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日本古生物学会賞表彰規則

[総則]

第 1 条 日本古生物学会会則第 2 条の目的を達成す

るため，会則第 3 条第 4 項に基づき，本規

則第 2 条に該当する者を表彰し，これに本

学会の賞を授与する 。

[賞の種類]

第 2 条 賞は学会賞，学術賞，論文賞の 3 種とする。

[対象者]

第 3 条 賞の対象者は本学会会員で次の各項に掲げ

るものとする。

(1) 学会賞(横山 又次郎先生を記念し，横山賞

とも呼ぶ) 長年にわたり古生物学の研究に顕

著な成果をあげ，ま た本会に対し著しく 貢献し

た者。

(2) 学術賞 優れた研究成果をあげ，古生物学

の進歩に寄与し，将来の発展が期待きれる者。

(3) 論文賞 本会報告 ・紀事に優れた研究を発

表し古生物学の発展に寄与した者。

(昭和55年 6 月 28 日)

[選考の方法]

第 4 条学会賞の受賞候補者は学会賞選考委員会で，

また学術賞およひ言命文賞の受賞候補者は賞

の委員会で選考する。

[表彰の決定]

第 5 条 学会選考委員会および賞の委員会は ， 受賞

候補者を選定し，評議員会に報告する。評

議員会はこれを審議の上受賞者を決定する 。

[表彰の方法]

第 6 条 表彰は賞状およびメ夕、ル等の授与とし，総

会において受賞理由を公表して贈呈する。

[運営]

第 7 条 学会賞選考委員会および賞の委員会の組織

と運営については，運営内規の定めるとこ

ろによる。

[規則の改正]

第 8 条 本規則および内規の改正は評議員会の決議

によらなければならない。
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新生代における深海底生有孔虫の

殻形態の変遷と古環境的意義

海保 手日 夫*

Morphotype changes of deep-sea benthic foral11inifera 

dl1ring the Cenozoic Era and their paleoenvironl11ental il11plications 

Kl1nio Kaiho* 

Abstract 11 is ¥¥"ell knO¥I"I1 thal predominanl murphologieおりf benlhic fりraminifera fOl1nd in poorly 

oxy反日naled clepり日its cliffet・ from those presenl in highly oxygenatecl cleposits, On the basis of this 

01】おen<ltion. lhe al1thor infers that lhe benthic foraminiferal test morph<)Iogy can be l1secl to 

extrapolate relatin~ amりl1ntおり f di出りIved り xygen in Cenozoﾏ'c deep-sea bottom water. All the 

calcareous benthic fりraminifera from DSDI' sample日り f Cenozoic age frりm the ¥¥"orld oceans andλ・ e\\'

χealancl ['日 leo日enl' samples are cla日目 ifiecl inl日 three categories: aerobic. anaerobic ancl intertnediate 

fortnメ The raliりりf aerobic ¥'t'rSl1S aゼ1・obiじ pl l1S anaerobic forms are l1sef111 fり r e日ti l11 ates of global 

changes in lhe リxy日en-conlenl り f cleep oceanic \\"aters , The日日 clala inclicate thal lo¥¥"-oxygen deep-sea 

conclilions began 10 cle¥'e!op in the ¥¥'orlcl oceans in early Eocone and late Oligocene times , These 10¥¥'ｭ

oxygm e¥'enls occurred coincidentally ¥¥"ith lhe el】 i日odes り f oceanic \\"arl11 ing , This coincidence may 

be taken to Sl1g広esl lhat lhe l11ain cal1se of lh日 lo\\"-oxygen (:'¥'ents is a 10日・-\'elocilY deep-sea circl1lation 

in lhose time inlerntl 日.

はじめに

底生有孔虫の殻形態から過去の深海にどれだけの

酸素があったかを推定することはできないだろうか.

