が明らかに浅海成堆積物であることは，含まれる化石（サンゴ，フズリナ，腕足類，貝類など）

から明らかです．それでは，これら浅海成石灰岩層に挟まれるチャート層はどのような環境で形成

されたのでしょうか． 
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南中国のペルム紀石灰岩層に伴うチャートをフッ酸（HF）処理して，チャートに含まれる微化

石を検討すると，放散虫，海綿の骨針，コノドントだけでなく，多数の底生有孔虫と貝形虫化石が

見い出されます．このような多様な微化石が含まれる点で，日本のチャートと明らかに異なります．

このことやその産状から判断して，南中国の石灰岩層に伴うチャート層は，深海底（－数千 m）堆積

物ではなく，石灰岩層と同様に浅海成堆積層と考えられます．浅海成であるにもかかわらず一見，

深海成チャートのようになったのは，海綿の骨針などの珪質物質が多量に含まれることや，石灰質

部分が珪質成分で置換されたためです．珪質成分が多量に供給された原因として，海綿類の大量繁

殖のような直接的な原因だけでなく，その背景に珪長質火山活動が活発であったというような地質

的要因も考える必要があります． 

 

地点 3：禄豊 

禄豊地域の巡検ポイントは，ジュラ紀恐竜です．ここでは恐竜化石を産するジュラ系の特徴だ

けでなく，ジュラ系がどのような経緯で堆積するに至ったかを，古生代にさかのぼって解説します． 

禄豊地域の地質概説：禄豊地域の地質図（雲南省区域地質誌，1990）を見ると．原生界やカン

ブリア・オルドビス・デボン系が狭い範囲に分布し，それを覆って三畳・ジュラ・白亜系が広範囲

に分布しています．この地域も，前述の桂林地域と同様に，江南帯に位置しています（第 1 図）．

東方の昆明地域には，石炭紀－ペルム紀の石灰岩層が発達しますが，禄豊地域には見られません． 

インドシナ変動によって三畳紀末に東アジア大陸が出来上がりました．この大陸を最初に覆っ

た陸成層が禄豊地域などのジュラ系です．禄豊地域のジュラ系は，下位の汽水性三畳系を覆って発

達します．岩相として赤紫色泥岩・砂岩が特徴的です．層序として，ジュラ紀古世の下禄豊層（層

厚 600－800 m），ジュラ紀中世の上禄豊層（層厚 500－1500 m），ジュラ紀新世前期の安寧層（層厚 300

－700 m）に区分されます（雲南省区域地質誌，1990）．このジュラ系は主に湖沼域や河川域で堆積

した地層で構成されますが，火山起源と思われる砕屑岩層も挟まれます．このことは，出来上がっ

た東アジア大陸域で火成活動が起っていたことを示しています． 

ジュラ紀恐竜化石：以上のような地質的背景のもとに，ジュラ紀の恐竜が緑豊地域をはじめと

して東アジア大陸に生息していたのです．禄豊の恐竜化石は，下禄豊層から肉食性の Dilophosaurus

や Jinshanosaurus，草食性の Lufengosaurus（恐竜山一号展庁で現地保存されている恐竜）などが

産出します．上禄豊層からは Chuanjiesaurus や Szechuanosaurus（川街で現地保存されている恐

竜：今回は“ジュラシックパーク”建設のため観察できなかった）が産出します．いずれも保存状

態のよいものです．このように保存よく残された理由として，「禄豊地域はジュラ紀当時，湖のほ

とりの“恐竜の墓場”であり，洪水等によって恐竜の死体が運搬されてきて，集積した場所であっ

た」と説明されています．この説明でよいのかどうか，まだまだ検討が必要と思われます．また，

特異な産状として，「禄豊を含む雲南地域では恐竜骨が多数産出するのに，恐竜の卵化石はみつか

らない．一方，東方の河南地域では恐竜の卵化石が多数産出するのに，恐竜骨がみつからない．」

という説明がありました．これが事実かどうかはわかりませんが，本当なら当時の恐竜類の生態の

特性を示している可能性があります． 

地質的背景としての南中国の地史：第 1 図に示すように，南中国の揚子地塊の南側には，古

生代前半の変動（カレドニア変動）で出来上がった江南帯があり，その南側に古生代末から三畳紀

にかけての変動（インドシナ変動）によって出来上がった欽防帯があります．この欽防帯の西方へ

の延長部は，揚子地塊・江南帯を取り巻くように分布する昌寧－孟蓮帯などにつながります． 

欽防帯はデボン紀からペルム紀まではチャートが堆積するような広い海域だったと考えられま

す．石炭紀から三畳紀までの世界的な古地理を見ると．「パンゲア超大陸」と「パンサラッサ海」

が存在しました（第 2 図の（4）と（5））．このパンゲア超大陸は「く」の字型をしていて，赤道域

で東から西に海が入り込んでいます．この海は「パレオテチス海」と呼ばれます．パンサラッサ海

とパレオテチス海との境界付近に中朝地塊や揚子地塊などが配置していました．揚子地塊とカタイ

シア地塊の間の海もパレオテチス海の一部です．この海は，古生代末から三畳紀にかけて北側の揚

子地塊・江南帯に対して南側の雲開帯・カタイシア地塊が北上することによって狭まり，三畳紀末

には海は閉鎖しました．揚子地塊とカタイシア地塊およびその間の変動帯が一体となって「南中国

ブロック」が出来上がりました．これと同時に北中国（中朝地塊）と南中国ブロックとの衝突も終

了し，東アジア大陸の原型が出来上がりました（第 2 図の（5））．その後，パレオテチス海の南側

にあったイランやマレーシアの地塊も北上してアジア大陸に衝突しました．その結果，パレオテチ
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ス海は消滅し，南側の「ネオテチス海」が発達しました（第 2 図の（6））．ちなみに，このネオテ

チス海の末裔が現在の「地中海」です． 

 

地点 4：澄江 

澄江地域の巡検ポイントは，澄江動物群とそれを産するカンブリア系，およびエディアカラ系

（原生代末の地層）とカンブリア系境界のリン鉱床です．ここでは澄江地域の地質概説，澄江動物

群が生物進化に占める位置，燐鉱床との関係について解説します． 

澄江地域の地質概説：澄江地域は，地体区分上，江南帯に位置します．澄江地域の地質図（雲

南省区域地質誌，1990）を見ると，エディアカラ・カンブリア・オルドビス・シルル系と，これら

のいろいろな層準を不整合で覆うデボン・石炭・ペルム系が分布し，一部に三畳・白亜系も見られ

ます．澄江の南の无仙湖周辺には新生界が分布します．原生界・古生界・中生界の特徴（岩相など）

や層序関係（整合，不整合など），地質構造などは，前述の桂林地域や禄豊地域とほぼ類似してい

ます．これらの 3 地域が距離にして何百 km も離れているにもかかわらず，地質的に似ていること

は，いずれも江南帯という地体に位置していることによります． 

澄江地域では，エディアカラ系（主に苦灰岩：石灰岩(CaCO3)に岩相は類似するが，MgCO3成分の

多い岩石）の上にカンブリア系（主に黒色・黄色泥岩）が連続的に積み重なっています．ただし，

エディアカラ系／カンブリア系の境界部にはリン酸塩堆積物が厚く（約 12m）挟まれています．こ

のリン鉱床は最近まで大規模に露天堀で採掘されていました．カンブリア系下部統の上部（筑竹寺

層の玉案山部層）の黄色泥岩から澄江動物群の化石が産出します．なお，この地域のカンブリア系

下部統の下部からは，微小硬骨格化石群（SSF：後記)が産出します． 

生物の大進化：地球の歴史は，第 3 図に示すように冥王代，始生代，原生代，古生代，中生代，

新生代の 6 つの時代に区分されます．この区分は，生物の進化の節目を基準にしたものです．原生

代と古生代の境界（エディアカラ紀とカンブリア紀の境界）は，有殻・有骨格動物の出現で代表さ

れ，カンブリア紀（542-488 Ma の 5400 万年間）を通して現生動物の分類群二十数門が一気に出現

したことで特徴づけられます．この急激な進化を“カンブリア紀大爆発（Cambrian Explosion）”

と呼んでいます．澄江動物群はカンブリア紀大爆発を記録した貴重な証拠です． 

原生代末からカンブリア紀にかけての生物進化の様子を第 4 図に示します．エディアカラ動物

群（570-545 Ma）は，原生代末に現れた大型（長径数 cm~数十 cm）の生物群で，硬い骨格・殻が

なく，膜様物質から構成されたエアマットのような形態が特徴です．この生物群の大半は，エディ

アカラ紀末に絶滅してしまいました． 

カンブリア紀に入ると，微小硬骨格化石群（SSF：Small Shelly Fossils)と呼ばれる微小な石

灰質ないしリン灰質の骨片（骨格）を持った生物群が出現し，カンブリア紀古世中期に急激に増加

しました．これら SSF を持つ動物群は，トモティアン動物群と呼ばれています．研究の初期にはこ

の SSF が何者なのかは分からなかったのですが，次に述べる澄江動物群・バージェス動物群などの

詳しい研究によって，SSF が動物の器官・組織の一部（うろこ，ふた，関節部分など）であること

が明らかになってきました．その代表が，ハルキエリアと呼ばれる動物で，長細い体の表面にリン

酸カルシウムのうろこを多数つけていて，体の両端には貝殻のような硬骨格を持っています．この

うろこや貝殻様の骨格が SSF として残るわけです．なお，ハルキエリアは，体の両端（前後）に貝

殻を持つことから，腕足動物の先祖と考えられています．ちなみに，2 枚の貝殻を持つ動物は，腕

足動物と軟体動物斧足類（二枚貝類）ですが，腕足動物は体の前と後（腹と背）の貝殻を持ち，二

枚貝類は体の左右の貝殻を持つため，分類学的には門で異なります． 

カンブリア紀古世後期になると，澄江動物群で代表される多様な生物が出現しました．この中

にはアノマロカリスのような捕食性の大型動物も含まれます．カンブリア紀古世という短い期間に，

それまでにはなかった捕食・被捕食という新たな生態系が急激に出来上がっていったのです．カン

ブリア紀中世になると，澄江動物群からさらに発達したバージェス動物群へと引き継がれます． 

澄江動物群やバージェス動物群が現在とはかなり異なる形態をした多様な動物で構成される理

由として，グールド（Stephen Jay GOULD：古生物学者，「ワンダフルライフ」(1989）の著者）は，

「カンブリア紀大爆発時に多様な“ボディプラン”が一気につくられ，時代とともにその中の適応

したプランが生き残リ，適さなかったプランは消えていったのではないか」と考えました．カンブ

リア紀は，生物進化にとって非常に大きな節目だったといえます． 

硬骨格獲得の背景：始生代・原生代の生物はもちろんのこと，原生代末のエディアカラ動物群 
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第 4 図 エディアカラ紀／カンブリア紀境界を通しての生物群の変遷 

 

にも硬骨格を持った生物は含まれません．ところが，カンブリア紀古世前期には SSF が出現し，硬

骨格を持った多様な澄江動物群・バージェス動物群へと一気に進化していきます．この硬骨格獲得

の背景には何があったのでしょうか． 

硬骨格の成分は，それぞれリン酸カルシウム，炭酸塩，珪酸などです．リン酸カルシウム骨格

の獲得に関して，エディアカラ系とカンブリア系の境界に世界的に発達するリン鉱床と関連づける

次のような説があります．当時の海水中に生息した動物は，海水中のリン濃度が増加したことによ

り，体内のリンをリン酸カルシウム結石として除外しようとし，その過程でこの結石を骨格として

利用し始めたのではないか，という説です．ことの真相は定かではありませんが，興味ある可能な

説の一つだと思われます．ただし，リン酸カルシウム骨格だけでなく，炭酸塩や珪酸骨格の動物も，

それぞれ独自に，ほぼ同時に出現します．このことから，硬骨格獲得という進化が，海水中のリン

成分の増加といった環境要因だけで説明するのは困難です．むしろ寒冷化・温暖化による海水温の

変化，海水循環の変化，それに伴う海水成分の変化など，広範な環境変化もからまって生物進化に

影響を与えたと考えられます． 

澄江動物群：澄江動物群は海で栄えたカンブリア紀古世動物群で，バージェス動物群よりも約

1500 万年古いとされています（第 4 図）．そのため，バージェス動物群には見られない種が多く含

まれます．いっぽう，バージェス動物群によく似たもの（たとえば，アノマロカリスなど）も含ま

れることが特徴です． 

澄江動物群の生息場所は深さが 100-150 m 位の大陸棚・大陸斜面域の海域であったであろうと

推定されています．澄江動物群はおよそ100種程度の動物化石で構成されます．その分類群として，

海綿動物（Leptomitusなど），刺胞動物（Xianguangia），曵鰓動物（Maotianshaniaなど），有爪（葉

足）動物（Microdictyon, Hallucigenia, Onychodictyonなど），腕足動物（Lingulella, Lingulepis, 

Heliomdusaなど），節足動物（三葉虫類 Yunanocephalus, Naraoiaなど；その他 Isoxys，Waptia, 

Vetulicola, Jianfengia, Anomalocaris, な ど ）， 半 索 動 物 （ Yunnanozoon ）， 脊 索 動 物

（Myllokunmingia, Haikouichthis）などに分類されています．しかし，これらの分類は決定的な

14



 10 

ものではなく，まだまだ検討の余地が残されています．それにしても，脊椎動物の直接の先祖であ

る脊索動物がカンブリア紀古世の澄江動物群に見いだされることは注目されます．グールドのいう

多様なボディプランの一つとして，脊椎も初期段階に含まれていたことになります． 

巡検当日，アノマロカリスなどの大型節足動物様の水生動物は，どのような呼吸作用を行って

いたのかが話題になりました．節足動物のうち，水生のものは鰓で呼吸し，陸生のものは気管ない

し書肺で呼吸することが知られています．と同時に鰓と併用して，皮膚呼吸をするものも知られて

います．カンブリア紀当時，アノマロカリスなどがどのように呼吸していたかを知ることはむつか

しいですが，現生の動物を参考にすれば，鰓および皮膚呼吸をしていたのではないかと考えられま

す． 

 

地点 6：八達嶺万里長城  

八達嶺万里長城の巡検ポイントは，長城という歴史的文化遺産に触れるというだけでなく，長

城が築かれている基盤の燕山山脈がどのような岩石で出来ているのかという，地質的背景もポイン

トです． 

北京の北側には，北東̶南西方向に燕山山脈が走っています．燕山山脈の南側（および北側）ふ

もとには巡検地点 7-9（後記）の始生代・原生代・古生代の地層や岩石が分布します．これらの地

層や岩石にジュラ紀－白亜紀の花崗岩類が貫入していて，これらの花崗岩類が燕山山脈の頂を形成

しています． 

花崗岩類：花崗岩という岩石は，太陽系の内惑星（水星，金星，地球，火星）の中で，地球に

特有の岩石といわれています．惑星形成の原材料（隕石）にはそれほど違いがなかったのですが，

現在までの発達過程が異なったため，地球にのみ花崗岩類が形成されたと考えられています． 

地球が他の惑星と大きく異なる点は，地球には海があることと，他とは異なる大気組成をもつ

ことです．海の存在は，固体地球の表面の低地域が単に海水で覆われているのではなく，海洋地域

の地殻と大陸地域の地殻がその構成に大きな違いがあることを示しています．つまり，大陸地殻は

厚さが約 30 km で．その上半部が花崗岩質岩石，下半部が玄武岩質岩石で構成されるのに対して，

海洋地殻は厚さ約 5-7 km で．すべて玄武岩質岩石で構成されるという違いがあります． 

玄武岩質岩石が地殻に多量に存在するのは，火成岩の生成初期過程としてマントルかんらん岩

が部分溶融して玄武岩質マグマが形成されるからです．現在も海嶺，ホットスポット，島弧の地下

で玄武岩質マグマが形成されています．いっぽう，花崗岩は，玄武岩質マグマの結晶分化作用や大

陸地域の地下において堆積岩類などが溶融してできる花崗岩質マグマに由来します． 

花崗岩は，SiO2 成分が約 66％（質量）以上もある火成岩です．ちなみに玄武岩は SiO2 成分が

約 45-52％です．花崗岩の密度は，約 2.6g／cm3（玄武岩は約 3.0g／cm3）で，他の火成岩に比べて

密度は低いという特徴を示します．そのため花崗岩質岩石からなる大陸地殻上部が，玄武岩質岩石

からなる大陸地殻下部や海洋地殻の上に浮いたように載っているのです． 

花崗岩類は，地球誕生初期（46 億年前ころ）には存在しませんでした．その後，マントル対流

によって海洋プレートの形成・沈み込み作用が始まり，玄武岩質マグマからの結晶分化作用などに

よって花崗岩類が形成され始め（約 40 億年前），あちこちに小さな大陸地殻（島弧）が出現し始め

ました．これらの島弧が集合して大きな大陸となり，その後それが分裂し，また合体するといった

大陸の離合集散が繰り返されました．約 30 億年前のウル(Ul)大陸，約 19 億年前のヌーナ(Nena: 

North Europa ‒ North America)大陸，約 18 億年前のコロンビア(Columbia)超大陸，約 10 億年前

のロディニア(Rodinia)超大陸，約 5 億年前のゴンドワナ(Gondwana)大陸，約 3 億年前のパンゲア

(Pangea)超大陸が形成されたことが知られています． 

燕山花崗岩類：燕山花崗岩類は，先ジュラ紀基盤岩類を貫いてジュラ紀－白亜紀に形成されま

した．この火成活動は，燕山変動と呼ばれるジュラ紀－白亜紀の地殻変動の一つの現れです．三畳

紀末にインドシナ変動によってアジア大陸が出来上がり，三畳紀末からこの大陸下に古太平洋プレ

ートが沈み込み始めました．この沈み込み作用に伴って，アジア大陸東縁の地下では火成活動が活

発になり，多量の花崗岩類や火砕岩類が形成されました．西南日本のジュラ紀花崗岩類（飛騨帯・

飛騨外縁帯・舞鶴帯に貫入）や日本列島（西南日本の内帯や東北日本）に広く分布する白亜紀花崗

岩類・火砕岩類も，中国や朝鮮の同時代の岩類と一連のものです． 

 

地点 7-9：北京北，西山地域 
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北京の北および西山地域には，始生代・原生代・古生代・中生代の地層が分布します．それら

の層序関係および巡検地点は，第 5 図に示す通りです． 

 