もしそれができるとすれば，底層水塊の変遷史の解

明に大きな道が開けるはずである.従来，過去の深

海の酸素環境については，黒色頁岩の堆積，全有機

炭素含有率，生物撹乱の程度およびその他の化学的

指標などから議論されてきた.しかし，これらの方

法では酸素が非常に乏しいか否かの区別はできるが，

富酸素状態における溶存酸素量の多寡を判断するこ

とは困難な現状にある.

一方，海底の堆積物中に生息する底生の石灰質穀

を有する有孔虫の殻形態は底層水の溶存酸素量と密

接な関係があり，富酸素状態に特有な殻形態と貧酸

素状態に特有な殻形態の差異は明瞭である.また，

富酸素状態において底生有孔虫は酸素の比較的多い

堆積物表層部から酸素の少ない深さ 15cm の堆積物

にかけて生息している (Corliss， 1985)_ したがって，

石灰質底生有孔虫の富酸素殻形態と貧酸素殻形態の

事東北大学理学部地質学古生物学教室

1989年 4 月 7 日受付，同年 9 月 8 日受理.

個体数比は，富酸素状態における海底の溶存酸素量

の多寡を判断するのに有効と考えられる.また，新

生代の深海底生有孔虫群集の時空分布とその変化は，

近年の DSDP 試料の研究により，明かにされつつあ

る(例えば Tjalsma and Lohmann , 1983; 

Woodruff, 1985) が，殻形態に着目した研究は少い.

筆者は，かねてから，海洋指標としての有孔虫群と

いう見地から太平洋地区を中心に，世界的スケール

で古第三紀有孔虫群の変遷を研究してきている

(Kaiho , 1988 ;海保. 1989) が，本論では石灰質底生

有孔虫の穀形態に基づく溶存酸素指標を新生代の世

界の各大洋底について求めた結果を報告し，それと

海洋循環の変選との関係を論じる.

材料と処理法

1.材料

解析に使用した試料は，いずれも深層水域に堆積

したもので. DSDP の北太平洋，南大西洋，インド

洋における掘削試料はそれぞれにおいて l 浮遊性有

孔虫帯あたり 1 試料以上を原則として選んだ.なお

試料の選択に際しては. Initial Reports of the Deep 
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図 1 研究試料の位置図

Fig. 1 Location of DSDP sites and New ZeaJand sections studied 

表 l 本研究で使用した DSDP 試料の現在の地理的位置.
TabJe 1 Present geographic Jocation of DSDP sampJes used in this study. 

FOSSILS 47 (1989) 

NORTH ISLAND 
NEW ZEALAND 

Site Location Latitude Longitude WatePr reDsEepntt h (m) 

214 Ninetyeast Ridge 11"20.21'S 88'43.08'E 1665 

217 Ninetyeast Ridge 08'55.57'N 90'32.33'E 3020 

219 Laccadve-Chagos Ridge 09'01.75'N 72'52.67'E 1764 

223 Owen Ridge 18'44.98'N 60'07.78'E 3633 

237 Mascarene Plateau 07"04.99'S 58'07.48'E 1623 

245 Southern Madagascar Basin 31'32.02'S 52' 18.11'E 4857 

245A Southern Madagascar Basin 31・ 32.02'S 52' 18.11'E 4857 

259 Perth Abyssal Plain 29'37.05'S 112' 41.78'E 4696 

305 Shatsky Rise 32'00.13' N 157'51.00'E 2903 

310 Hess Rise 36'52.11'N 176'54.09'E 3516 

362 Walvis Ridge 19'45.45'S 10'31.95'E 1325 

363 Walvis Ridge 19'38.75'S 09'02.80'E 2248 

577 Shatsky Rise 32'26.51'N 157'43.40'E 2678 

577 A Shatsky Rise 32'26.53'N 157'43.39'E 2678 

Sea Dril1ing Project の記載に基づいて有孔虫含有 孔虫帯を表2-4に示した.ニュージーランドの試料に

量と保存状態の点で良い条件のものを選ぶように努 関するデータは， Kaiho and Morgans (準備中)に

めた.また，ニュージーランドの暁新統・始新統の 記載する予定である. DSDP 試料は，主として石灰

下部~中部半深海帯環境を示す地表試料も併用した. 質軟泥からなる.一方，ニュージーランドの試料は

研究に使用した試料の採集位置を図 l と表 l に示し， 陸源砕屑物を主としたシルト岩である.

また DSDP 試料のリストと試料が属する浮遊性有
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表 2 北太平洋の試料のリス卜

Table 2 List of samples from the North Pacific 
Ocean. Each sample number is fol1owed by 
leg no./ site no. -core no. -section no., 
interval in cm. 

Sample 

1 DSDP 32/305-1・5， 52・57

2 DSDP 32/305・3・2， 41-46 

3 DSDP 32/305・4・3， 45-50 

4 DSDP 32/305-5・3， 134・139

5 DSDP 32/305-5-5, 135・140

6 DSDP 32/305・6・2 ， 98-103 

7 DSDP 32/310・9・3， 40司45

8 DSDP 32/310-9-4, 54-57 
9 DSDP 32/310司9・5， 36・41

10 DSDP 32/310・9・6， 55・60

11 DSDP 32/305-6-5, 93・96

12 DSDP 32/305・6-6， 95-98 

13 DSDP 32/305・7・ 1 ， 101-105 

14 DSDP 32/305-7-3, 87-92 
15 DSDP 32/305-7・5 ， 100-103 

16 DSDP 32/305-8-1, 97・100

17 DSDP 32/305-8-3, 101-104 
18 DSDP 32/305・8・5， 93-96 

19 DSDP 32/305-9・1 ， 50・54

20 DSDP 32/305-9・3， 50-53 

21 DSDP 32/305-9・5， 50・53

22 DSDP 32/305-10・ 1 ， 101-104 

23 DSDP 32/305-10・2， 105・ 108

24 DSDP 32/305-10・3 ， 95-98 

25 DSDP 32/305-10-4, 95-98 
26 DSDP 32/305-10-5, 96-99 
27 DSDP 32/305-11・ 1 ， 112-115 

28 DSDP 32/305-11・2， 95・98

Plank. Foram. 

Zone 

N22-23 

N21 

N18・20

N18-20 

N16-17 

N16・17

N15・17

N15・17

N15-17 

N10・12

N7-8 

P22 

P22 

P22 

P22 

P19-22 

P18 

P18 

P18 

P16-17 

P15-16 

P15-16 

P15-16 

P15-16 

P12-14 

P10-11? 