地点 7：徳勝口 

本地点の巡検ポイントは，密云群の片麻岩（始生

代変成岩類）と長城系（原生代前期末‐中期堆積岩

層）の間の不整合関係，および各岩相の特徴です． 

密云群の片麻岩：徳勝口に露出する始生代変成

岩は密云群と呼ばれ，片麻岩からなります．源岩は

堆積岩で，およそ 3600 ‒ 3400 Ma 頃に堆積したと

考えられています，その後，高温変成作用を受けて

片麻岩になりました．変成作用の年代値として 3400 

Ma が出されています． 

密云群と長城系間の不整合：蜜云群を不整合

に覆って原生代前期末‐中期の堆積岩層である長

城系が厚く発達します．長城系の堆積年代は1800 Ma

とされていますので，蜜云群（3400 Ma）との間に

は 16 億年間もの時間間隙があります．不整合面に

は薄く（1 cm 以下）の黄色い泥岩層が挟まれます．

これは蜜云群の表層が浸食されたのち，表面が風化

されてできた風化土壌と考えられています．この風

化土壌を残して長城系が蜜云群を覆ったと考えら

れます． 

長城系：北京北方の燕山山脈山麓には，原生界 

が厚く発達します．原生界の層序は，下位から長城   第 5 図 北京北・西山地域の地質 

系，薊県系，青白口系に三分され，年代的には原生 

代前期末（1800 Ma）から原生代後期中頃（800 Ma）までの 10 億年間の地層です（第 5 図）． 

長城系の最下部層は常州溝層とよばれ，層厚が最大 140m に達する砂岩層で構成されます．砂岩

は，その構成粒子がよく円磨された石英ばかりという特異な組織・構成を示し，オルソクォーツァ

イト（orthoquartzite：正珪岩）と呼ばれます．砂岩層には顕著な斜交葉理（クロスラミナ）や蓮

痕（リップルマーク）といった堆積構造が発達します．これらの堆積構造からこの砂岩層は海岸の

砂浜付近の堆積層と考えられています．また，よく円磨された石英粒子のみで構成されることから，

長期間の風化作用が続き，他の鉱物が消失しまうような環境，例えば砂漠のような後背地があった

のではと考えられています． 

この砂岩層の上位には泥岩層（串嶺溝層，層厚約 50-70 m），さらに石灰岩層（団山子層，層厚

約 80 m）へと岩相変化します．この変化は海進作用を示すと考えられています．団山子層の上位に

は大洪峪層（白色石英砂岩，層厚約 70-90 m），高于庄層（石灰岩，層厚約 300 m）と重なります． 

手取層群のオルソクォーツァイト礫：西南日本の飛騨帯・飛騨外縁帯には，恐竜化石の産出

で有名な手取層群が分布しています．手取層群は．中・上部ジュラ系の九頭竜亜層群，下部白亜系

の石徹白亜層群・赤岩亜層群に区分されます．石徹白・赤岩亜層群にはよく礫岩層が発達し，オル

ソクォーツァイト礫（以下，Oq 礫と表記）やチャート礫が含まれます．Oq 礫は大小様々な円礫・

亜円礫として産し，大きいもので長径 20 cm ほどもあります． 

チャート礫からはペルム紀－ジュラ紀の放散虫化石が産出します．このチャート礫の供給源とし

て，南側に分布する美濃帯のチャートが候補としてあげられます．美濃帯は主にジュラ紀付加体か

ら構成され，海洋プレート層序の一部をなすペルム紀－ジュラ紀のチャート層が多量に含まれます．

いっぽう，Oq 礫に関しては，現在の日本列島にはその供給源が見当たりません． 

石徹白亜層群・赤岩亜層群と類似した地層が朝鮮半島の南東部に分布しています．その地層は

白亜紀古世の地層で，慶尚層群と呼ばれています．恐竜化石が産出し，礫岩層も発達します．礫と

してチャートや Oq も含みます．チャート礫からは，ペルム紀－ジュラ紀放散虫化石が産出します．

ところが，現在の朝鮮半島にはこのようなチャート礫を供給する地層が分布しません．いっぽう，

朝鮮半島には中朝地塊上の原生界長城系相当の地層が分布しますので，Oq 礫の供給は可能です． 
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以上の手取層群と慶尚層群は，その年代的・岩相的・生相（化石）的類似性を考慮すれば，白

亜紀古世当時，同じ様な地質セッティングの場で形成されたと考えられます．手取層群にも Oq 礫

が供給可能な場で，慶尚層群にもチャート礫が供給可能な場で，しかも両者が関連深い関係にあっ

たといえます．そうであるならば，その当時，日本海は存在せず，日本列島は東アジア大陸の東縁

に密着していたことになります．手取層群から Oq 礫というミステリアスな産出は，このような古

地理復元によって解決できたのです． 

 

地点 8：東台 

東台の巡検ポイントは，原生代中期の薊県系に発達するストロマトライトの観察と採集です．

以下に薊県系とストロマトライトに関して概説し，関連する堆積物の縞状鉄鉱層についても触れて

おきます． 

薊県系：薊県系は主として石灰岩層から構成され，柳庄層（層厚約 40 m），霧迷山層（層厚約

1400 m），洪水庄層（層厚約 120 m），鉄嶺層（層厚約 170 m）の 4 つの累層に区分されます．霧迷

山層はさらに第1~5部層に区分され，そのうち第5部層にストロマトライトが豊富に含まれます．

なお，霧迷山層の数値年代はおよそ 1200 Ma と見積もられています． 

ストロマトライト（stromatolite）：シアノバクテリア（後記）の活動によって，ラミナ状

の構造をもつ石灰岩が形成されます．この石灰岩をストロマトライトと呼びます．ラミナ状の構造

はドーム状になる場合が多く，ドームの横幅は小さいもので mm サイズ，大きいもので数十 cm にも

なります．以前は藻類の化石とされていましたが，そうではありません．シアノバクテリアは次の

ような過程でストロマトライトを形成します． 

浅海域の岩石（この岩石自身がストロマトライトである場合もある）の表面にシアノバクテリ

アが住みついて光合成を行い，マットをつくります．潮の干満などによって細粒砕屑物（泥粒子な

ど）が運ばれてきて，それがマットの表面に付着します．この付着した薄い砕屑物層の上にシアノ

バクテリアが成長して砕屑物層が固定され，一枚のラミナが出来上がります．その後，石灰物質で

充填され，固化します．このようにしてドーム状に成長していきます． 

シアノバクテリア（cyanobacteria）は，光合成を行う原核生物の一グループで，藍（ラン）色

細菌とも呼ばれます．古くは藍色植物や藍藻類と呼ばれていましたが，真核生物の藻類（緑藻類や

紅藻類など）とまぎらわしいため，今ではシアノバクテリアと呼ぶようになりました．シアノバク

テリアは，植物の葉緑体と同様にクロロフィル a などの色素をもち，光のもとで水と二酸化炭素か

ら有機物を合成し，酸素ガスを排出します． 

地球史上，最古のストロマトライトとされたものは，西オーストラリアのピルバラから報告さ

れた約 35 億年前のものです．しかし，このストロマトライトとされたものは生物が関与して形成

されたかどうか問題があって，今では否定的です．それではシアノバクテリアの活動による本物の

ストロマトライトはいつから形成されるようになったのでしょうか．確実なストロマトライトは，

27 億年前のものです．よって，シアノバクテリアは，始生代後期に出現したと考えられます．スト

ロマトライトは原生代に大量に形成されました．その当時，石灰岩形成の主役がシアノバクテリア

だったからです．その後，顕生累代でもストロマトライトは形成されましたが小規模です．なぜな

ら，石灰岩形成の主役は，石灰質の硬骨格をもった生物へといれかわったからです． 

縞状鉄鉱層（Banded Iron Formation）：シアノバクテリアの活動と関連深い先カンブリア

時代の堆積物として縞状鉄鉱層があります．地球史上，最初の縞状鉄鉱層は小規模ながら 38 億年

前のものが知られています．35 億年以降はほぼ連続して形成されていますが，28‐27 億年前頃か

ら 18 億年前の間にスペリオル型と呼ばれる大規模で厚い縞状鉄鉱層が浅海域で形成されました．

この縞状鉄鉱層は，シアノバクテリアが排出した酸素ガスと海水中の鉄が化合したものと考えられ

ています．なお，28 億年前以前に形成されたアルゴマ型の縞状鉄鉱層に関しては，鉄鉱物はもとも

と炭酸塩として沈澱して，後に酸化鉄鉱物に変化したのではと考えられています． 

 

地点 9：下葦甸 

下葦甸の巡検ポイントは，原生代後期の青白口系とカンブリア系の間の不整合と，カンブリア紀

石灰岩層の層序と岩相です．以下に不整合が意味することを解説します． 

青白口系とカンブリア系：不整合をはさんで下位の青白口系，および上位のカンブリア系の層

序は次の通りです． 
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青白口系は，下馬嶺層（泥岩・砂岩，層厚約 210 m），長竜山層（石英砂岩・泥岩，層厚約 130 m），

景児峪層（石灰岩・泥灰岩，層厚約 140 m）の 3 つの累層に区分されます．最上部の景児峪層の数

値年代は，およそ 800 Ma と見積もられています． 

カンブリア系は，石灰岩層主体の地層で，泥岩層を挟みます．下位から，カンブリア系下部統の

昌平層（層厚約 60-80 m），カンブリア系中部統の毛庄層（層厚約 50-150 m），徐庄層（層厚約 20-110 

m），張夏層（層厚約 30-160 m），カンブリア系上部統の固山層（層厚約 30-105 m），長山層（層厚

約 10-40 m），風山層（層厚約 75-140 m），の 7 累層に区分されます．最下部の昌平層は，不整合面

直上の基底部が礫を含むという特徴を示し，石灰岩層には生痕化石と見なされる豹斑構造が発達し

ます．昌平層からは Redlichiaという三葉虫化石が産出するためカンブリア系下部統中・上部であ

り，その数値年代はおよそ 530 Ma と見積もられています．毛庄層の下部は，紫紅色の泥岩層が特

徴的に発達します．カンブリア系上部層には特徴的に“竹叶状”石灰岩層が挟まれます．この石灰

岩層は，もとは層状に堆積したものが後にスランプなどによって変形して“竹葉状”になったもの

です．また，ウーライトとよばれる“魚卵状”小粒が密集した石灰岩層もみられます．ウーライト

は浅海域のエネルギーの高い海底で形成されるとされています，以上のように，カンブリア系には

様々な環境下で形成されたことを示す堆積構造が見られます． 

青白口系／カンブリア系間の不整合：青白口系とカンブリア系の間には，時間間隙として，約

2 億 7 千万年が見積もられます．この時間間隙の間に，全球凍結事件という地球史的な大事件が起

ったとされています． 

全球凍結事件とは，赤道域の海でさえ表層が凍りついてしまい，地球全体が雪玉（Snow ball 

Earth）になったというものです．この事件は，およそ 8 億年前から 6 億年前までの間に少なくと

も 2回は起ったとされています．その主張の根拠は次のとおりです． 

（1）古地磁気学的に低緯度に位置していたことを示すにもかかわらず，その地域に氷河堆積物

が発達する．それが世界的に広範囲に認められる． 

（2）氷河堆積物に伴って，小規模ではあるが縞状鉄鉱層が堆積している． 

（3）氷河堆積物の上下の地層（石灰岩層）は，特異な炭素同位体比の変動曲線を呈する（氷河

堆積物に向かって，δ13C 値が+6‰からマイナス値へ急減する．氷河堆積物の上位では，δ13C 値が

-5‰前後から急激にプラス値に増加する）． 

以上の（2）と（3）は，氷河が発達することによって，海洋環境が始生代・原生代前期と似た

状況に一時的にリセットされたことを意味するというのです．つまり，地球が凍結すると生物活動

が一時的にストップするため，海水中の酸素が欠乏するようになり，鉄分が海水中に蓄積される．

凍結が終わると，この鉄分が縞状鉄鉱層として堆積する．というシナリオです．また，炭素同位体

比の変動曲線も，生物活動の低下（氷河期の直前），ストップ（氷河期），そして急速な回復（氷河

期の直後）を示すというわけです． 

当時（8 億年前），ロディニア超大陸が赤道域に存在しました（第 2 図の（1））．生物の陸上進出

前であったので，陸域表面は激しい風化作用を受け，海では炭酸塩岩が形成されて，多量の二酸化

炭素が消費されました．温室効果ガスの減少によって気温が低下し，ついに全球凍結に至ったので

は，というのが原因に関する説明です．凍結状態から元の通常状態へは，地球内部から火山ガスと

して徐々に噴出していた二酸化炭素が大気中に蓄積されることによって，急激な温暖化という過程

を経て回復したのではないかと考えられています． 

8 億年前から 7 億年前当時，北中国ブロックと南中国ブロックがロディニア超大陸の一部に加わ

っていたであろうことはすでに述べました（第 2 図の（1））．その後，ロディニア超大陸は分裂し

て，両ブロックが離ればなれになりました（第 2 図の（2））．それと前後して両ブロックでも原生

代末に所々で氷河堆積物が形成されました．下葦甸の青白口系／カンブリア系間の不整合は，世界

的に起っていたであろう全球凍結事件の一つの現れであるかもしれません． 

 

地点 12：周口店 

周口店の巡検ポイントは，北京原人の遺跡を見ることです．ここでは周口店地域の地質の概略を

述べ，人類進化の経過を概観します． 

周口店地域の地質概略：周口店地域にはカンブリア紀－オルドビス紀古世の石灰岩層が分布し

ます．これは，北京西山の下葦甸で見たカンブリア紀石灰岩層およびその上位のオルドビス紀石灰

岩層の南西延長部にあたります．これら石灰岩層に出来た鍾乳洞窟が北京原人の遺跡です． 
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北京原人：北京原人は，50 万年前から 23 万年前まで，周口店地域で生活していたと考えられ

ています．原人化石の発見当初，シナントロプス・ペキネンシスと命名されましたが，今ではホモ・

エレクトス・ペキネンシス（ホモは属名，エレクトスは種名，ペキネンシスは亜種名）と呼ばれて

います． 

人類の進化過程：人類が霊長類から分化したのは，今からおよそ 800 万年前と見積もられてい

ます．最古の人類化石は，中央アフリカの 600-700 万年前の地層から産出したサヘラントロプスで

す．次に古い人類化石はアウストラロピテクス・ラミダス（約 440 万年前）で，アウストラロピテ

クス・アファレンシス（約 400-300 万年前）へと進化します．さらにこの種は，ホモ・ハビリス（約

200-160 万年前）とホモ・エレクトス（約 160-20 万年前）に引き継がれていったと考えられます．

このホモ・エレクトスからホモ・サピエンス（約 30 万年前）が分化しました．これが今，考えら

れている人類の系譜です． 

ホモ・サピエンスの系譜については，ミトコンドリア DNA の多型解析から系統を編んだ研究

（1987）が話題になりました．それはミトコンドリアDNAが母性遺伝することに目をつけた研究で，

“ミトコンドリア・イヴ”を見いだし，ホモ・サピエンスの系譜に新しい見方を提供しました．そ

の新しい見方とは，「“イヴ”は約 20 万年前にアフリカに生きていた女性であり，その後，これら

先祖にあたる黒人種が中東地域に移動し，さらに西方に移動した人種が白人種となり，東方に移動

した人種が黄色人種になった」というものです．この見方によれば，北京原人は我々の直接の先祖

ではないことになります． 

 

 

4．おわりに 

 

2007 年 8 月 5 日から 11 日までの 1 週間という短い期間で，南中国と北中国の両方をかけ足で巡

検しました．始生代の変成岩（徳勝口の片麻岩），原生代の堆積岩層（徳勝口のオルソクォーツア

イト，東台のストロマトライト，下葦甸の石灰岩層など），カンブリア系（澄江の泥岩層，下葦甸

の石灰岩層），デボン系（桂林の石灰岩層），ジュラ紀（禄豊の恐竜産出層），ジュラ紀－白亜紀花崗

岩（八達嶺），第四紀人類遺跡（周口店）など，地質年代も分野も多岐にわたりました．また，た

くさんの博物館（浙江自然博物館，禄豊恐竜博物館，澄江古生物研究站展覧館，雲南旅游学校博物

館，北京大学地質陳列館，中国科学院古脊椎動物古人類研究所博物館，周口店遺跡博物館，北京自

然博物館）を訪れ，さらに京劇を見て，北京焼鴨を食べるなど中国文化の一端に触れる機会もあり

ました．まるで，“かやくごはん”のてんこ盛りを食べた気分といえます．この巡検に参加された

皆さんにとって，好きなかやくばっかりではなかったかもしれませんが，この圧倒的なかやくが中

国そのものだと思います． 

地球の歴史を組み立てるにあたって，たくさんの歴史記録が必要です．中国の地質はそれを提

供してくれる重要なものです．以前から中国の地質の重要性は，一部，指摘されてきましたが，研

究が遅れていたため気づかなかった重要性が，最近ますます増しています．その一例が澄江動物群

や P/T 境界などです．今後，先カンブリア時代の環境変動について中国の貢献は大きくなると思わ

れます． 

私が最初に中国を訪れたのは 1987 年の夏と秋です．夏は中国地質科学院との共同研究で内モン

ゴル地域の古生界を調査しました．秋は北京大学の安大庠（アン タイシャン）教授の招きで，放

散虫に関する集中講義と南中国の地質巡検を行いました．このことがきっかけとなり，今も北京大

学および中国地質科学院との共同研究を続行しています．この 20 年間，中国の地質だけでなく，

中国社会の大きな変化を垣間見ることができました． 

1987 年当時は，中国の開放政策が始って間もない頃で，人々の暮らしも昔ながらを思わせ，人

民服を着た人々が大勢いました．そして，急激に民主化が進み始めましたが，1989 年の天安門事件

で一時，歯止めがかかりました．しかし，開放経済政策は急激に進んで，ものすごい勢いで経済発

展し，現在に至っています．この 20 年間で日本社会も当然変化しましたが，中国社会の変化はそ

の比ではありません．地球の歴史は，「平穏な時代」と「急激に変動が起る節目の時代」とが織り

なして進んできました．人間社会の歴史も同様です．現在が「平穏な時代」なのか「急激に変動が

起る節目の時代」なのか，今を生きる我々には判断しかねます．しかし，中国社会は現在，「急激

に変動が起る節目の時代」にあるのではと思ってしまいます． 
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 15 

このような 20 年間の中で，中国との共同研究を進めてきましたが，私にとって地質学的だけで

なく，いろんな面で大変興味深い共同研究だったと思います．2008 年 3 月の退職をひかえて，今後

は，今までとは多少異なって形での共同研究を模索し．これからも中国に注目していこうと思って

います． 
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中国巡検（8/5～8/11 2007） 
 
 奈良県高等学校理化学会地学部会、やまと地学会(旧奈良県地学教育研究会)主催 第 4 回海外地学巡
検が実施された。参加者は特別講師・八尾昭(大阪市立大学)教授を含め 15名。中国国内での移動も長距
離に及ぶ 7日間のハードスケジュールである。 
記録については 7日をそれぞれ 2名で分担し、原則として提出原稿をそのまま掲載した。 
 