P9 

P9 

29 DSDP 32/305-11-3, 104・107 P9 

30 DSDP 32/305-11・4， 104-107 P9 

31 DSDP 32/305-11・5 ， 108-111 P8 

32 DSDP 32/305-11・6， 105-108 P8 

33 DSDP 32/305・12・2， 93-96 

34 DSDP 32/305-12・4， 92-95 

35 DSDP 32/305-12・5， 96・ 100

36 DSDP 32/305-13-1, 97・100

37 DSDP 32/305-13-2, 112-115 
38 DSDP 32/305-13・3， 97・ 100

39 DSDP 32/305-13-4, 99-102 
40 DSDP 32/305-13-5, 94-97 
41 DSDP 32/305-13-6, 95-98 

P7 

P7 

P7 

P5-6a 

P5-6a 

P5-6a 

P5-6a 

P5-6a 

P5-6a 

42 DSDP 32/305-14・2， 100-104 P4 

43 DSDP 32/305-14-4, 103-106 P3b 

44 DSDP 32/305-14-5, 93-97 P3b 

45 DSDP 86/577-7・4， 97-102 P11 

46 DSDP 86/577-7・5， 88-93 P11 

47 DSDP 86/577-8-1, 94・99 P8・10

48 DSDP 86/577-8・2， J05-110 P8-10 

49 DSDP 86/577-8-3, 95-100 P8・10

50 DSDP 86/577-9・ 1 ， 34・39 P6b・7

51 DSDP 86/577・9・2， 48る3 P6b-7 

52 DSDP 86/577・9・3， 45-50 P6b-7 

53 DSDP 86/577-9・4， 45・50 P6b・7

54 DSDP 86/577-9・5， 45・50 P6b-7 

55 DSDP 86/577・9-6， 45・50 P6b-7 

56 DSDP 86/577-10・1 ， 48・53 P5-6a 

57 DSDP 86/577-10・2， 47・52 P5-6a 

58 DSDP 86/577-10-3, 51・56 P5-6a 

59 DSDP 86/577-10-4, 48・53 P5・6a

60 DSDP 86/577・ 10-5 ， 48・53 P5・6a

61 DSDP 86 /,577 A・11-4， 44・49 P1 

62 DSDP 86/577 A・11-6， 50・55 P1 

63 DSDP 86/577A-12-2, 45-50 P1 

64 DSDP 86/577A-13, 52-57 M3 (Smit, 1982) 
65 DSDP 86/577 A・U・5， 51・56 M3 

表 3 南大西洋の試料のリスト
Table 3 List of samples from the South 

Atlantic Ocean. CC: core catcher. 
Others are the same as in Table 2. 

Sample 

1 DSDP 40/362・4・3， 96-98 

2 DSDP 40/362-8-6, 100-102 
3 DSDP 40/362・14・6， 52-54 

4 DSDP 40/362-18・3， 51・53

5 DSDP 40/362-21・3 ， 52-54 

6 DSDP 40/362・25CC

7 DSDP 40/362・29CC

8 DSDP 40/362-30CC 

9 DSDP 40/362-31CC 

10 DSDP 40/362-32・6 ， 140・142

11 DSDP 40/362-33・4， 48-50 

12 DSDP 40/362-35・3， 58-60 

13 DSDP 40/362-37CC 

14 DSDP 40/362-39CC 

15 DSDP 40/363-1・5， 43-45 

16 DSDP 40/362-41CC 

17 DSDP 40/363-2-2, 51・53

18 DSDP 40/363・2・4， 101-103 

19 DSDP 40/363-3・2， 52-54 

20 DSDP 40/363-4・3， 50・52

Plank. Foram. 

Zone 

N21-23 

N19 

N19 

N16-19 

N16 

N16 

N16 

N15 

N15 

N12-14 

N12-14 

N9・11

N7-8 

N4 

N4 

N4 

N4 

P22 

P22 

P21 

3 
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21 DSDP 40/363-6・3， 98-100 P19-20 

22 DSDP 40/363-8-2, 50-52 P19-20 

23 DSDP 40/363-9・2， 50-52 P18 

24 DSDP 40/363-9ふ 100-102 P16・17

25 DSDP 40/363-10-1, 100-102 P15-16 

26 DSDP 40/363-10・4， 100-102 P14 

27 DSDP 40/363-10CC P13 

28 DSDP 40/363-12-1 , 96-98 P9 

29 DSDP 40/363-13・ 1 ， 101-103 P8 

30 DSDP 40/363-13・4， 101-103 P7 

31 DSDP 40/363-14-1, 98・ 100 P6b 

32 DSDP 40/363-14CC P6b 

33 DSDP 40/363-15-3, 97・99 P4 

34 DSDP 40/363-16-2, 102-104 P3b 

35 DSDP 40/363-17-1, 100-102 P3a 

36 DSDP 40/363-17-2, 90・92 P2 

37 DSDP 40/363-17CC P1c 

38 DSDP 40/363-18-1, 72-74 P1c 

39 DSDP 40/363-18・2， 30-32 M3 (Smit, 1982) 

表 4 インド洋の試料のリスト

Table. List of samples from the lndian 
Ocean. CC: core catcher. Others 
are the same as in Table 2. 

Sample 
Plank. Foram. 

Zone 

1 DSDP 24/237-1・ 1 ， 51-56 N22.23 

2 DSDP 24/237-4-4, 50・55 N21 

3 DSDP 24/237-5-6, 51・56 N19-20 

4 DSDP 24/237-8-2, 55・60 N19-20 

5 DSDP 24/237-9・2， 53-58 N18 

6 DSDP 24/237-11-4, 45・50 N17 

7 DSDP 22/214-15CC N16 

8 DSDP 22/214-16CC N15・16

9 DSDP 22/214-17CC N14 

10 DSDP 22/214-19CC N12 

11 DSDP 23/223-24-2, 53・56 N11 

12 DSDP 23/219-13-1, 99・102 NlO 

13 DSDP 23/219・ 13・3， 98-101 N7-8 

14 DSDP 23/219-14・5， 100-105 N7-8 

15 DSDP 24/237-18-3, 54-59 N4・6

16 DSDP 24/237-19-1, 50・55 N4・6

17 DSDP 24/237-19-5, 52・57 N4-6 

18 DSDP 24/237・20-3， 50-55 P22 

19 DSDP 23/223.28-3, 45-48 P22 

20 DSDP 23/223・29・2， 56-59 P.22 

21 DSDP 23/223却-6， 50・53 P20-21 

22 DSDP 23/223・30-4， 50・54 P20 
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23 DSDP 23/219・15・ 1 ， 68・73 P18-19 

24 DSDP 23/219・15・6， 120-125 P18・19

25 DSDP 23/223・31-1 ， 49・52 P18 

26 DSDP 23/223-31・4， 52-55 P15・16

27 DSDP 24/245A・2-3 ， 45-50 P16 

28 DSDP 24/245A・4CC P16 

29 DSDP 23/223・32・ 1 ， 95-98 P15 

30 DSDP 23/219・19・2， 82-87 P14 

31 DSDP 22/214・29・6， 30・35 P13 

32 DSDP 23/223・32・4， 57・61 P12 

33 DSDP 23/219・20・3， 93-98 P11 

34 DSDP 23/219・21-2， 78・83 P10 

35 DSDP 22/214-34-2, 47・52 P9 

36 DSDP 22/214-35-1, 40-43 P7 

37 DSDP 22/214-35・3， 17・20 P6b 

38 DSDP 24/245-9-1, 75刊 P6a

39 DSDP 27/259・5CC P5-6a 

40 DSDP 27/259-6-4, 44・49 P5・6a

41 DSDP 27/259-7・1 ， 140-145 P5-6a 

42 DSDP 24/245・9・3 ， 74-77 P4 

43 DSDP 24/245-11・2. 49-52 P3 

44 DSDP 24/245-13・3 ， 51-54 P3 

45 DSDP 24/245・ 14-3， 40・43 P2 

46 DSDP 24/245-15-2, 97・100 P1c 

47 DSDP 24/245・ 16-1 ， 120・125 P1c 

48 DSDP 22/217・16・6， 90・93 P1b 

2. 有孔虫穀の分離抽出

DSDP 試料:約 20cm3 の試料を250メッシュのふ

るい (0.62μ(11)上で水洗し司常温乾燥した.固結した

試料には過酸化水素水を加えて分離を促進させた.

分割器を用いて分割した乾燥試料から，底生有孔虫

200個体以上を拾い出した.

ニュージーランドの試料:約 100g の試料を600C

以下で乾燥し，ナフサを加え 12時間放置した.ナフ

サを回収後水を加え， 12時間放置後水洗し， 600C以

下で乾燥した.以後の手続きは DSDP 試料の場合と

同様である.

底生有孔虫殻の保存状態が悪い試料が少数あった

が，これらは差別的な溶解・破壊と再堆積の可能性

があるので解析から除外した.

底生有孔虫化石層序の概要

まず初めに，後章で論ずるような底生有孔虫群の

変遷と世界的環境変化との同時性の検討のための布

石として，本研究で扱った新生代の北太平洋，南大

西洋，インド洋，ニュージーランドの底生有孔虫化
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古 UNORNAMENTED FORM 

後WJ"?ーストリヒト期と新生代の北太平洋における貧酸素型， ~ii:{酸殺到，中間型と
主な属と種の相対頻度.深海底生有孔虫化石帯も示す.