第 1日 (8月 5日)  大阪－杭州－昆明                 高円高校 中尾勝博 
        

 関西国際空港に 8時集合、近池団長の挨拶、国際交流サービス・辻田さんからの説明を受けて機内へ。 
 
杭州空港着（この時点で時刻を－1時間にあわせる） 
 曇(この時期は 40℃くらいあるそうだが今日は 36℃と温度が低いとのこと)   
 日本円を中国元に交換(16円／元くらい) 
 
浙江省自然博物館 (青少年教育の一端を担っている) 入り口から恐竜骨格標本(３体)と関連化石 ここ
では 
このコーナー担当の解説員(シンさん)の中国語による解説を辻田さんが翻訳（中国では恐竜化石が多数
産出していることもあって、このあとも博物館をいくつか巡ったが、どこでも恐竜の立派な骨格標本が

目を引いた。一部複製の部分を含む）恐竜絶滅説について、大別して二つ(徐々に絶滅、突然絶滅)あり
それについて説明。 

次のコーナーは海洋生物の模型 (ここは子供向) 
 ２階 化石展示室(担当 王さん) 植物化石(最初のも 
のは 12億年前) 無セキツイ動物(8億年前頃出現？)化  
石 たくさんではないが訓練された解説員の解説よっ

て、子供たちへの興味付けには本物を見て興味関心をふ

くらませることだろう。化石は年代別というより分類別

であった。 
 
 もう一つ「中国ならでは」ともいえる展示室があった。

青年教育とでもいうもの。日本では「性教育」という範

囲のもので、どちらかというと医学研修にはいるかと思

うもの。液浸標本はすべて本物で「科学的には貴重であ

るが、子供にどう伝わるか．．．日本では考えられない。 
 
 現在中国では夏休みに入っており、日曜でもあったため子供連れの来館者中心であった。入り口には、

各学校との連携を示すプレートが多数掲げてあった。学習の場としてのこのような施設は、奈良県には

1つもない。 
 
西湖 史跡公園 丘陵に囲まれた湖で、旧跡が多く景色もいい。 

市民の公園として解放されており、手入れの

いい植栽や通路など水面近くまで整備された

公園である。園内には世界的企業の喫茶店など

があり、単価が高い。この日はあいにく空がく

らくなってきて、対岸には落雷が見られ今にも

降り出しそうになってきたのでバスに戻る。 
 
清河坊 古い町並みをショッピング街とした

もの。 
 日本でいう「土産物店通り」中国が売り出す

「土産物」とはこのようなものがあるのかとい

った感じ。 
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2 日目：                            
奈良育英中高等学校  肥塚眞知子 

  
昨日は浙江省博物館や杭州市内の見学だったが、今日からいよいよ地学らしい巡検が始まる。そ

の最初のポイントは桂林である。桂林はカルスト地形で有名なところで、細長い石峰（タワーカル

スト）が連なる風景はいかにも中国的。

漓江を下る船からの観光は古くからの人

気スポットである。今回の巡検は南中国

と北中国のどちらも見ようという欲張り

なもので、南では桂林の古生代の石灰岩

地形、禄豊のジュラ紀の恐竜、澄江では

カンブリア紀の生命大爆発の化石とハイ

ライトの目白押し。そのため、スケジュ

ールもいっぱいで、漓江くだりは竹江か

ら陽朔ではなく、ひとつ手前の興坪まで

となった。私は 20 年くらい前にも一度こ

こに来たことがあるが、そのときとは比

較にならないきれいな観光船で、それも

最後尾が見えないくらい多数の船が一列

に並んで下っていく。大変な観光ラッシ

ュだが、川沿いの風景は相変わらず絵に

描いたよう。絵としてはもう少し曇って

いてもよかったかな、霧がかかると墨絵

みたいでいいな････などと贅沢なことも

思うが、お天気に恵まれたおかげで、た

けのこ岩の岩肌もはっきり見える。緑に

覆われた石峰も多い。自然の造形を何か

に見立てたがるのは人間の習性かいろん

な名前がついている。蝙蝠山・望夫石な

ど、そういわれればというものが多いが、

九馬画山の、崖に９頭の馬が描かれてい

るというのは難しい。結局１頭しか分か

らない。あとの８頭はどこへ行ったの

か？いかだに丸い桶をのせて釣りをして

いるおじさんも、すっかり絵の中に入り

込んでいる。ああ中国に来たなあと思う。 
桂林の町はビルが林立してきれいな都

会になっていた。ここ数年、北京や上海

は急速に都市化が進み、街中は世界の大

都市と変わらない様相を呈しているが、

この発展の勢いは地方の都市でも感じる。

今日の宿泊地である禄豊は本当に田舎で、

おそらく恐竜化石が出なければ何もない

ところだったのだろうが、桂林から立派

な自動車道ができていた。禄豊の町は恐

竜で町おこしをすべく、今まさに建築ラ

ッシュで街づくりが始まったところであ

る。おそらくあっという間に見違えるよ

うになるだろう。すごい！！と思う反面、

何となく残念なような複雑な気持ちにな

る。都市はどこも同じに見える。私が初
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めて中国に来たのは２６年前のことで、空間的・時間的に圧倒されるような大陸の自然と、人々の

素朴で温かい人柄、地に足のついた生活など、当時の私には別世界で大いに感激した。その後もこ

の国がどのように変化・発展していくのだろうかと興味をもって見てきたが、今の勢いにはただた

だ驚くばかりである。人々の生活が豊かになるのには大賛成だが、中国らしい良い点も残してほし

いものだと、おせっかいながら思ってしまう。 
 

〔桂林のデータ〕 
桂林市：595km２（神戸市くらい）に 500 万人（福岡県の人口）が居住。80％は山地。 

町ができてから 2100 年 1976 年に観光都市として外国人にも開放された。 
年間降雨量 1900～2200mm、月間最大降雨量 500～600ｍｍ。（日本は年間 1800mm） 
年平均気温 19℃（日本は 15℃） 

地 質：南中国にはカンブリア紀から二畳紀までの石灰岩が分布しているが、桂林のものはデボン

紀のもの。海綿礁が元になっているが、化石は見られない。浅海性の砕屑岩層も含まれる。

背斜構造をしていて、漓江に沿いに背斜軸があるため、川の両側により若い地層が見える

ことになる。 
＊海綿は熱帯の海に多いが、淡水にも生息する動物で4つの種類に分類される。そのうち、

普通海綿綱の骨格は海綿繊維なので天然スポンジになる。桂林の海綿の骨格は石灰分で

できているので石灰岩になる。他にケイ酸質のものもありこれはチャートになる、石灰

分・ケイ酸分どちらも持つものは化石として残りやすい。 
地 形：壮年期のカルスト地形（喀斯特地貌）。カレンフェルト（表面に雨水によってできた溝や

くぼみのある石灰岩が林立している地形）が漓江の両岸に見られる。漓江は猫児山（2142
ｍ）を源流とし広州の南海に注ぐ。日本最大のカルスト地形は山口県の秋吉台だが、石灰

岩の規模も小さく、侵食段階も幼年期なので、羊の群れのような石が点在している。日本

列島は地層がもまれていて、秋吉台では地層の逆転も見られるが、南中国の石灰岩は水平

に堆積している。今回は行かなかったが、鍾乳洞もある。中国の鍾乳洞は色とりどりのけ

ばけばしい照明で飾り立ててあり、秋芳洞のイメージとはまったく違う。アミューズメン

トパークのようで前回も何を見たのかまったく印象に残らなかった。なお、「中国南方の

カルスト」は世界遺産に指定されていて、「石林」という文字通り石柱の林立していると

ころもある。カルストの名称は石灰岩地形の研究が進んだスロベニアの地方名に因む。 
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第 日 （ 月 日） 畝傍高校 山田隆文3 8 7

時 分にホテルを出発し、 分ほどで禄豊恐8 20 5
竜国家地質公園博物館に到着した。この博物館で

は 姚(ヨウ)さんという女性職員から 館内の恐竜、 、

6標本について説明を頂いた 彼女によると 館には。 、

体の骨格標本があったが そのうち 体はアメリカ、 1
、 （ ）に貸し出し中のため 現在は 体が展示 写真１5

されており、これらの骨格の ％程度は本物の化70
石を用いて復元されているとのことであった。 体5
のうち 頭骨が大きな 体は ディロフォサウルス、 、1
と呼ばれる肉食恐竜であり、これは 年に日本2004
へ貸し出されたことがあるらしい 他の 体はルー。 4
フェンゴサウルス(許氏禄豊竜)等の草食恐竜であ

った 館内には 前述の 体の復元標本以外に 川。 、 、5
街で見つかった長さ もあるアジアで一番保1.97m
存状態の良いチュアンジェサウルスの肩甲骨があ

り、これからこの恐竜の全長を推定すると にもなるとのことである。禄豊で初めて恐竜化石が発30m
見されたのは 年のことで それ以来約 体もの恐竜が見つかっている 禄豊での代表的な恐竜1938 120、 。

化石の産地は 大洼�山と川街である 前者は約 億年前のもので体長 ～ のものが多く 後者は、 。 、1.8 8 9m
約 億年前のもので体長 と大型のものが多い。なお、これらの年代は亀や貝などの化石を元に1.5 20m
相対的に決めたものであるらしい。川街の１号館では、僅か の区画中で 体の化石が見つかっ300 9m2

ている そこでは 肉食恐竜が草食恐竜を食べようとしている姿の化石が見つかったが 後になってこ。 、 、

れらの化石には数 万年の時代のずれがあることがわかった 研究者によると この場所には まだ100 。 、 、

体以上の恐竜化石が眠っていると考えられているため 恐竜の墓場と呼ばれている 八尾先生によ100 、 。

、 、 。ると 当時この周辺は湖で 恐竜の死骸が洪水などで運ばれて集まってきたためだということである

我々は、当初はこの場所の見学を考えていたが、あいにく現在は、 年 月以降のオープンを目指2008 4
、 。して恐竜のテーマパークの造成工事中であるため 代わりに大洼�山の 号館を見学することになった1

なお、館内には、恐竜以外にも陶磁器や元謀猿人のコーナーもあったが、自由見学となった。

時 分に博物館を出発し 我々は大洼�恐竜山の9 30 、

号展示館へ向かった 案内役として 前述の姚さん1 。 、

が同行してくれた。未舗装の路肩の崩れそうな道路

を進み 時 分にバスを降りて坂を登ると展示館、9 55
の建物が現れた。屋根付きの建物の内部には、ルー

フェンゴサウルス(許氏禄豊竜)のボーンベッド（写

真２）が見事な状態で保存されていた。この恐竜は

億年前のもので うつ伏せの状態で保存されてい1.8 、

る。現地の管理人の話では、この恐竜は腰に巨石が

落下してきて、もがいて死んだという仮説が考えら

れているとのことであった。館の見学の後、裏山に

恐竜化石の採集を行うこととした。裏山では、ジュ

ラ紀の赤茶けた石英粒を含む火山岩や白い凝灰岩の

層等が分布していた。ただ、時間が限られていたた

めか、採集できたものは、恐竜の骨のかけららしい

もの一片だけであった。

時 分に現地を出発し、途中、昨晩お世話になったホテル「禄豊賓館」に立ち寄り、弁当を積み11 5
込んだ 今日は 見学場所も多く 移動距離も長いため 時間節約のため 昼食は弁当となった 弁当。 、 、 、 、 。

、 、 、 、 。 、の内容は 饅頭 ゆで卵 トウモロコシ ザーサイ等であった バスは昨日来た道を一旦昆明まで戻り

そのまま高速道路で澄江に向かった。

途中休憩をとり、澄江帽天山の中国科学院南京地質古生物研究所に到着したのは、 時であった。15
この帽天山一帯では、 億年前の海洋生物の化石が多数見つかっており、澄江動物化石群と呼ばれて5.3

写真 禄豊恐竜博物館の展示1

写真２ 許氏禄豊竜のボーンベッド
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- 2 -

いる。研究所はホイクォーリアという生物をかたど

った外観をしており、その中の一角が展示館になっ

ていた。我々は、研究所の職員の方に説明を受けな

がら館内の見学を行った。それによると、この帽天

山で最初に化石が見つかったのは 年のことで1985
あり、ナラオイヤという生物だとのことである。そ

れ以来、三葉虫やクラゲ、アノマロカリスの仲間な

ど 門以上 種以上の海洋動物の化石が見つか、40 200
っている。また、展示館は、実際の化石の展示、パ

ネルによる生活環境の説明、発見から保存までの歴

史の つのブースに分かれていた。なお、館内は残3
念ながら撮影禁止であったため、写真による記録は

残せなかった。研究所から駐車場に戻る所にある露

頭で 分ほど化石採集を行い 数名の参加者がカ、 、15
ンブリア紀の藻類と思われる化石を見つけた。

時にバスに戻り、続いて燐鉱石を採集できる研17
究所の西側に位置する露頭へ向かった。この露頭の

地層面の走向は 傾斜は であり このN30°E 30°SE、 、

露頭の地層が澄江動物群を産出した地層よりも下位

にあることが考えられた。八尾先生によると、この

露頭は先カンブリア代末（ベンディアン）とカンブ

リア紀の境界（ＶＣバウンダリー）に当たる世界で

も珍しい場所であるとの話である。また、この場所

で燐鉱石が見られるのは、古生代前期のリン酸質の

殻などをもった生物の遺骸から集積してきたためと

のことであった。そのためか、帽天山周辺には燐工

場が多く見られた。

時 分に見学を切り上げ、 時 分に本日17 50 18 15
の宿泊地である撫仙湖湖畔のホテル「象山賓館」に到着した。

感想

私自身としては、海外巡検への参加は 年前の韓国巡検以来であった。その時は、あまり目的意識15
もなく参加したためか 三葉虫等の化石を採集してきたことだけが記憶に残っている そこで今回の中、 。

国巡検では 地学の授業にもすぐに生かすことができるということもあり 禄豊竜・澄江動物群・北京、 、

原人の つを重点的に研修してみようと考えた 禄豊竜については 予想以上に多くの恐竜化石が非常3 。 、

に保存状態のよい形で産出していることに非常に驚いた 澄江動物群については バージェス動物群と。 、

同様の時期の動物群ということで興味深かった 澄江にも 三葉虫の仲間やアノマロカリスが存在して。 、

いたことは 事前に分かっていたが ここでもその産出数の多さに驚いた また 澄江動物群独自の原、 、 。 、

始的な魚類の存在にも大変関心を持てた 北京原人については 頭骨が紛失しているということを事前。 、

に聞いたことがあるものの 予想していたよりも見るべき資料が少なかったので少し残念であった 最、 。

後に 後半は色々な要因により体調を崩して 同行の先生方に大変ご迷惑をお掛けして申し訳ございま、 、

せんでした。たが、非常に貴重な体験ができて良かったです。

写真 澄江帽天山の地質古生物研究所3

写真４ 澄江動物群が発見された露頭
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第４日 (８月８日) 奈良女子大学附属中等教育学校 屋鋪増弘

午前７時にモーニングコールがあった。７時３０分に食堂に行こうとしたところ、昨晩、ホテル内の

様子をしっかりと頭に入れてなかったので迷ってしまった。ホテルの従業員にホテルの入口への行き方

を尋ねたつもりが、言葉が通じなくて裏口を教えられた。裏口を出たら、雰囲気はホテル内とはまるで

違っていた。道端で女性が金盥で洗濯をしており、そのそばを解放軍の兵士が行進のような感じで歩い

ているではないか。まるで、一昔前の中国に迷い込んだような感じがした。

汗をかきながら、何とか食堂にたどり着いたら、食堂内は銀行の新任研修の若い人がたくさんいて、

昨日と同じく和やかな感じであった。食事はバイキング形式で日本のホテルとまったく同じだが、料理

は現地のものがほとんどだった。赤紫色のどろっとした得体の知れないものがあったが、これがこの地

方の名物料理であったらしい。後で聞いたら、これは蓮根の澱粉でつくった糊（葛湯）にナツメの粉を

混ぜたものだった お腹の調子があまりよくなかった私は お粥と 漬け物のようなもの だけを食べ。、 、 「 」

た 漬け物のようなもの は子供の頃に食べていた古漬けと同じ味がして それが良かったのか この。「 」 、 、

後お腹の調子は家にいるときよりも良くなった。

「 」 、「 」 。 。８時 分に 象山賓館 を出て 昆明地質学校 に向かった 窓の外はのどかな田園風景であった20
若い女性や子供が、畑で働いている姿が目に付いた。雲南省の人はよく働くと思っていたら、ガイドの

王さんは逆のことを言った。雲南の人は怠け者が多いのだそうだ。その理由は、雲南は気候が良く、人

が働かなくても作物がたくさん採れるので、人は怠けるというのだ。そのかわり、雲南の人の気性は、

漢人のように激しくはなく、細かいことは気にせず穏やかであるらしい。

９時 分に、地質学校に着いた 「昆明地質学校」は名前が「雲南省旅遊学校」に変わっていた。日50 。

本では 地質関係の専門学校というのは考えられないが 昆明地質学校 では 鉱山や土木 宝石の専、 、「 」 、 、

門家を養成するために地質学を中心とした専門教育を行っていた。ところが、鉱山や土木よりも観光の

業界の方が大きくなってきたので、地質から旅遊へ衣替えをしたらしい。日本でかってあったような時

代の変化が、中国でも起こっているのがよく分かる。

、 。 、地学博物館はいくつもの展示室がある本格的なもので 大学の博物館のような感じがした 恐竜館は

リュウ先生に案内して頂いた。背骨が本物の大きな禄豊竜の標本があり、地質学校の第一期の卒業生が

その発掘に携わった様子もパネル展示されていた その他 ワニ 億年前 の化石や小さな貴州竜 ２。 、 （ ） （1.8
億年前）の化石もあった。鉱物を展示した部屋では、おびた

だしい数の鉱物標本が展示されていた。中でも目を引いたの

は、黒雲母と白雲母が連結した巨大な標本である。説明には

黒白雲母連晶と書いてあったがこのようなものを見るのは初

めてだった。化石館ではショウ先生に説明していただいた。

ここでは、 種類もの化石が展示されており、このように700
種類が揃っているのは全国的にも珍しいそうだ。ストロマト

ライトの標本と地質年代表の前では、八尾先生からそれぞれ

について分かり易く説明して頂いた。地球館は一般的な地学

教育のための展示室で、宇宙や地球に関する写真や模型がい

块ろいろあった。プレートテクトニクスの模型には「板 構造

块理想模式」と書いてあった。プレートは、中国では「板 」

と書くらしい。その他、生徒が宝石研磨の実習を行っている

ところや学校で製作された翡翠の腕輪などが展示販売されて

いる部屋も見学させて頂いた。本物の翡翠には心を引きつける力があるのか、私もつい淡い緑色の腕輪

が欲しくなったが、私などが手を出せるような金額ではなかった。

時 分に、昆明市内のレストラン「雅苑」にて昼食を摂った。ここの名物料理は豚のしゃぶしゃ12 15
ぶに米粉の麺を入れた料理で、あっさりした味が良かった。この料理には次のような言い伝えがある。

昔、食事をするのも忘れて科挙の勉強に励む男がいた。その男の妻が、食事を忘れさせないようにする

にはどうしたらよいかいろいろと考えてこの料理をつくり、男に食べさせた。そして、男はこの料理の

お陰で見事に科挙に合格したそうだ。

昼食の後、 時 分に雲南民族茶道館に行った。ここでは、理知的でスマートな若い女性が上手な13 12

26



- 2 -

日本語でいろいろな種類の中国茶について説明してくれて 次のようなお茶を試飲させてくれた ①、 。

レイシコウ…果物のライチの香りがする紅茶

、 、「 」 。 、ライチやナツメ 竜眼が入っていて 東方美人 という名がある エリザベス女王のお気に入りで

女性には美容の効果があるらしい。良い香りのする紅茶だった。

② プーアール茶…茶葉が餅のような塊になっている茶

この茶は、カフェインを含んでいなくて、古いものほど良いとされる。 年ものを試飲させてもら13
ったが 初め口に入ったときは番茶のような感じがした しかし 番茶とは違って独特の高貴な香りと酷、 。 、

こく

があり、飲んだあと甘みを感じた。

③ 烏龍茶

日本で飲む缶入りの烏龍茶とは全然ちがって 良い香りがあり お茶の良い味がした 日本の烏龍茶、 、 。

が偽物であることがよく分かった。

④ ジョク茶…緑茶

うす緑色で日本の緑茶とよく似ていたが 味は日本のものより淡泊であった 茶葉は乾かすと翌日も、 。

利用できるということには驚いた。

14 14 55 18昆明空港には 時５分に着いた。飛行機が離陸したのは 時 分で、北京空港に着陸したのは

。 、 。時 分である 今回の旅行で一番長く飛行機に乗ったことになるが なぜかあまり退屈はしなかった15
、 、北京は何となく大陸の平原の中にある大都市と思っていたが 実際はそうではなく北京に着陸する直前

飛行機の真下に峨峨たる岩山の鋭い峰が迫っていた。八尾先生によると「燕山運動」で有名な燕山が見

えたのだろうということだった。

※ 燕山運動…中国の東部で中生代後期に起こった大規模な火成活動を伴う地殻変動

空港では観光ガイドの韓信淑さんが出迎えてくれた 時 分に 空港ターミナル地下一階のレス。 、18 50
トラン 華園 にて夕食を摂った 北京のビールのアルコール濃度は で 桂林や禄豊のビール ア「 」 。 、 （3.3 %

） 。 。ルコール濃度 よりおいしかった ちなみに日本の普通のビールのアルコール濃度は である2 % 5.5 %
、 。 。外に出たら やはり北京の方が昆明より暑いことがわかった 時 分にバスで八達嶺に向かった19 55

バスが立派で嬉しかった。昆明で乗っていたバスが大学の名前入りの汚れたバスだったからだ。バスの

外は暗くて何も見えなかったが、道の両側は広葉樹の並木で北国に来た感じがした。八達嶺に着くとバ

スの窓からカシオペア座がはっきりと見えた 八達嶺の明日の空は さぞ青いことだろう 八達嶺荘園。 、 。「

飯店」に着いたのは 時 分だった。21 13
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月 日）第５日 （8 9
放送大学大学院学生 南浦 育弘

訪問箇所○

万里の長城(八達嶺)、 徳勝口、 東口、 下葦甸(シャーウェイディエン)

○日程概略

起床7:00
食事7:30
八達嶺荘園飯店を出発 専用バスで八達嶺万里の長城へ向かう。8:30

～ 万里の長城(八達嶺)＊北京大学の劉建波先生と合流8:30 10:03
～ 昌平区徳勝口＊ 億年前の片麻岩と 億年前のオルソコーツァイトの10:57 11:33 34 18

不整合を見学

～ 昌平区南口の金殿レストランにて昼食11:56 12:45
～ 東台 ＊ 億年前のストロマトライト採集13:15 14:03 12

門頭溝区下葦甸(シャーウェイディエン)＊８億年前の青白口系･ 億年前15:16 5.3
のカンブリア系の不整合面と、線路沿い西のカンブリア系の石灰岩を観察

バス出発16:30
北京前門建国飯店 着17:47
ホテル内ストランにて夕食(バイキング)18:30

～ ホテル内「梨園劇場」にて京劇鑑賞19:30 20:40
＜宿泊：北京／北京前門建国飯店＞

万里の長城(八達嶺)1
八達嶺万里の長城は北京の北西約 ㎞の位置にある 北京市内の宿泊だと八達嶺まで時間がかかるた5 。

め 八達嶺に近い八達嶺荘園飯店に宿泊したわけである 万里の長城は２千年余りの歴史を持ち 紀元、 。 、

前 年の秦の始皇帝の時代に築造が始まっている。221
当初は土壁で築かれた 年に明(ミン)の皇帝の永楽帝(明の成祖 － )は南京から北京に。1420 1403 1425
都を遷し、元の攻め込みを防ぐため長城をレンガに造り替えている。

バス内で八尾先生より八達嶺の地質について簡単なコメントがあった。八達嶺も含まれる燕山(エン

シャン)山脈は北東から南西方向に連なり、燕山運動によって生じた。エンシャン運動はジュラ紀～白

亜紀の活動でアジア大陸に太平洋プレートが沈み込む所に形成された 燕山(エンシャン)山脈はジュラ。

紀の花こう岩で特徴づけられる。南中国に恐竜が栄え、火山噴出物ができたのと同じ時代である。

八達嶺万里の長城の登り口が近づくにつれ 多くの観光客の歩く姿が目に入ってきた 専用バスはだ、 。

んだん急な坂道を登りはじめ、私達のバスは「 待遇」扱いで、長城登り口のすぐそばまで入って駐VIP
車した 長城への登坂のアプローチが省けて大変幸運であった 夏休みの最中で国内観光客が多く ８。 。 、

時 分頃だというのに長城入り口の広場は中国人や外国人の観光客で混み合っていた。辻田さんによ40
れば 長城では禁煙であり タバコに火をつけた瞬間に捕まって罰金を取られるとのことであった 事、 、 。

実 私は女坂で火のついたタバコをおいしそうに吸う中国人のおじさんを何人か見かけたが たまたま、 、

取り締まりの係官に見つからなかっただけであろう。

(金殿レストランでの本日の昼食後、専用バス前で辻田さんは次のように説明された。私達の専用バ

スのフロントガラスには、国賓を乗せているチームという意味の｢国賓人｣ のマークのステッカーchina
がある ただし ｢賓｣はウ冠に兵 ｢人｣はこざと偏に人と表示されている いままで私達は気付かなか。 、 、 。

ったがそのステッカーはフロントガラスにあった！水戸黄門の御印籠のような威力を発揮するのであ

ろうか)。
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八達嶺万里の長城の登り口から向か

って右は女坂で左は男坂(海抜 ｍ)880
である。女坂は三番楼まではなだらか

な階段で四番楼への階段は急である。

私は８時 分スタートで炎天下のも50
と、汗をかきかき、休憩することなく

女坂の最高点の楼閣を目指した。しか

し、多くの中国人の家族連れが人垣と

なって、しばしば行く手をさえぎられ

た。最高点の位置から数えて つ下の2
楼閣を過ぎたあたりで登城開始から

分が経過し 時間的に最高点の楼閣37 、

目指しは万事休すになった。汗びっし

ょりの状態でやむを得ず登城口へ引き

返した。後で聞くと私達の団体は女坂

には３名で 男坂には 名の方が登っ、 12
ている。登りはじめが急な男坂は旅行八達嶺万里の長城の女坂から見た男坂

者に敬遠されて人垣が余りなかったとのことである それにしても難攻不落の万里の長城のレンガ造り。

とレンガ積みの作業には途方もない大変な労力を要したであろうことが伺えた。元の広場に 時 分9 55
に集合した 切符を求める人達は多数で 人の列が 列できて広場はごった返していた 北京大学の。 。100 2
劉建波先生が待っておられ、これからの 日間の北京の地質案内をしていただくこととなった。2

２ 徳勝口を目指す専用バスの中
快晴の中、 時 分に専用バスは昌平区徳勝口を目指して出発した。10 2
八達嶺付近は鉄道が２車線で 大型バス主体の幹線道路に沿って走っていた 専用バスからは 花こ、 。 、

う岩の山の岩肌が次々と遠望できた。 時 分に鉄道列車が９両編成で通り過ぎた。10 17
専用バスの対抗車線には大型バスが多く 大型バスの乗客には長城を目指す登山者が多いように思わ、

れた。 時 分に寺院風の街並みの居庸閑の長城を通り過ぎた。10 18
北京大学の劉先生の挨拶があった 徳勝口では始生代から石炭紀までの地層があって片麻岩と石炭紀。

(プロテロゾィック)の間の不整合を観察し 東台(トウダイ)では石灰岩の間のストロマトライトを採集、

するとのことであった。専用バス内で、辻田さんから「不到長城非好漢」(長城に到らざれば良い男に

あらず)の説明があった。

昌平区まであと ㎞の地点表示を眺めた頃、辻田さんから中国の略字の話があった。 年に中国11 1949
共産党の国家成立当時、文字の読めない人が ％と多かった。そこで文字改革委員会が政府の中にで80
き 甲骨文字まで遡って検討され ハンタイ字(繁体字)に対して現在に通じるカンタイ字(簡体字)を略、 、

字として提唱された 識字運動の結果 年に中国の略字に関わる法案が通った 略字には次の つ。 、 。1956 4
のパターンがある。

第 は 画数の少ない字で代用すると発表しやすく書きやすいタイプのものである ｢勝利｣のｼｮｳを1 、 〔

月偏(ﾂｷﾍﾝ)に生と書く 。〕

第 は、元の字の代表的なものを残すタイプのものである〔｢業｣の文字の上の部分(冠)を残す 。2 〕

第 は、漢字のもっている要素を残すタイプのものである〔こざと偏に月と書いて｢陰｣を表す 。3 〕

第４は、元の漢字の複雑な部分を記号に置き換えるタイプのものである(｢漢｣を、さんずい偏に又と

書く)。

第 は、草書体からきているタイプのものである(ム冠に午と書いて｢車｣を表す)。5

やがて専用バスは ダンプカーがひっきりなしに通る昌平区徳勝口(トクショウコウ)の路上で止まっ、

た。
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３ 昌平区徳勝口

地図 北京周辺 八達嶺から前門建国飯店までのバス経路および地質調査露頭ポイント図
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徳勝口の露頭では劉先生の案内で 億年前34
の片麻岩と 億年前のオルソコーツァイト18
(石英砂岩)の不整合を見学した。地層境界面

の下側に 億年前の片麻岩が 上側に 億、 、34 18
年前のオルソコーツァイトの地層が分布す

る。

上磐の石英砂岩と下盤の片麻岩の つの地層2
は不整合で接し その間に 億年間の年代ギ、 16
ャップがある。片麻岩は始生代( ～4000

)中頃の密雲(ミツウン)群の地層であ2500Ma
り、生物化石が見つからない時代なので放射

年代で年代測定して 億年前という値を得34
ている。オルソコーツァイトは原生代中頃の

長城系( ～ )の地層で石英砂岩か1800 1400Ma
らなる。不整合面の上の石英砂岩にはリップ

不整合面 オルソコーツァイト／片麻岩ルマークやラミナが見られる。

ここの徳勝口の露頭では見えないが、厚さ ｍの石英砂岩の上に厚さ ～ ｍ(石炭紀)の泥岩層70 60 70
があり さらにその上に数百ｍの石灰岩が分布する 石灰岩ができる頃には海水準がかなり上がったよ、 。

。 、 、 、うである なお 斜行葉理(クロスラミナ)や漣痕マークは 浅い海に堆積した泥岩が層状に分布して

海岸での波の作用でできたものである 桂林では生物起源の石灰岩でできているが ここ北京周辺での。 、

数十ｍの厚さの石灰岩はバクテリア作用か

化学的沈殿作用( )でできたものであCaCO3

る。八尾先生は劉先生の説明を補足する形

で話され ｢石英砂岩は丸く円磨されて長石、

や雲母の造岩鉱物が無くなっている。日本

のジュラ紀の手取層群のなかに石英砂岩が

見られるが、本来、日本列島にないはずの

ものである。中国の長城系砂岩が由来とな

って手取層群ができたと見るべきで、日本

列島がアジア大陸にくっついていた証拠と

いえる 。私達は 億年前・ 億年前とい」 34 18
う太古の時代の岩石の露頭を前にして深く

感動したのである。また、ここの石英砂岩

と石川県を中心とした日本の手取層群との

関連を指摘されて、感慨深く思ったのであ

る。先カンブリア時代という歴史の重みを

感じながら 私達は露頭写真を撮り 証拠とオルソコーツァイトのラミナ 、 、

しての片麻岩や石英砂岩の岩石採集をした ここで 八尾先生の地球史年表( )の概略を参考ま。 、 2006.12.8
でにあげておこう。

億年前頃に地球が誕生した後、 億年前頃(冥王代の終わり・始生代の初め)の時代に大陸地殻が46 40
形成され、原始生命が海の中に誕生したといわれている。始生代中頃の 億年前頃、第 次ウル大陸31 1
といわれる小大陸が出現し、 億年前頃、大陸が出現している。27
始生代終わりの 億年前頃、西オーストラリア等で見られる縞状鉄鉱層の大規模形成が浅海で開始25

22 21され 真核生物が出現している 原生代の初めの 億年前頃 最初の地球の全球凍結事件が起こり、 。 、 、

億年前頃に多細胞生物が生息した痕跡(化石)が見つかっている。

19 10 7億年前頃、ウル大陸・ニーナ大陸が出現し、原生代半ばの 億年前頃にはロディニアの出現、

億年前頃にはロディニアの分裂と地球の全球凍結事件が起こっている。この間、 億年前頃には、海の9
中に動物が出現し 億年前頃 エディアカラ生物群が出現している 億 万年前頃 カンブリア、 、 。 、6 5 4200
紀大爆発につながる硬骨格生物が出現している。

その後、古生代初めの 億 千万年前頃、オゾン( )層がの形成とそれに伴う生物の陸上進出が起こ4 5 O3

っている 古生代終わり頃の 億年前頃 パンゲア大陸が出現し 中生代初めの 億年前頃 パンゲア。 、 、 、3 2
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大陸が分裂している。中生代の終わる 万年前に恐竜・アンモナイトなどが絶滅した生物大量絶滅6500
事件があり、 万年前に人類(猿人)が出現するのである。700
徳勝口の露頭の調査中 ひっきりなしに通り過ぎる大型ダンプカーの中には石炭や資材を積んだ車も、

、 、 。多く 北京オリンピックを来年に控え 活気にあふれ躍動する中国の一面をかいま見たような気がした

ここでの調査は 時半までで、昼食のレストランを目指して専用バスは移動した。昌平区南口の金殿11
レストランには展示販売用の豪華な焼き物が広いホールにたくさん置かれていた バイキング形式の昼。

食では 各自の胃腸に負担がかからないように食事の量を制限している方が多いように見えた テーブ、 。

、 。ル上に置かれたアルコール度の高い酒を何人かが試飲したが 喉に心地よく熱く感じるものがあった

しかし、その場でひっくりかえるほどのことはなかった。

４ 東台(トウダイ)
昌平区南口の金殿レストランを 時 分に出発し 専用バスは北京市昌平区徳勝口の南西の方角の12 43 、

高崖口・東台に向かった 車中での劉建波先生による事前学習の説明は次の通りである 東台は青白口。 。

(チンパイコウ)の北東部にある 東台付近の地層は徳勝口で見た先カンブリア界長城系の上位に位置し。

ている薊県(ケイケン)系霧迷山層という地層である。すなわち、下位より長城系( )、薊県(ケイ1800Ma
ケン)系( ) 青白口(チンパイコウ)系( )が整合で重なり つの地層群を合わせて厚さ千ｍ1200Ma 800Ma 3、 、

に達する。薊県系は と書かれる。薊県系の石灰岩は数百 の厚さを持ち、所々に 億年前のスjixian m 12
トロマトライト( ：畳層石)の層状構造が見られる 今から 億年前という時代には世界的にstromatolite 12。

ストロマトライトの分布が見られる 薊県系の石灰岩は 酸素の乏しい時代の中で 億年前のバクテ。 、 、18
リア作用か化学的沈殿作用( )でできたものと思われるが、どうしてできたかは定かではない。薊CaCO3

県系の石灰岩の上位にはストロマトライトの分布は少ない。

高崖口の南 ㎞の位置で専用バスを降り、2
人の背丈ほどもある雑草の茂みをかき分けて

湿地帯を通り過ぎると、東台の露頭に出た。

東台の全面露頭は薄茶色の堆積岩の壁である

が、ドロマイト( ：苦灰岩 )のdolomite MgCO3

ようである。ドロマイトという岩石は、石灰

岩( )の が に置き換わったものCaCO Ca Mg3

である。プレカンブリア紀のシーシェン層の

中に 億年前のストロマトライトが入って12
いる。垂直の壁になっている露頭の前にばら

ばらに崩された石灰岩の岩石破片から、スト

ロマトライトが多数見つかった。

採集した岩石を観察すると、浅い海の中で

できたストロマトライトは径 ～ ㎝で長0.5 1
さが数㎝の薄茶黒色の円筒状の微細な構造が

。円筒状の微細な構造のストロマトライト 白っぽい石灰岩の中にびっしり詰まっていた

白っぽい石灰岩はストロマトライトに押しやらPseudogymnosolen shisanlingensis
れ 筋状にわずかに分布するように見える 別の岩石破片ではドロマイトの中に黒色の円筒状の微細な、 。

構造が見られるものもある 泥岩や頁岩のラミナがストロマトライトの微細な構造をさえぎるように見。

えるものもあるそうである。

専用バスへの帰りの道路際に見事なストロマトライトの露頭を発見した。ドーム状の大きな構造を

持ち緩やかに大きく波打ったストロマトライトがびっしり詰まった構造が 縦 ｍ 横数ｍにわたって、 、1
明瞭に観察された 劉先生の先ほどの川向かいの露頭で説明のあったドーム状の大きな構造のストロマ。

。 、 。トライトの例であろうと私は推察した さっそくカメラに収め ストロマトライトの破片を採集した

ストロマトライトのでき方には二通りあり 浅い海の中では円筒状の微細な構造ができ 深い海の中、 、

ではドーム状の大きな構造のものができる 川向かいの露頭とこの道路際の露頭は距離にして数百ｍし。

12 12か離れていないが、 億年前当時、川向かいの露頭付近は浅海性の海であり、この道路際の露頭は
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億年前の浅海性の

時代を前後して深

い海であったとい

うことであろう。

ストロマトライ

トの円筒状の微細

な構造およびドー

ム状の大きな構造

というでき方の違

いによって、 億12
年前当時の酸素が

あまりなかった時

代の古環境を推定

できる技法に私は

感心したのであ

る。

ドーム状の大きな

構造を持つストロ

マ ト ラ イ ト

Colonnella
？descreta

門頭溝区下葦甸(シャーウェイディエン)
専用バスは 時 分に河北省への道としるした看板を通過し、道中、石灰岩の岩肌の山々が連なっ15 2
ていた カンブリア紀・オルドビス紀の石灰岩の採石場であり 中ほどに一部泥岩の地層も挟むがピュ。 、

。 、 、アーな石灰岩が採れるとのことであった 下葦甸に 時 分に到着したが 下葦甸は門頭溝区にあり15 14
国道 号線沿いの露頭である。下葦甸一帯の青白口系は層状ドロマイト質石灰岩(薄茶色の石灰岩と109
泥岩の互層)であり 億年の地層である その上が平行不整合で 不整合面の上に 億年前のカンブ、 。 、8 5.3
リア紀の礫岩とその上の三葉虫を含む塊状ドロマイト質石灰岩の地層が載る。

礫岩の地層の

厚みは ㎝ほ30
どで、プレカン

ブリア紀の地層

の岩石が再堆積

してできた地層

と考えられる。

三葉虫を含む塊

状ドロマイト質

石灰岩の地層に

は中国地質科学

院による大文字

の に横バーをC
引いた大きな文

字(カンブリア

紀の略称)が鮮

やかにペイント

されていた。青

白口系が 億年8
にできたと判定

されたのは、中

国の他の地域と

のつながりから平行不整合 礫岩･塊状ドロマイト質石灰岩／層状ドロマイト質石灰岩

の類推によるものである 不整合面にはわずかに黄赤色の薄い泥岩が挟まれるが ほとんど地層の堆積。 、
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がない。

八尾先生によれば 不整合面の地層がほとんど溜まっていない時期は ～ 億年前の地球の全球凍結、 7 6
の時期と重なる。つまり、この不整合面における空白期間の 億年は地球の全球凍結と関係するとい2.7
うのである 中朝地塊の西安の東では不整合の地層があり 年前の地質見学では先カンブリア時代の。 、20
氷河堆積物による氷稿粘土層が見られたとのことである。

いったん専用バスに戻り、 時 分に道路に沿って下葦甸の西方の露頭に向かい、 時 分に到15 33 15 35
着した。 時 分頃、 両編成の列車が通り過ぎるのが見えた。露頭には赤い泥岩層や石灰岩の地層15 42 2
が見えた。

赤い泥岩層の中に 億年前の三葉虫も5.3
見つかるようである。(私は確認できなか

ったが カンブリア系の石灰岩の表面には、

生痕化石のいっぱい入った黒いしみのよ

うな模様がたくさん見られるそうであ

る)。また、塩の結晶も見られるが、潮間

帯の潮だまりでできた赤い泥岩の周辺は

砂漠であったと推察される 泥岩の赤色は。

鉄分の色である 石灰岩の層は層状ライム。

ストーンで一部泥岩との互層である 当時。

の浅海に大きな台風が吹いて 荒れた大波、

によって ～ ｍにおよぶうねりが現70 80
れ、ストーム堆積物として竹葉石灰岩(竹

の葉のように見える石灰岩)ができた。カ

ンブリア紀の中頃は地球温暖化が進み 台、

風の威力も凄まじかったようである。

私達の地球上で現在進行しつつある地球温5.3 億年前の赤い泥岩層
暖化に伴って この先 ハリケーンや台風の威力がどこまで凄まじくなるかの行く末を暗示するかのよ、 、

うである。

線路の枕木にあちこちに暑さのためにコールタールが溶け出していた 線路に沿って西方に歩き目的。

地に到着した 時頃頃 貨車を 両つないだ機関車がけたたましい警笛を鳴らしながら単線の線路を16 16、

通過した。

下葦甸西方の線路北側の石灰岩岩体の露頭では 白い部分はバクテリア作用のもので微生物が石灰岩、

の礁を造っている いわゆる上部カンブリアのリーフサンゴ礁である ウーライト( )という石灰岩。 。 oolite
の中に、 ㎜の丸い玉の結晶が見られるがこの結晶は浅海性のものである。1
すなわちマイクロピュアライトという微生物岩で、浅い海の中で撹拌される環境にあり、普通の石灰

岩のできる環境とは違う 石灰岩の中に。

硅質のものがあれば が に置き換Ca Si
わったチャートの一種といえ この石灰、

岩(チャート)が海岸の波打ち際で揺ら

れるとウーライトができるとのとのこ

とであった 劉先生はウーライトという。

石灰岩についても論文化を目指して研

究されているようであった。

本日の巡検では 先カンブリア代の地、

質を下位から年代の古い順に徳勝口で

億年前の片麻岩と 億年前のオルソ34 18
コーツァイト(長城系 )を、東台1800Ma
で 億年前の層状構造の石灰岩(薊県12

。系 )を見てきた1200Ma

㎜の丸い玉の結晶が見られるウーライト( )という石灰岩1 oolite
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また 下葦甸(シャーウェイディエン)では 層状ドロマイト質石灰岩(青白口系 )と カンブリア、 、 、800Ma
紀の礫岩・その上の塊状ドロマイト質石灰岩( )が平行不整合で重なっている様子を順次、見てき530Ma
た。

下葦甸のこの平行不整合面でも地層の欠如が見られるが 平行不整合が形成された時期はまさに地球、

の全球凍結( ～ 億年前)があったとされる期間である また カンブリア紀・オルドビス紀の燕山(エ8 6 。 、

ンシャン)運動の時代に関連するかも知れないのである。

本日の巡検を通じて、私はプレカンブリアの時代から古生代・中生代･新生代にかけての地球史をも

っと知ってみたいと思うようになった 大陸の離合・集散や地球全球凍結事件はどのように起こったの。

であろうか カンブリア大爆発の前後の古生物の進化はどのような状態であったのだろうか また プ。 、 、

レカンブリア･古生代･中生代･新生代にかけて、それぞれ当時の地球環境がどういう状態であったのだ

ろうか興味は尽きない。

６ 北京への戻りの専用バス内で
予定の時間をオーバーして専用バス内で 時 分頃 門頭溝区軍圧鎮灰峪(カイヨク)村の石炭紀の16 20 、

植物化石の採集をどうするか相談されたが ホテルへの帰りの時間と観劇開始に間に合わせるためには、

灰峪村にある石炭紀の植物化石の採集を中止せざるをえなかった。

時 分頃、車窓から下葦甸の方を振り返ると石灰岩の山々の先端が鋭く尖っている様子が確認で16 40
きた 北京郊外の街中に近づいても樹木が至る所に見受けられた 街中に鉄工所や火力発電所が広い敷。 。

地に異様に聳えていた 石景山鉄工所は将来遊園地になるそうである 北京オリンピックを控え 排気。 。 、

ガスの多い石景山鉄工所はきっと人家の少ない場所に移転するのであろう。

途中 時 分に、大工事中のオリンピック会場の１つのそばを専用バスは通った。北方工業大学が17 1
左手に見えたがバスケットボールセンターになるようである また 左手に真ん中に展望台のある北京。 、

の中央テレビタワーの背の高い建造物が見えた。★印の 番マークの車は中国人民解放軍の車と聞い81
た。

ここで辻田さんの中国語豆知識の車中講義が始まった 中国の車ナンバーは算用数字の番号の前に各。

省などを 文字で表す表示方法が取られている 例えば｢京｣は北京 ｢津｣は天津 ｢晋｣は山西省 ｢魯｣1 。 、 、 、

は山東省である。中国には直轄地が 、自治区が 、台湾も含め省が 、ホンコン・マカオの特別行政4 5 23
区が 、計 である。北京市内ではほとんどが｢京｣ナンバーであった。2 34
参考までに 今晩のホテルでの奉仕料として 希望者には足つぼマッサージ 時間 元 全身マッ、 、 、1 180

サージ 時間 元 フルコース 元と聞いた なお 岩石を日本に郵送希望の人は今晩中に個別に1 240 300、 。 、

記名をほどこしてパックにまとめてほしいとの依頼があった。 時 分に専用バスは北京前門建国飯17 47
店に到着した。

７ 京劇鑑賞
ホテル｢前門建国飯店｣は中国北京市専武区永安路 号にあり 京劇の梨園劇場が備わっている 梨175 、 。

園劇場では 毎晩の 時 分に中国の伝統文化である京劇を観劇できるが 俳優さんの化粧室を見学、 、19 30
し 気に入った俳優さんと一緒に写真を撮ることもできる 本日も観劇は 時 分から 時 分の、 。 19 30 20 40
間である。

私は 時頃 部屋の風呂に入り 汗を流したがついつい長引いて 時 分からの夕食(バイキング)18 18 30、 、

に遅れてしまった。

中国旅行も第 日目で連日の豪華な食事で胃腸に負担がかかり過ぎ 消化不良を起こしつつある 夏5 、 。

の熱い中国旅行で 私はホテルの食堂や専用バスで配られたミネラルウォーターを活用し 特にお金を、 、

。 、 、出してミネラルウォーターを購入したことはなかった しかし ミネラルウォーターは素っ気ない味で

自宅から持参した梅干しが塩分補給に大変有効であったように思う。また、自宅から持ってきた｢三光

丸(さんこうがん)｣は食べ過ぎの胃腸の調整にある程度役立ったように思う。

広間の夕食会では野菜・果物中心の軽い食事に心掛けたが 私はついつい欲張って脂っこい肉を除く、

メニューの一通りにほぼ手をつけていたようである。京劇開始前の 時 分頃、食事もそこそこのま7 20
ま梨園劇場へと移動した。

梨園劇場のロビーでは 出演する俳優さんが入念に化粧しておられた 私達の席はデザートとしてお、 。

菓子・桃などの果物・お茶の用意された前から 番目の特別のテーブル席であった 欧米の外国人の方2 。

。 、 。との同席に多少は緊張した 私達のテーブル席の後ろには一般席があり その後方に立ち見席が見えた

舞台が始まると 側面の英語の電光掲示板と舞台を交互に見るので首が疲れ 忙しかった 俳優さんの、 、 。

しぐさや表情でおおよその意味はわかったが、物語の全体の流れはあまりわからなかった。
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隣席の今辻先生は京劇を日本語のイヤホーンで聞かれていたので 翌日の朝食時の席でお尋ねしたと、

ころ 前半の話は 留守番をしている若い娘に気のある男が言い寄るが断られ 帰宅した娘のおばあさ、 、 、

んが、娘の縁談にかこつけて男にからかいを入れるという内容のようであった。

京劇 後半の一場面

京劇の後半の話は、盗賊一味が 「悪徳」銀行からお金を盗みだし、盗賊一味と取り締まりの役人が、

チャンチャンばらばらの戦いを繰り広げる展開である お金を得る手段は間違っているが 正義のため。 、

にお金を活用しようという「ネズミ小僧」の中国版であろう。

闘いの場面では 空中転回の宙返りあり 棒を使った巧みな足技ありで 役者どおしの息のあった演、 、 、

技の節目のたびに観客からやんやの拍手喝采を浴びていた。

役者達の華麗な身のこなしに体操の本場 日本 の行く末が思いやられ 体操 中国 に今後歯がた「 」 、 「 」

たなくなるのではと心配になるほどであった 一度も舞台の板の間に落とさず 絶妙のタイミングで棒。 、

を足で蹴飛ばして相手に返す技などは それほど素晴らしい技であった それにしても 口ほどにもの、 。 、

をいう俳優の目の動きや巧みなしぐさは見事である。

京劇は庶民のための芸術文化であろうが 京劇を楽しめるのは中国の人々の中で生活力のある限られ、

た人達だけなのだろう 中国の事前計画の研修の際 私は京劇鑑賞に期待していなかったが 由緒ある。 、 、

京劇の実演を見て大変よかったと思う。京劇鑑賞後、中谷先生と共にホテルの自分の部屋に戻った。

今日は 月 日、長碕原爆投下の日。テレビをつけると日本の の番組が映り、女優の吉永小百8 9 NHK
合さんの長崎原爆投下の被害を悼む朗読の特集番組があった。

月 日からの中国地質巡検で初めて目にする日本語番組である。神妙にかつ幸福な気持ちで、吉永8 5
小百合さんの番組を視聴した 私達と同世代の吉永さんが節を曲げず純粋な気持ちで平和運動に取り組。

んでおられる様子を拝見して、私は大いに励まされた。

日本人の心の原点は広島・長崎の原爆被爆であると改めて教えられたように思う 番組が終わって衣。

類を着替え、さわやかな気持ちで私はそのままベッドの上で深い眠りについたのである。
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第６日 （８月１０日）快晴                          幸田乙三 
 
モーニングコールは 6時 30分だが、５時ごろから目が覚め同室の団長と顔を見合わせ、朝の挨拶よ
り先に『歳をとると、寝られんようになったなあ』とことばを交わす。私は先ず昨夜の洗濯物に見て、

乾いているものを取り入れ、そうでないものはクローゼットにそのまま下げておいた。長旅に出て同じ

ホテルに連泊すると、洗濯物の乾燥や荷物の整理に手間をかけなくともよいのがありがたい。団長と話

しながら洗面や身支度をしていると、モーニングコールがあった。お互いが身支度を終えるともう７時

前になっていた。朝食を食べに階下の食堂に行くと、席は５割ちかく詰まっていた。朝食はヴァイキン

グ方式なので、見晴らしの良い席より、食べ物のとり易いカウンターに近い席を選んだ。既に今辻先生

が座っておられたので、持ってきた貴重品の入ったウエストバッグは身に着け、カメラは椅子に掛けて

飲食物を取りに行った。一皿分を盛って席に戻るとカメラがチェーンで椅子に繋がれていた。今辻先生

の話によると、私が席を離れるや否や、食堂の責任者と思われる女性がチェーンを掛けたとのことだ。

さすが、北京(Bei jing ﾍﾟｲ ﾁﾝ)の老舗ホテルだけあるわと、感心と感謝の思いで食堂を出るとき、お礼
を言ってチェーンを返した。後で知ったことだが、屋鋪先生も席に置いたリュックがチェーンで繋がれ

ていたとのことだ。今まで物を盗られたことのなかった私が昨年北京空港で、たいしたものは入れてい

なかったが、ズボンの後ろポケットに入れたサイフを掏られたことがあり、改めて私（だけでなく日本

人と言っても過言ではないと思うが）の警戒心の無さを知った。 
 

全員がバスに乗り込み８時「前門建国飯店」前を出発。北京到着からのガイドである韓信淑(Hhan xin 
shuh ﾊﾝｼﾝｼｭｰ)さんの『早上好』から、案内が始まった。これから向う北京大学(Bei jing da xue ﾍﾟｲﾁﾝﾀﾞ
ｰｼｭｴ)は北京市の海淀区(Hai dian ou ﾊｨﾃｨｴﾝｵｳ)にあって、この地域は文教地区で学校が多く、有名なと
ころでは中国人民(Zhong buo ren min ﾁｮﾝｸｵﾚﾝﾐﾝ)大学、理工系を中心とする清華(Qing hua ﾁﾝﾎｱ)大学が
あるとのこと。バスは西四環北路(Xi si huan bei lu ｼｰｽｰﾎｱﾝﾍﾟｲﾙｰ)を北上する間に、韓さんは北京の教

育事情を話してくれた。北京の学校でも学校間格差

があり、使う教科書も異なり、私塾が流行り、日本

では中三にあたる自分の子も夏休みさなかの今日

も、物理と英語の塾に行っているとのことだ。勿論

一人っ子で、このために自分達夫婦は頑張って共稼

ぎをしているとのこと。ショッキングな事は先生が

教えている子に、その子の塾や家庭教師として、同

僚の先生を紹介するという話だった。また北京では

交通事故も多く、交通渋滞も多いとのことだ。バス

が狭い渋滞する道に入り、再び工事中であるが太い

道（北四環西路 Bei si huan si lu ﾍﾟｲｽｰﾎｱﾝｼｰﾙｰ）に
出ると目的地の前である。 

 
北京大学の正門はキャンパスの西側にあるようで、

我々は南側のいくつかあるうちのひとつの通用門の前でバスを降りた。そして学内へ入って少し待つと、

劉建波(Liu jian bo ﾘｳﾁｪﾝﾎﾟｰ)先生が迎えに見えた。我々は挨拶もそこそこに地質陳列館に向った。学内
の通路脇には沢山の自転車が雑然と置いてあり、持ち

主不明や、盗品の乗り捨てのようなものも見受けられ

た。そして驚いたことは、日本の学校では見たことの

ない光景があった。それは学内に 警察署かとおもう

ほどの規模の警官詰め所があり、2,3人の警官が周り
をパトロールしていたことだった。 
 
北京大学地質陳列館は５,６階建ての１階入口にあ
った。劉先生の簡単な説明のあと、自由に陳列を見る

ことになった。この地質陳列間は 1909 年の設立で、
中国全土の発掘品を蒐集しており、1 階は岩石・化
石・鉱物が中心で珊瑚・アンモナイトなども陳列され、

3～4ｍはある完全な魚竜化石 1 体分が自由に触れる
状態で置かれていた。陳列のアンモナイトは日本が産地で、八尾先生のお話ではおそらく北海道で見つ
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けられたものだろうとの事でした。私達の殆どが展示を見終わるころ、4～5人の若い男女に引率された
50人ほどの小中学生が入館してきた。夏休みの課外教育ひとつだろうと思う。何処の国も子どもは元気
だ。全員が揃ったところで、歴代の地質学者の写真と功績が紹介されたパネルのある廊下を地下にむか

った。地下室に入ったところで館長の＊＊＊先生の紹介をうけた。館長の挨拶とこの標本室の説明をさ

れた。ここは新生紀の魚類研究と化石のクリーニングや整理をしており、500以上の標本をもっていて、
その殆どはアメリカ・ドイツ・イタリアのものである。魚竜は 2億３千年前のものが中心で、ガラスケ
ースの魚竜は海で生息するようになった初期の種類である。ここでは魚竜の進化を研究しており、海で

の進化を終えた魚竜標本を見つけたいとのこと。また、八尾先生とは協同研究の間柄とのことだった。

私達はここでも自由に見てまわった。大きな魚類の化石やウミユリの群生化石、パズルのように床に広

げられてクリーニング中の魚竜化石もあった。別の部屋では出土した化石を売っていた。私達一行もこ

の化石の品定めをし、買っていた。こんな光景も日本では見られないものだと思う。買った化石と、今

までのフィールドで収集した岩石を纏め日本への託送を劉先生に依頼して、バスへ戻る。来る時は背に

して気がつかなかったが帰るとき、正面に大きな明るい建物が見えた。丁度、北京大学の西南隣になる

ところで、韓さんによると、来年のオリンピックでは卓球会場になる体育館とのことだ。10 時 55 分、
次の目的地「中国科学院古脊椎動物・古人類研究所」に向かって、北京大学を後にした。 

 
渋滞のみちを 20分あまり走って、公園のような

中を少し行くと、目的地の「中国科学院古脊椎・古

人類研究所」の前に着いた。11時 30分だった。我々
の到着を待って居られたようで、劉先生から館長の

******さんが紹介された。館長は挨拶ののち、我々
を展示へ案内してくださった。この館は古脊椎動物

館と古人類研究所が 1994年に一緒になってできた。
古脊椎動物館は脊椎動物の進化を研究し、その研究

は化石に頼ることになる。1階は両生類の化石・羽
毛の化石・皮膚の化石・琥珀の中の虫の化石それに

シ－ラカンスの標本等の展示がある。たとえば翼竜

の化石の中に羽毛の化石があれば、その翼竜は卵の

世話をしたと判断され、さらに温血動物と判断され

る。それまでの恐竜は冷血動物で進化して、温血動

物になったと考えられる。そういった進化の過程を展示で示している。2階は孔子鳥や恐竜の卵の化石、
それに卵の化石を二つ割りにした展示まであった。孔子鳥は嘴と砂ずりを持っていて、歯をもっている

始祖鳥より、鳥としてより進化したものであることを示す展示もあった。ほかにヒマラヤの魚竜化石や

1938 年に禄豊で発掘され中国で初めて骨格が組み立てられた恐竜化石が展示されていた。3 階は 250
万年前のステゴドン・プロドンといった恐竜の化石、リス類の化石、北京原人が食したであろう大角鹿

の化石、犀や馬のツメが 3本から 2本になる過程を示す化石があった。古人類館には 800万年前の古猿
の歯の化石から、猿が人にならざるを得ない過程の説明や、古人類を早期・晩期猿人と早期・晩期智人

とに 4分類するパネルや展示があった。北京原人や山頂洞人の用いていた釣り針など道具類の石器が展
示されていて、文化の生まれる過程の説明があった。約 1時間の見学で慌しく 12時 40分研究所を後に
した。 

 
12時 55分昼食のレストラン「江南賦」到着。このレストランは青島啤�酒(Qing dao pi jiu ﾁﾝﾀｵﾋﾟｰﾁｳ)

の経営とのことだ。2 階に席が予約してあって天井の高い明るいホールのような部屋で客は多かった。
我々が食べるのはシャブシャブ料理で、この巡検の旅の食事の中で私の口に一番合っていた。啤�酒は

600ml・酒精度 4%以下で勿論よく冷えて、15元（約 240円）であった。この昼食は満足。13時 40分
劉先生と店頭でお別れして、周口店(Zhou kou dian ﾁｮｺｳﾃｨｱﾝ)へ向う。私達のバスは渋滞する街路から
北京と石家庄(Shi gu zhang ｼｰｸｰﾁﾁｮｱﾝ)を結ぶ京石高速公路(Jing shi gao su gong lu ﾁﾝｼｰｶｫｽｰｺﾝﾙｰ)に入
り房山(Fang shan ﾌｧﾝｼｬﾝ)区へ向って走った。暫くすると、バスの前方が緩やかな坂になりその登り切
った所は川の土手のようだった。地図から推察すると永定河(Yong ding he ﾖﾝﾃｨﾝﾎｳ)のようだ。それなら
右手の方にかの有名な盧溝橋(Lu gou qiao ﾙｰｺｳﾁｱｵ)が見える筈である。と思っていたら、添乗の辻田さ
んから案内があった。盧溝橋はマルコポーロにより美しい橋としてヨーロッパに紹介されたのだが、私

達日本人にとっては、あのドロ沼の戦いに踏み込むことになった場所である。1937 年 7 月 7日にこの
河原で日中戦争が始まったのだ。今年は丁度 70 年目にあたるのだ。私達にとって決して忘れてはなら
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ない橋なのだ。バスは南下をつづけて房山区の良郷鎮(Liang 
xiang zhen ﾘｱﾝｼｱﾝﾁｪﾝ)あたりで、高速道路出て城関(Cheng 
quan ﾁｮｺｱﾝ)という所を通過して周口店の街に入った。道路
横には周口店遺跡の道案内があった。左折して比較的狭い道

に入ると、前の方に座る肥塚先生が鉄道好きな私に鉄道があ

ること教えてくれた。なるほど遮断機が下りていて列車の通

過あるようだった。私は早速運転台の横で、窓越しにカメラ

を構えた。列車は入れ替え中でなかなか動かず遮断機は下が

ったままで、気の短い人はその下をくぐっていったが、それ

を見ていた踏み切り警手は咎めることもなかった。私も少々

イライラしそうになりかけた時、踏み切りの向うに目をやると、なんと目の前が周口店遺跡の入口で、

そこには写真でおなじみの北京原人の大きな頭部の像があることに気づいた。やがてディーゼル機関車

が何両かの貨車を押して踏み切りを通過した。やっと遮断機が上がりバスは遺跡の入口に着いた。 
 

入口も広場の端にチケット売り場があり、その横に英・

仏・独・西・朝鮮・日本語のできるスタッフが写真付で掲示

してあって、面白かったのは、標準の中国語の話せる人には

「正」と書かれていた。中国の広さと民族の多さを我々に語

っているのだ。私達には勿論日本語が話せる*****さんが案
内を勤めてくれた。北京原人が発掘されたところは竜骨山

(Long gu shan ﾛﾝｸｰｼｬﾝ)の上である。この入口から、200ｍ
ほどの真っ直ぐな坂を登ったところに博物館がある。この坂

道の両側にはアンダーソンは博士・ツダンスキー博士や裴文

中(Pei wen zhon ﾍﾟｨｳｴﾝﾁｮﾝ)などこの遺跡とかかわりの在る
人達の写真や功績を紹介する 3ｍぐらいの塔が建っていた。

私が痛い足を引いて汗一杯になりながらやっと博物館の正面に着くや、若い中国人の男女 4名が乗用車
で上がってきて、車を降りるや大きな声でおしゃべりしていて、この場の環境に合う感じはしなかった。

博物館の正面のも北京原人の模型が備えられていた。館内には北京原人の頭部化石のレプリカ（本物は

午前中に行った中国科学院の特別な倉庫で保管されている）、彼らの生きていた時代に生息したであろ     

うオオツノシカ・ハイエナ・サーベルタイガー等の化石、彼ら及び山頂洞人（北京原人より約 19 万年
後に生息していた）。が用いたであろう石器などが展示されて

いた博物館からの帰りは、発掘された原人洞窟を巡って入口

へ戻った。 
 
16時 30分周口店遺跡をあとにした。来た道を戻るように
して北京に戻った。そして 17時 45分車でごった返す北京ダ
ックの食べられる店「全聚徳烤�鳴店」に 17時 45分着。北京
ダックと冷たい青島啤�酒は最高でした。19時 30分ホテル着。
解散。 
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第 7 日（8 月 11 日）                        帝塚山高校 近池日出夫 
 

（時刻については、詳細を辻田さんから頂きましたので、そちらをご参照ください） 
 
いよいよ最終日。期間中、朝起きると、まず天候が気になったが、今日も晴。昨日までのあわただしい

日程とは違い、自然博物館のみを残し、無事計画をこなすことができた。私の今日の記録の相棒の中谷

先生は、早朝、天安門広場へ行ってきたとのこと。シマッタ。やはり、「早起きは三文の得」。 
自然博物館には、開館前に到着し、入館待ちの間、博物館前の北京市街の間断のないクラクションと

行き交う人々や露店の雰囲気などを暫く味わった。 
館内では、Ｔ・Ｂ細胞と免疫の漫画展などの特別展等もやっていた。夏休み中ということもあって、

親や生徒たちの姿が目立った。館内の様子は中谷先生の報告をご覧ください。全体記念写真撮影後、北

京空港へ。 
空港への途中、スーパー風の北京友諠商店に立ち寄って買い物の時間をとった。私は書店で、北京周

辺コースの英文のハイキングガイドを入手した。ハワイ巡検の時も、次に来るときは必ずどれかのコー

スを歩いてやろうとハイキングガイドを買って帰ったが、まだ、機会が巡ってこない。ガイドに関心が

おありならば、ご一報を。先に品物の伝票を作ってもらって、支払いは別のカウンターに行き、再度伝

票を持って品物を受け取るという面倒な買い方で、しかも、支払いに使った紙幣の真贋を透かして確認

するなど、前もって辻田さんに話を聞いていなければ、戸惑い、気を悪くしてしまうところだった。 
 来年の北京オリンピックに向けて突貫作業の真っ最中の北京市の北東にある空港に到着。2008 年 8
月 1 日にロシア・モンゴル・中国を通る皆既日食があり、多くのツアーがオリンピックと抱き合わせで

計画されている。中国や北京には、今回をきっかけに何度か訪れたいが、人の少ない時期にしたい。 
 南方から台風が北上していたが、帰路も無事に、酷暑の関空まで戻ることができた。             
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第１日 （８月５日）               奈良育英学園 中井 利子 
 
 とても長い一日だった。ホテルの部屋へ入ったとたん座り込んだ。とても疲れた。 
朝が早かったためすがすがしく、気持ちが良かった。リムジンバスで関空に行き、 
飛行機で杭州に着き、空港のビルを出たとたんむっと、とても蒸し暑かった。杭州 
市は広さ 340㎢、人口 300万人、東経 120度、北緯 130度、亜熱帯に位置し、鹿児 
島とほぼ同じ緯度のため、日本の夏の気候とまるっきり同じだった。浙江省自然博 
物館まで約１時間、ガイドの呉 惠萍さんから杭州の歴史と町の様子を聞いた。銭 
塘江を渡り、市内をバスで通っていったが、緑が多く、金木犀、楠やプラタナスの 
並木道がありツツジの植え込みや花が咲いていて、道幅が広く、６車線の道路が走 
っていた。建設ラッシュで大きくきれいな建物が多く、IT企業の会社が多いとのこ 
と。人工の京杭大運河や西湖があり、緑と水の市である。 

 
浙江省自然博物館では約 1時間 30分のうちの約 1時間、解説員のしんさんともう１ 
人の方に、６の展示物の中の恐竜と古生物の化石について説明を受けた。恐竜の化 
石を見るのは２回目であり、前回カナダのロイヤルティレルミュジアムもすごいな 
あと感動したが、説明が理解できなかったため、今回は説明付きなので分かりよか 
った。 

 
その後、西湖散策と清河坊へ行った。西湖は周りが木陰になっていたため涼しかっ 
た。夕立が来るためか景色が霞んでいた。雷が鳴ってきたため、散策を早めに切り 
上げた。清河坊は 400年前の古い町並みで、１階にはお土産物屋、お茶屋、漢方薬 
屋など色々なお店が並んでいた。 

 
空港で、中華のコースの夕食を食べた。米は甘みと粘りが無かったが、まあまあ食 
べれた。 

 
桂林に向かって飛行機に搭乗したが、悪天候のため管制官から離陸の許可が出ず飛 
行機の中で１時間強待たされた。19時 50分にようやく離陸し、21時 50分ごろ桂 
林に到着し、23時過ぎにホテルに着いた。 

 
ガイドの黄 越さんからホテルに着くまでの約 40分の間、桂林について話を聞いた。 

中国の国土は鶏の形をしていて、桂林は腹のあたりになり、広さ 595㎢で神戸市と 
ほぼ同じ広さ、人口は 500万人で福岡県とほぼ同じで、亜熱帯に位置し、年間降水 
量 1900～2200、年平均 19℃だが夏は 26℃～36℃と気温が高い。カルスト地形で、 
木犀が樹立している町という。1986年に熊本市と姉妹都市を結んだ。桂林の山水は 
世界にこうたりというそうである。 

 
桂林は杭州と同じでとても蒸し暑く、夜中なので暗かったが車窓から見ていると道 
幅の広い道路が通っていて、市内は 23時過ぎだというのに、昼間は暑いため夕方涼 
しくなってから食事、ショッピングに出かけるため通りには人がいっぱいだった。 
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6時30分起床、ホテルの窓から外を見ると、

太陽が昇ろうとしていました。曇海の向こうに

遥か遠く山々を眺め、その切れ目からまさに金

色に輝く太陽が昇ろうとしていました。 

日本を離れて遥か遠く、一瞬、時が止まった

かのように水墨画の世界が開けてきました。７

時頃から朝食がはじまりました。たぶん選り取

り方式（バフェイト方式）だったと思います。

朝食はさすがに中国らしい食事だった。ひから

ぴたような揚げパン、お湯の中のお米が数えら

れるような朝粥、干物かひもかわからないよう

な粥のおかず、そして野菜の漬物、果物はスイ

カであった。年中スイカがあるのは、最近の中国が豊かになった証拠でもある。朝食は一般的なもので、

我々にとってちょうど良い分量であったように思う。欧米の田舎の安宿の朝食より考え方によっては、

良いかもしれない。 

 8時 20分、１Fロビーに集合しました。「おそろいになったらすぐバスに乗りますが、まだ、おそろ

いになっていないので、しばらくお待ちします」（図１．）。 

 ８時 20分すぎに全員集合してバスに乗り込みました。バスのなかでは、辻田国際交流サービス取締

役より、本日のスケジュールについて説明がありました。「まず、私たちが乗るところ（何に乗るのか

説明がない）、船着場はチッコウというところです」。「竹」という字に「漓江」のコウと書きます。

そこから乗りまして、兴坪（コウヘイ、[ｼﾝﾋﾟﾝ]）というところで降ります。あの、これは空港に、今

日の飛行機は１５時５０分、それに間に合わせまして兴坪というところで降ります。えー、それで空港

の方へ参ります。兴坪で降りるということは、ほとんど全部いいところ見終わってということになりま

す。船はですね、最後の終着として阳朔（ヨウサク[ﾔﾝｼｮｳ]）というところまで行くことになります。

私たちは、その一つ手前のコウヘイという所で下船いたします。そして、空港の方へ向かいます。それ

では、お昼ご飯はということになりますが、それは船の中で、自分たちグループで、席がきまっており

ますが、そこに食事を持ってきて食べることになります。今日の昼食は船のなかでという事になります。

ただ、一番景色の良い所で食事時間になるので、なかなか落ち着いて食事を取ることができないかもわ

かりませんが、やっぱり、カメラの方が忙しいかもしれません。 

 今日の桂林発のフライトは１５時５０分ですね。そして昆明着が１７：２０分がコンメイ到着ですが、

実は、今日は昆明が泊りではありません。まだ、そのあと绿丰（ロクホ）までまいります。ちょっと、

今日のホテル到着は遅くなるかもわかりません。 

 

司会は中国ガイドさんへ（黄さん）変わりました。 

漓江下りはみなさま聞いたことがありますか？テレビで見たことあり

ますか？上海の夜景、重慶の霧、昆明の花、杭州の食事、北京の歴史街、

桂林の雨、奈良の大仏、温泉は日本、と言われています。桂林は雨の天

気が最も素晴らしいと言われています。雨に煙る桂林の景色は雨に煙る

墨絵、また格別な風情があります。漓江は本当に異国の墨絵のような景

色です。今日は墨

絵の登場人物にな

れます。晴れた天気の日も良いです。山々の陰の

小鳥、、、、。 

日本のサントリー乌龙茶（のテレビコマーシャ

ルに）もありますよ。人民元にもその景色が（使

われているものが）ありますよ。５０元？（２０？）

ですよ。 今、観光バスが走っている橋は、

開放橋です。この川は漓江川です。桂林は果物の

産地です。有名なのはライチです。日本では冷凍

2007.08.06 
Day 2

 第２日（8月6日）肥塚隆保 

図１．宾馆的前厅集合 

図２．漓江の架けられた開放橋 
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のライチしかないですよ。500gで５元です。 

 

八尾先生登場 
漓江下りしているときに、沢山の石灰岩が見

えますので、少し説明しておきます。主に、

漓江下りの両側に見えるすごい石灰岩は、古

生代デボン紀（デカボニアン？）という時代

の石灰岩です。今、バスの両側に見えるカル

スト地形が、河を下るときに両側に切り立っ

た状態のところを下るわけです。主に、厚い、

見ただけで何百ｍもあるわけですが、石灰岩

が始まるのは、カンブリ紀から、以降の地層

で、すべてが石灰岩ではありませんが、シル

ル紀、デカボン紀、石炭紀、ペルム紀、古生

代全般にわたって、浅い海で溜まった石灰岩

を地質構造を見ながら腹下りしてください。

侵蚀のされ方が場所、場所、によって異なっ

ており、非常に緩やかな地形のところや、切

り立った場所などあります。 

八尾先生による説明が続いた（図3.）。やが

て、バスは船着場（図４）に 8:40分頃到着し

ました。 

 

乗船場で乗船券の購入など少し時間を経て

からチケットチェックポイントを通過し、正

面に漓江を見ながら、河沿いに進み階段を下

りて漓江名月号を通り過ぎて山水３４号に乗

船しました。いよいよ、2億８千万年前に海底

が隆起して、長い年月をかけて作り出した奇

石？の世界へ旅立つときがやってきました

（図5）。 

 船着場を離れた山水号は緩やかに川を下っ

ていきました。後方には 10数台の観光船が続

いた。まさに、これが「動く山水」と言われ

るのに納得。「動く画廊」とも言われるだけ

あって、その景色は何度見ても飽きさせるこ

とはなかった。奇怪な峰そして、水と空の間

の空間に形成された、ダイナミックな働きに

よって作り出された山々の緑と白色のおりな

す対比は、翡翠の緑とラピスラズリを想いお

こさせると同時に、遥か昔の海底を想像して

いました。 

伏波山、独秀峰、畳彩山など、それぞれの

峰は、それぞれの名称が与えられています。

「漓江は全長 437Kmあります。漓江下りの全

コースは桂林市内からバスで 30分かかって

行ける竹江埠頭から出発して陽朔というとこ

ろまでのコースです。季節と天気の都合で、全コース行けるかどうか決められます。冬の場合は川の水

が少ないので、陽朔に行けない時が多いですが、漓江下りが無いとはいえません。その時、羊堤という

ところから興平というところまで行って、また興平から羊堤までダウンするコースで行い、精華遊と言

われています。今の季節は、観光客が多く、10000人以上が川下りに訪れます」。 

最初に右手に蝙蝠山が見えてきます。少し進んで望夫石（図6）、そして、左に冠岩、石灰岩洞穴、鍾

乳洞です（図7）。 

図３．「漓江と石灰岩」の成り立ちの講義（八尾昭先生）

図４． 竹江乘船场 

図５．奈良县高中理科学会地学部会的一行 

図６．望夫石と名づけられた岩 
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やがて、ガイドさんの話を聞きながら船は杨堤を通

過しました。遊覧船は兴坪（コウヘイ）まで行き、夜

間に８時間かけてｴﾝｼﾞﾝ全開で川を上ります。10時か

ら 11時頃戻るようです。さて、右に羊剃山が見えま

す。山が二繋がって羊に見えます。こちらでは、日本

の招きのネコの意味に考えられています。中腹は招き

ネコの顔、頂上は招きネコの耳になります。この右に

見える家は、観光用に作った少数民族の民家、高床式

別荘ではありません。チワン族？の代表的な住まいを

復元したようです（図10）。 

やがて、少し早い食事になりました。自由選択方式

です。右の窓ごしに九頭の馬が描かれた山、つまり九

马画山（図11）が見えています。また、このあたりは

サントリーのコマーシャルに出てくるおなじみの美

しい景色が見られます。 

 
船はコウヘイとは、異なる場所に到着しました。船

着場とは言いにくいような場所で下船しました。観光

鵜飼の呼び込みを避けて（ガイドさんから、一緒に写

真を撮ると、チップを要求されるので、写真機を彼ら

に向けないことと注意を受けた。鵜飼と漁師さんの顔

が似ていたのには驚いた。）、軽貨物を改造した小型

軽バスとでも言う人間運搬車（図12）の待つ道路へ行

きました。この車は危ないですから（失礼だと思った

が、実際そのとおりだと思った。）、手を出さないよ

うにしてください（車がひっくり返ったとき、骨が危

ない）との注意を受けて、８名程度乗りました。定員

は倍の１５名だそうです。最初は今にも止まりそうで

したが、やがて快調に走り出しました。右手の山上で

は、林さん個人で建てた家があります。林さんは観光

に功績があるそうです。 

 「ここは、兴坪镇（Xingping）という町です。多く

の人はコメは植えていませんよ、水果(果物)を作りま

す。高く売れるためです。金橘、朱栾、西瓜などです。

生活できるためです」。やがて、バス駐車場に到着し

てバスに乗り込み桂林空港をめざします（11時54分）。

今までの山水の世界から、山村や田園の景色の素晴ら

しい車窓、ちょうどゴッホのイメージです（葡萄鎮）。 

葡萄鎮を出発して、ほぼ４０分のところに自由市场を

見学しました。みなさまの興味はもっぱら果物でした。

梨树、苹果、西瓜、香蕉、柘榴、黄皮、ライチなどが

並んでいました。お値段は、こちららでは、500ｇの

値段で表示してます。2.5元と書いてあれば、500gで

のお値段ということになります（図14）。 

叙福楼でトイレ休憩をとったのち、ほぼ 20分で桂

林両江空港に到着しました(14:55)。離陸は16:38分頃

で、CZ324便にて昆明到着が 17時 50分でした。空港

を降り立ち（図15）、バス乗り場へ向かう途中、ちょ

うどバス駐車場に入っところで子供連れの女性がお

金のおねだりに来てました。何故、共産国家でこのよ

うなことがあるのか不思議でした。が良く考えると北

朝鮮も共産国家です。上層部は裕福でも国民は飢え死

に寸前です。 

 

図 7. 河には至るところで鍾乳洞が見られる 

図 10．少数民族の民家 

図 12. 面包车にてバス駐車場へ向かう 

図 11. 九马画山 

図 13.葡萄鎮の田園風景 
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 さて、本日の宿泊予定である禄豊賓館をめざし

て出発しました。ガイドは王さんです。一見実直

で真面目一本のように見えたのですが、やがて明

日には土产販売戦略が待っているとは、夢にも思

いませんでした。松蘑２箱買うことになったので

す。 

バスに乗り込んだのは、18:28頃です。予定では 

21：15の予定になってますが、今から２時間程度

で到着できるかと思います。王さんから挨拶があ

り、昆明について紹介されました。皆様が今到着

した空港は昆明国際空港で、年間旅客数は 1200

万人、中国で第５位ということになります。 

今回の先生方を案内することについてドキドキ

します。先生方は地質の専門家と聞いています。

ここは、雲南省で気候の変化も大きいです。山の

中では湿気があります。それは雲南の天気の特徴

です。私、皆様が来るのを心配していました。つ

い、先日まで、昨日の午後から晴れてきました。

ここ１ケ月間ずーと連続的に雨が降り続いてい

ました。毎日雨ですね。だいたい 25日間、１ｹ月

です。皆様、非常にラッキーで運がいいですね！。

車は右手に昆明駅を見ながら高速道路を走って

いた。 

 雲南省は、標高高いところ昆明の海抜は1900m

あります。雲南省の平均は2000mあります。雨が

よく降ります。桂林、北京より涼しいです。昆明

と藤沢市は友好都市にあります。ロクホウは、

3631km2，45万人です。バスは山の中に入り、段々

畑が印象的であった。バスの中では、恐竜の話に

なった。草食龍が多いですね。お肉を食べるもの

もいました。そして、バスは雲南駅を通過した。 

 車窓の風景を見ながら、かっての日本の農村風

景を想いうかべた（図17）。稲作の発祥の地とも

言われており、東南アジアや東アジアへ大きな影

響を与えていた地でもある。周囲の土は全面赤っ

ぽい色調を呈していたのが印象的である。やがて

山村の風景は町の風景へと変わっていた。町では、太極拳やダンスをしている人、活気に満ちた田舎と

いう感じがした。ホテルの玄関までバスが入れない。道路から入り込むところで、降車した。 

禄豊賓館到着は 20 時 05 分。もう少し遅くなる予定であったが、道路事情が改善されて予定より早く到

着できた。長い道のりではあったが、全員が無事に到着できたこともよかった。一目散、食堂に集合し

て遅い夕食をとりました。 

晚安！ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図14．自由市场にて 

図15. 昆明空港を降りてバス乗り場へ 

図16. 昆明车站を横に見ながら高速道路を走る 

図 17. 云南绿丰へ 昔見慣れた民家と段々畑 
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第 日 （８月７日）3
奈良教育大学附属中学校 今辻 美恵子

昆明で迎えた７日朝，ホテルのモーニングコールはいろいろで、電話による女性スタッフのコー
ルと、電話がこわれている部屋はドアのノック、あるいは何にもなしの３とおりのコールがあった
ようだ。もしかしたら、モーニングコールなどという習慣など、昆明にはないのかもしれない。

、 、 、 、 、 、 、 、 、朝の食事は ゆで卵 米の粉の麺 小麦粉の麺 白がゆ 肉まん 漬け物 高菜 黒糖カステラ
豆乳、おいしくいただいて（中国に来てから、何でもおいしい ）。
８：２０ホテルをあとにする。
今日、８月７日はイ族の祭り（たいまつ祭り）で仕事が休みの人が多い中、見学に出発。

８；２５ 禄豊 禄豊恐竜国家地質公園博物館着。 恐竜化石の見学をする。５体の恐竜が私たち
を出迎えてくれた。１９３８年に恐竜が発見されてから、現在まで、約１２０体の恐竜が見つかっ
ている。
ここに保存されている恐竜のうち、顔の（あごの）大きな
竜は肉食恐竜。草食恐竜の頭がすっぽりはいるぐらいの大
きさのダイナミックなあごをもつ。また，展示室の一角に
あった１．９７ｍもの肩甲骨はここより北の川街（せんが
い）で発見されたもので，その保存度の良さはアジアで唯
一のものらしい。この肩甲骨から察して、全長３０ｍぐら
いはあろうと予想されている大型恐竜である。大型の恐竜
は川街で発見されることが多く、３００㎡中に９体が発見
されている。 山で発見される恐竜は全長８～９ｍぐだいわ
らいのものらしい。 また， 山と川街では、恐竜のだいわ
生きていた時代が違うらしい。
９：３０ 博物館から同行してくれた解説員の（ヤオ）さ
んと共にだいわ恐竜山展示館（第 号坑）に向かう。1
この地域は私たちが訪れるまでずっと雨が続いていたら
しく、川の水は赤く濁り、岸辺近くのトウモロコシ畑は
かなり流され、ところどころで農夫が修復作業をしてい
た。ぬかるみが残るかなりの山道。もちろん舗装されて
いるわけもなく、はたしてこのようなバスが通行できる
のかと心配するほどの道を、勇敢にもバスはゆらりゆら
りと進んだ。バスを降りてから歩くこと数分、トウモロ
コシ畑の中のひときわ高い丘の上に「第一号坑」があっ
た 「第一号坑」の小さな看板さえトウモロコシの中にか。
くれるほどののどかさ。係のおじさんが鍵を開けて待っ
ていてくれた。入口の案内を見ると、第一発見者「揚」
さんとそのころのことが記録されている。この恐竜は、
非常に保存状態が良く、きれいに一頭分が整っていること
から、何かの影響で泥の中に閉じこめられたことが考えら
れる。死因としては、腰のあたりに何かが落ちてきて動け
なくなったのだろうと言うことがあげられていた。１億五
千万年以上前の生物の生活を、その骨が現代に語りかけて
いる。おもしろいことだと思った。
一号坑の裏側の路頭で恐竜に関係がある化石はないかと

探し始めた。この巡検で初めての、サンプリング。心躍ら
せながら、八尾先生
の後を丘に登る 「こ。
のぼこぼこは何かあ
りそうですか 」。
「うんこの化石かも
しれませんね 「すご」
いですね 「これはつめでしょうか 「わからないですね」心」 」
は一気に一億八千万年前に。それぞれが思い思いの夢をサン
プリングして、恐竜館を後にした。
さて、その後、時間の都合で２号坑に行くのはあきらめて、
再度、宿泊したホテルに戻り、お昼の弁当の仕入れ。弁当は、
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ふかしたばかりのあたたかい饅頭、トウモロコシ、落花生、ゆで卵、ザ
ア菜、となかなか豪華、途中の「呈貢Ｓ．Ａ」でなんとも中国らしいト
イレに遭遇し、１３：４０にインターを降り、めざすは澄江動物化石。
一般道に入ると道はじきに悪路、澄江古生物研究所のお薦めの近道とい
うことなのだけれど，輸送トラックの積載量オーバーも原因らしいが舗
装してもじきに穴ぼこだらけ。中国は右側通行なんだけれど、バスも穴
ぼこを避けて走るものだから、ときどき、右も左もごっちゃになる。お
まけに、信号もあまりなく、注意するときや追い越しするときはクラク
ションをならして相手に知らせる。慣れない者にはびっくりのドライブ
の果てに、１４：２０澄江の町に入り、帽天山に向かう。途中連絡によると、研究所はどうやら、
停電しているらしい。懐中電灯は持参しているものの日本ではなかなか味わえない体験。さて、悪
路をものともせず（名ドライバー 、）
１５：０６澄江（チェンジャン） 中国科学院南京地質古生物研究
所に到着。
ここは、５億３千万年前（カンブリア）の海洋動物化石の宝庫。

カンブリア紀の化石としては、カナダのバージェス頁岩動物群が有
名であるが、ここ、澄江の動物化石群は保存度が抜群だといわれて
いるらしい。個人的にはカンブリア紀の「進化の大爆発」について
は、いままでも興味がないことはなかったが、図鑑で見るかぎり，
この時期の生物にあまり愛着は持てなかった。しかし、愛知県蒲郡
の生命の海博物館で化石の実物と対面し、思ったより小柄でかわいいユーモラスな姿に（アノマロ
カリスは大きいが ）ころっと意識が変わり，澄江でハルキゲアのような動物化石群に出会うのを、
すごく楽しみにしていた。 停電も回復した澄江古生物研究所の展示
館で澄江動物化石群の見学をし、研究所の入口近くの崖の転石を観察
した （露頭をたたくこと、ハンマーを出すことは禁止 。澄江の泥岩。 ）
は茶色い色で想像以上にもろく、とても五億年以上前の石と思えなか
った。ここから、ハルキゲアのような生物を見つけることができたら

、 。 「 、 。」最高やろうなと 期待に胸はふくらむ これは 化石でしょうか
「ひょっとしたら、藻類かも 。たぶん、大物は調べ尽くされた露頭で」
はあっても、本場中国の澄江の化石が出る露頭に実際に来ることがで
きるとは、なんて心弾むことか，残念ながら、３年前ほどの動物化石
は認められなかったが、藻類らしいきれいな試料を得る幸運に恵まれた人もいて全体としては嬉し
いサンプリングになった。
そして次は燐鉱石の見学に，１７：１５帽天山付近の燐鉱石

の露頭に到着。
燐鉱石を含む地層は、肉眼では、黒色に見える。この燐鉱石に
ついては放射性物質が含まれるらしいということで、３年前に
八尾先生がサンプリングして、調査されたが、放射性物質は出
てこなかったそうだ。はるか中国の地で実際にハンマーをふる
って貴重な岩石を観察できることに感謝しながらの採集だった。

また、燐鉱石の地層には、
小さな貝化石が入っていると
聞いて探してみた。黒くて、
ころころ、ざらざらな部分に
多くいると聞いてサンプリングしてみたが、これらしいという気
はするが、確実には断言できない。
燐鉱石の地層はカンブリア紀初期に特徴的に現れ、澄江の動物

化石層の下位になる。原因としては、当時大規模な造山運動がお
きていて、この造山運動によって大陸の面積が広くなり、陸上の
岩石の量も海に流れ込んでくるリンの量も増えたともいわれてい
る。燐鉱石の層の上位には、黒色の頁岩の層が見られた。この頁

岩は多量の有機物や硫化物を含んでいて、酸素が少ない環境で形成され
たらしい。また、いくつかの限定された時代に広い範囲で見られること
から、地球規模で海洋底の酸素が少なくなる現象があったことを示して
いる。さて、１７：５０、燐鉱石の採集を終了。
１８：２０、撫仙湖畔のホテル「象山賓館」に到着。ホテルには、銀行
（？）の新任研修か、若者の集団が見られた。蓮根のスープに、ここの
おすすめの淡水魚のスープなど 。食事をいただいているとき、停電。、

、 、電気を使いすぎたための停電ではなく ずっと雨が降り続いていたため
点検のため停電になっているということだった。

47



まだ、ホテルのまわりはまだ明るく（中国は広いの
に時差がないので）食卓には、ローソクが置かれ、なかなか
風情もあることだったが、食事の後もすぐには電気が回復す
ることなく、それならば、明るい間に荷物の整理をと、部屋
に引き揚げた。

７日の感想
本日のメインはやはり、澄江の動物化石群の観察だったと思いますが、何よりよかったのは、お

天気に恵まれたことです。旅行に出発する前から 「昆明では懐中電灯が必要」とはきいていまし、
たが、 禄豊に行くまでの道や澄江への道は 雨ならとうてい無理だろうと思えるような道路状況
で、数日でも早く私たちが昆明を訪れていたら、見学は不可能だっただろうと実感しました。澄江
古生物研究所でも、ありがたいことにほんの少し遅かったために停電が回復してくれましたし、本
当に幸運だったと思います。また、帽天山で見た燐鉱石は、私の誤った先入観（燐鉱石はもっと薄
緑だと思っていました）を払拭してくれました。化石を観察し、その化石が活動していたようすや
死因を考えるのもおもしろいでした。中学校の理科の学習はしていても、専門的な地学の学習から
遠ざかっていた私には 「目からうろこ」の学びが多くありました。同じ志を持つ仲間と共に中国、
大陸の自然に直に触れることができ、感謝しています。
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第４日（８月８日）                         育英西高校 木村 弘子 
 
 朝７時にモーニングコール，７時半から朝食という予定で４日目が始まった。朝食は中華のバイキン

グだったが，おかゆがおいしかったことと脱脂粉乳かと疑われる牛乳が印象的だった。 
 
８時２０分に予定通り，バスで昆明に向けて出発した。前日に引き続き道のでこぼこさがすごく，ガ

イドさんから「最近中国では重量オーバーのトラックが多くて道が悪化している。警察も結構本気で取

り締まっている。」という話があった。ほぼ１時間半車中でガイドさん自身も白族だということから，

いろいろ少数民族のことについて教えてもらう。中国の一人っ子政策は非常に有名だが，実は漢民族に

おいての話で少数民族では二人まで認められていること，イ族には独自の暦があること，それぞれの小

数民族にいろいろなお祭りがあることなど，中国は奥深いなと思った。高速道路に入ってからは順調に

走り，30分あまりで昆明へ着いた。昆明は夏休みの避暑地として有名で，夏でも決して３０℃を越える
ことはないということだった。 

 
９時５０分頃，雲南旅遊学校（以前は昆明地質学校だったもの）内の「昆明地質学校博物館」に着い

た。夏休みにもかかわらず，古生物専攻の趙晋祥（チョウシンショウ）先生と地質専攻の劉詩中（リュ

ウシチュウ）先生が案内してくださった。昆明地質学校はもともと水利（ダム）専門家などを多数輩出

していた学校だが，近年就職の良い観光部門が中心となり，今の形の学校となったそうだ。博物館の中

は，この地域の研究の中心であるというだけあって，恐竜館に始まり，奇珍昇石館，化石館，地球館と

続いた。恐竜館には，部屋一杯に恐竜の骨格が組み立てられており，学校内の博物館とは思えないくら

い貴重な古い骨などもあった。次の奇珍昇石館では，さすがに元地質学校と思わせる水晶をはじめとし

てさまざまな石が陳列されていて，とても短時間では見切れなかった。化石館で，八尾先生から，中国

語の寒武紀（カンブリア紀），奥陶紀（オルドビス紀），泥盆紀（デボン紀）などの漢字表記は日本から

中国へ輸出されたものだと教えてもらって，少し感激した。女性トイレが２階にしかないということで

行ったところ，どのようにしたら流れるのかわからず，「中国のトイレは？？？」と話しているところ，

突然ものすごい水音を立てて水が勢いよく流れびっくりした。最後は１階の宝玉石実習基地で，実際に

学生さんたちが宝玉を研磨しているところや，良い石の見分け方などを教えてもらった。もっとゆっく

り見られても良かったなと思うくらいの見学だった。 
 
１１時４０分過ぎにバスで昼食場所のレストラン「雅苑」に向け出発した。途中，バス車中で雲南省

のおみやげということで月餅や乾燥松茸などの販売があり，ガイドの王さの成績に入るという訴えもあ

り，あちこちで購入されていた。さすがに市内で少し道も混んでいたが，約半時間でレストランに着い

た。大きなレストランで，人も一杯だった。何と私たちの個室（非常にゆったりしていた）にはトイレ

まで付いていた。昼食は一通りの中華メニューがいろいろと並び，こんにゃくがおいしいなとか思いな

がらどんどん箸をすすめたところ，ウェイトレスさんが一人ずつ，「過橋米線」（白族の有名な家庭料理

らしい）という麺料理をセットしていってくれた。王さんによると，中国の人は自分でするそうだが，

私たちは慣れないのでしてもらえるということだった。この「過橋米線」という料理が昔「科挙」の試

験勉強をしている旦那さんのために奥さんが考えた料理であるとか，良妻賢母という意味ももつなど教

えてもらいながら，結構淡白な細麺で，先の料理にもかかわらず，あっさり平らげてしまった。 
 
次に少し移動して，「雲南民族茶道館」で４-５種類のお茶を目の前で入れてもらい，どんどん試飲さ
せてもらった。有名なプーアール茶は年代物が効果も高く，味も良いということだったが，その分どん

どん高価になっていくらしい。飲ませてもらったお茶はどれもとても飲みやすくおいしかった。 
 
午後１時前に出発し，昆明空港へ向かう。昆明は高地トレーニングのために訪れる人も多いという話

や，７階建てまではエレベーターがなくてよいので，怪談が多く健康にはよいという話などを聞きなが

ら,走ること１時間程で空港に着いた。荷物を預ける際，次々とピーピー鳴り続け，ついに私の荷物は開
けろと言われて，開けたところ，結局ハンマーが引っかかっていたらしいことがわかって，無事に預け

ることができた。手荷物検査は少し混んでいたが，ほぼフリーパスで通過した。トイレに行ったりして

いたところ，ゲートに着いたのが２時４０分過ぎで，なんとバスは既に出て行った後だった。私たちの

グループの７人が乗り遅れており，結局小さいバスが来てくれて，何とか無事に飛行機に乗って座った

ら，即離陸した。前日までの国内線が遅れ続きだったから，その落差に少しとまどった。 
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３時３０分になぜか機内食があり，ライスｏｒヌードルと聞かれ，またまたライスをしっかり食べて

しまった。この飛行時間が日本との国際線に乗っている時間よりも長いということで，改めて中国の広

さを感じた。約３時間少し，６字１５分北京空港に着いて，ゲートを出たのが４５分頃。ガイドの韓さ

んが出迎えてくれて，そのまま地下１階のレストラン「華園」で夕食を取った。なんか食べてばっかり

と言いながら，出てきたものをどんどん食べてしまった。トマトの玉子寄せみたいなのが，結構食べや

すかった。 
 
７時４５分頃レストランを出て，バスに乗るためにターミナル２階の１２番のところまで荷物を持っ

て移動した。バスが来るまでの間，道路中あふれる車とバスとに「さすが北京は首都だな」と実感した。

でもよく鳴らされるクラクションや結構際どくすり抜けて行く車にはあきれた。８時少し前に出発し，

ホテル「八達嶺荘園飯店」へ向かう。明日の万里の長城見学のために，郊外へ移動しておくためだそう

だ。バスの中で，まさしくちょうど１年後の８月８日８時８分？に北京オリンピックが開催されるらし

く，今日は朝から１年前のさまざまなイベントがあったという話が韓さんからあった。その他にも，中

国国内の話や北京市内のオリンピックに向けての工事の話などをしてもらったが，今年は夕方の雷雨が

多く「２日前も飛行機が大変だった」という話で，その影響が地方にも出ていたのかなと思った。８時

１０分に高速に入り，ちょうど１時間ほどでホテルに到着した。到着した後，ロビーで部屋割りがあっ

たが，なんと前日に続き，このホテルもエレベーターがないということで，自ら申し出てくださった橋

口先生だけが２階の部屋ということで，残りは全員１階の各部屋に落ち着いた。 
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第５日目 （８月９日） 光明中学 橋口育代

朝、目がさめると、今日も窓いっぱいの青空。朝食までは、

まだ随分時間がある。ふと見るとＴ先生が野鳥観察用のプロミ

ナーをかついでホテルの前の坂道を登って行かれるのが見え

た。私も朝の散歩に外へ出た。ホテルの敷地は広く、万里の長

城をイメージさせるような作り、雄大な景色、花崗岩の岩肌が

木々の間に見える山々 目が覚めるとびっくりするぐらい 眺。「 、

めがいいですよ と ガイドの韓さんが夕べ言われたとおりだ。」 、

った。

８時半に万里の長城八達嶺に向けてホテルを出る。朝一番に

万里の長城に着くためだ。近頃は、外国からの客に加えて国内

旅行客も増え、早く行かないと大変な混雑で、バスが動けなく

なるそうだ 混雑のため 八達嶺まで行き着けない団体もあり 居庸関と言うところでも万里の長城が。 、 、

見学できるようになっているそうだ。

バスは、何カ所もの駐車場を通り過ぎ、八達嶺の門の一番近くの駐車場まで乗り

入れることができた。劉先生のお口添えによる国賓扱いの待遇だそうで、本来はも

っと手前の駐車場で降り、坂道をかなり歩かなければならないとのこと。９時前な

のに、ジリジリと照りつける太陽の下、大変ありがたいことでした。

万里の長城観光のあと、９時５０分の集合、ますます増える観光客の合間を縫っ

て集合場所へ急ぐ。劉建波先生にお会いした。もう、門の前の広場は人人人。かろ

うじてみんなでご挨拶をした。

１０時０３分、劉先生とともにバスにのって、最初の見学地徳勝口をめざ

した。そこは、ダンプカーがびゅんびゅん通る車道横の崖だった。容赦なく

私たちにクラクションが浴びせられた。八尾先生が初めて来られた時には、

ロバの引く荷車がのんびり行く村の地道だったということだ。急激な経済発

展を遂げようとしている中国の今を感じた。

ここでは、３４億年前の片麻岩と１８億年前の砂岩の層との不整合が観察

される 教えてもらわなければそこに不整合があることさえ気づかないような自然さで １６億年の空。 、

白がそこにあった はるか３４億年前の岩石に思いをはせている後ろを ダンプカーが勢いよく通り過。 、

ぎていくのが不思議だった。

・ルーペでみると、白っぽい

。丸い粒が観察された

・きれいな斜交葉理が観察

された。当時、浅い海が

広がっていたことがわかる

18億年前のオルソコーツアイト

どちらの岩石も堅く

火花を散らして採した

３４億年前の片麻岩
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時間の節約のため 車中でお弁当の予定だったが 準備が間、 、

に合わなかったということで 途中のレストランで昼食をとっ、

。 、 、た 飲茶で軽くということだったが なかなか立派な昼食で

餃子や肉まんじゅうなど例によって何品も並び おなかがいっ、

ぱいになった。

リンゴや柿、桃などの果樹園が広がる畑の間を西へ約２０

分、東台（ﾄﾝﾀﾞｲ）に着いた。ここでは、１２億年前のストロ

マトライトが観察できる 先ほどの １８億年前のオルソコー。 、

ツアイトの層から整合で６億年後の地層である。

、 、 。 、 。車道から ガードレールを超えて 河原に下りていく 大きな石ころがごろごろして 歩きにくい

草をなぎ倒しながら進む ずんずん進まれる劉先生を見失わないよう一生懸。

命ついて行く。

崖一面のストロマトライト 崖の岩をたたくまでもなく 崖下の転石を探。 、

す。どれもこれも、すべてストロアトライトだ。

、 。「 、 。」みんなで 必死にいいのをみつけようと探す うーん これもいいね

「お！これは９０点！ 「これなら６０点かなあ」と八尾先生の声が聞こえ」

る 私も９０点つけてもらえるの探さなきゃ！と焦る でも あまり大きい。 。 、

のも困るし・・・ 迷っている間に もういいですか 次のところに行きま。 、 、

すよ、の声。もっとゆっくり探したいなあと後ろ髪を引かれる思いでバスへ。

ストロマトライトは、シアノバクテリアが浅い海底（または淡水）でバイオマットをつくり、生活

していたことを示す化石である 原生のシアノバクテリアによってできるストロマトライトが 西オー。 、

ストラリアで発見され その研究によってわかってきた ストロマトライトの層構造は バクテリアが、 。 、

分泌する粘液で砂粒などが取り込まれ そのすきまを炭酸塩の結晶が埋めていくことによって 層状に、 、

発達してできる。その成長の速度はおよそ１年に0.4mmである。さらに、高さ30cm、直径20cmの現存す

るストロマトライトができるのに、1000年～2000年かかると推測されている。

シアノバクテリアは 藍藻とも言われ 群体で生活するものも多く植物の緑藻と似ているが 分類的、 、 、

にかけ離れた位置にある 核膜を持たない原始的な原核生物であり 細菌 バクテリア のなかまであ。 、 （ ）

る。

地球史上、酸素を発生するタイプの光合成をするようになったはじめての生物であると言われてい

る また 十数億年前ごろのどこかで 真核生物 ＤＮＡを膜で包んだ核を持つようになった生物 と。 、 、 （ ）

シアノバクテリアのあるものが 細胞内共生するようになったのが葉緑体の起源であるとも考えられて、

いる。

八尾先生によると 化石のストロマトライトは２７億年前ぐらいからその存在が確認され １２億年、 、

前頃の地層に、もっとも多くみられ、世界中に広がったということである。

当時の生物にとって酸素は猛毒であっただろうから 酸素を解毒するしくみを獲得できなかった多く、

、 、 、 。の生物は 地球上に増えていく単体の酸素によって滅びていったのかなあ などと考えると 感慨深い

この、おびただしい縞模様はその証拠なのだ。
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さて １８億年前からおよそ１０億年と、

いう気の遠くなるような時間を整合で堆

積した地層の最上部：先カンブリア界青白

口系（ﾁﾝﾊﾟｲｺｳｹｲ）という地層が観察され

るところへ、数時間で私たちはやってき

た １０億年という長い間であるにもかか。

わらず 傾いてはいるが 下部から上部ま、 、

、でほぼずっと平行に堆積している地層が

バスで移動している間にも観察された。

この 青白口系の砂岩と泥岩の互層の上、

に不整合で５ ３億年前のカンブリア紀の．

石灰岩がのっていた カンブリア紀の石灰。

岩の中には 黒色のチャートのノジュール、

が入っているのが特徴だそうだ。

この ２ ７億年の不整合の間に カン、 ． 、

ブリア紀の生物の爆発があったわけだ 西。

、 。 、安の東では この場所の空白の間に堆積したと考えられる氷河堆積物がみられるそうだ もしかしたら

それは全球凍結の証？なんて素人は考えてしまう。

さらに このカンブリア紀の岩石をたどって 上部の石灰岩を観察するため 線路を歩いた レール、 、 、 。

、 、 、 。が少し錆びており 線路の中央に雑草がはえていたので 廃線で 列車は来ないのだと思いこんでいた

ところが いきなりの警笛 ええ？! とあわてて振り、 。「 」

向くと大きな機関車が間近に迫ってきていた 「ひぇ～!!。

・・・・」怖い思いをした。

こんな経験 今の日本ではもう不可能カモ と思い 写、 、 、

真写真写真とつぶやきながら必死にこの写真を撮った。

、 、 、照りつけるお日様 線路の照り返し 砂利道の歩き疲れ

なんだか このころになると もうろうとしてきて先生の説明をしっかり聞き取れなくなっていた 何、 、 。

度か同じ質問を繰り返してしまったような・・・。

このレポートを書いていても 手帳をみても しっかり思い出せない なさけないことです わずか、 、 。 。

な記憶をたどって記録します。

線路をたどって より新しい時代へと歩いていった 途中三葉虫の化石が出たという地層を遠くに見、 。

た（No12)。雲南省でずっと続いていたあの赤い凝灰岩と同じ色の地層が遠くに見えた。
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左の写真 No13 はカンブリア紀中頃の岩石 嵐などで大きな波ができ うねりが海の底まで届きか（ ） 。 、

き乱した跡なのだそうだ つまり ここは 当時うねりが届くくらいの浅い海だっただろう 深くとも。 、 、 （

70m以下）という事がわかる。詳しく調べると水深○○ｍぐらいまでわかるという。

（ （ 、 。右の写真 No14)はウーライト oolite)と言い 魚卵状で１ｍｍか２ｍｍの同心円状の化石である

カンブリア紀の終わり頃のものである 微生物によるものか 無機的にできるものか 今のところはっ。 、 、

きりしていないそうだ 同じような石灰石の粒が 現在の 浅い海の海水が常に拡販されるようなとこ。 、 、

ろで、無機的にできるのが観察されたそうだ。

しかし 劉先生は 後期カンブリア紀のこれらの石灰岩は微生物によってつくられたと考えておられ、 、

るようだ。顕微鏡サイズの微生物の化石もみつかっているということだ。

今のところ かなりの石灰岩が、

無機的に海の中で合成された

と考えられている しかし よ。 、

く調べると、それらの石灰岩

も 実は生物によって作られた、

のではないかという・・ とい。

うわけで この場所は カンブ、 、

リア紀の研究の最前線でもあ

。るともいえるのかなあ・・・

Ｋ先生は そんなもん!炭酸、「

カルシウムが無機的に勝手に

できるわけないやんか!!!石灰

岩は、みいんな生物起源じゃ

っ!」と叫んでおられた。私も

なんとなく賛成の気分で 照り、

返しの厳しい線路を あえぎな、

がらバスへと戻った。常に「早く、早く ・・」と辻田氏に、

気を揉ませているにもかかわらず、つい （もっといい標本、

取れてから・・ とか この写真とってから・・ などと言） （ ）

い訳をつけてずるずる時間を伸ばしてしまったせいで 予定、

していた石炭紀の化石を探せる場所に行けなくなってしま

った。なかなか動こうとしないうちの一人である私として

は この場を借りてごめんなさいを言わせて下さい すみま、 。

せん。

思えば 大変楽しくて 有意義な１日だった 頭の中は消、 、 。

。 、 、 、化しきれない単語と岩石と観察したイメージがぐるぐるしていた 暑い中 先生がたはもちろん 皆様

ご苦労様でした。そしてありがとうございました。
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第 6日（８月１０日）                      帝塚山高校 堀内直代 
 
６：30 モーニングコール 
    朝食 バイキング・・さすが国際都市のホテルだけあって、朝食のメニューに完全なるヨーロ

ピアンスタイルのメニューが揃っていた。 
8：00 出発 
9：10 北京大学に到着。劉先生と合流。日本語で説明してくれたのでよかった。 
    まず、地質陳列館を見学。館長は 7年間魚類の研究をしている人である。500以上の標本。地

下に案内された。2 億年前の魚竜の化石を見た。大阪市大の八尾先生との協同研究の写真を見
た。そこで、皆化石を買って。私も三葉虫の化石を買った。 

10：50 出発  すごく渋滞していた。その間辻田さんが中国語の授業をしてくれた。中国文字も当て
字が多いのに驚いた。 

11：25 到着。中国科学院古脊椎動物古人類研究所に着いた。 
    1994年開館。① 古脊椎動物 ② 古人類館 
    鳥類の前に、翼竜の存在を知り感動した。始祖鳥ではなく、孔子鳥の化石を見た。哺乳動物に

近い爬虫類の化石で、2億 3000万年前に存在していた。 
12：35 館を出た。 
12：40 出発 
13：00 昼食のレストラン「江南府」（ワハハ）・・飲料水の会社名 
    おいしかった。いつもと違ったメニューが出た。ウーロン茶が無料。 
13：40 劉先生と別かれた。 
13：45 周口店へ向けて出発。約 2時間 
14：45 周口店へ到着。（半分の 1時間で着いた。） 
    遺跡見学。北京原人の本物の遺跡は一切残っていない。第 2次世界大戦の時何者かに盗まれた。

門を入るなりいきなり急な坂道と階段に苦しかった。博物館の案内も日本語を話せると言う女

性の案内人であった。700万年前；猿→ 200万年前；猿人→直立人→早期智人→50～70万年
前：晩期智人。1929年第 1発見 

16：23 出発（北京へ約 1．5時間）・・バス内で、中国語の勉強。牛頓（ニュートン）ｅｔｃ 
17：41 夕食；レストラン「北京ダック」で有名なところ。夕食後近池先生より報告の仕方。化石の送

り方などの説明あり。 
 
感想：昨日に続き、疲れた 1日であった。しかし、大部分が屋内であったので、多分昨日より楽である

と思うが、何しろ前日に体力を消耗しきっていたので、前日と同じぐらいに疲労を感じた。地学

巡検のいかにしんどいものであるかを痛切に感じた。私にはとても続けることは不可能であると

思った。特にアジアは食べ物関係で無理である。しかし、とても大切な経験をしたことは確かで

ある。残り短い生涯だが、一生忘れられない経験になっただろう。皆様に感謝します。有難うご

ざいました。 
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第７日 （８月１１日）                  帝塚山高校 中谷隆夫 
 
 北京市自然博物館見学 
  
ここは各自で自由に１時間見学するということだったので、わたしは自分の見たい、 

昆虫、動物、植物をさっとみてまわった。なかなか良かったのに半分しか見られなかったことと中国語

の解説がわからないのが残念だった。 
  
迫力に圧倒された。たとえば、植物のコーナーでは、中生代のシダの森林のジオラマがあったし（こ

んなのを生徒に見せたかった。）、植物の生殖の所では、言葉がわからないが 
学べるように設定されていた。関西にこれほどの博物館はあるだろうか。植物を学問的に 
取り上げた博物館は日本にあるだろうか。 
  
地質のコーナーはほとんど回れなかったが、最後に見た巨大な哺乳類の骨格標本に興味を持ったが、

何もわからない。「 天山副巨犀 」とかかれていた。指３本だから奇蹄目でサイだ。かつて哺乳類の

あるもの達は、巨大化し絶滅していった話を思い出した。それなんだろうか。とにかく大きな事に感動

したのだ。 
 
 デパートでの買い物 
  
土産物を最後に買う機会を設定してもらってよかった。デパートにはいろいろなものがあるし、店員

も適当な対応でよかった。コンビニもついていて、ここで元（ゲン）を使いはたすことができた。スー

ツケースに詰め込めばはいる。 
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