Fi耳 2 Relative frequencies of anaerobic, aerobic 丑nd interl1lediate forl1ls and 
il1lportant genera and species from the late Maaslrichtian to Cenozoic in the 
North Pacific Ocean. Selected samples from site 305 were used near the 
Paleocene/Eocene boundary. Deep.sea benlhic foraminiferal zones are also 
shown. AR: Aral!onia. UV: UlIigeriua. B: Sleusioil1a beccariifonnis (White). 
OS: Osangu{(/}匂. BUR: Bu四日J{ina. G: Gyroidill11 and Gyroidinoides. CW: 
Cibicid，οides wllellerstoどん (Schwager) 

層序と群集構成の一部は，すでに Kaiho (1988) で報

告したが，種の記載と補足試料を加えた解析結果は

別にまとめる予定である (Kaiho and Morgans，準

備中).

図 2

石層序の概要を記しておく.北太平洋，南大西洋，

インド洋の底生有孔虫の種の記載と化石帯の群集構

成の詳細については別に準備中である (Kaiho，準

備中).またニュージーランドの暁新世~始新世化石
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図 3 後期7ーストリヒト期と新生代の南大西洋における貧酸素型.富酸素型，中間型と
主な属と種の相対頻度.深海底生有孔虫化石帯も示す.

Fig. :1 Relative frequencies of anaerobic, aerobic and intermediate forms and 
important genera and species from the late Maastrichtian to Cenozoic in the 
South Atlantic Ocean. Deep.sea benthic foraminiferal zones are also shown 
CO: Coη>þJllJsloll1a. PL: Plellroslollle{/a. AR: Aragonia. BU: BIIlilll Îl肌 ST:

Sliloslolllella. B: Stellsioina beccariiforlnis (White). G: Gyroidilla and 
Gyroidinoid，此 OR: Oridorsalis. I'LA: Plallulil1a. GC: Globocassidlllina. S: 
5Jpll削りidil1(l. CW: Cibicidoides wuellerstoちだ (Schwager). AL: AlaballlÎ.叩.

上記試料中の底生有孔虫の解析結果は，深層水域

に生息した多くの新生代底生有孔虫種が汎世界的に

分布していたこと，したがってグローパルに追跡で‘

きる底生有孔虫化石帯が存在することを示している.

すなわち，これらの地域の深層水域に准積した新生

界は，場所を問わず，底生有孔虫により次の 4 帯に

区分できる(図 2 -5). 

1) Cibi稘oides wuellerstoφ・ Zone (CD4): 中期中
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新生代のインド洋における貧酸素型，富酸素型，中間型と主な属と種の相対頻度.

深海底生有孔虫化石帯も示す.
Fig. 4 Relative frequencies of anaerobic, aerobic and intermediate forms and imｭ

portant genera and species from the Cenozoic in the Indian Ocean. Deep-sea 
benthic foraminiferal zones are also shown. BOL: Bolivinids. BU: Bulimina. 
N: Nodosarids. ST: Stilostomella. UV: Uvigerilω. 日: Stensioi加 beccariifor

mis (White). GC: Globocassidulina. OR: Oridorsa血 G: Gyroidina and Gyroiｭ
dinoides. CW: Cibicidoides 制帽llerstoポ (Schwager).

始新世

4) Stensioina beccariiformis Zone にDl):暁新世

CDlと CD2 の境界は暁新世/始新世境界付近で

起きた Stensioina beccariiformis の絶滅で特徴づけ

士 UNORNAMENTED FORM 

新世中期以降

2) Globocassidulina spp. Zone (CD3): 後期始新

世一中期中新世初期

3) Nuttallides tηtemρlyi Zone (CD2): 初期一中期

図 4
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後期マーストリヒト矧~始新世のニュージーランドにおける合酸素型，富酸素型，
中問烈と主な俸の相対頻度.深海底生有孔虫化石帯も示す.

Fig. 5 Relative frequencies of anaerobic. aerobic and interll1ediate forms and 
ill1portant genera and species froll1 the late Maastrichtian to Eocene in Ne¥¥' 
Zealand. Selected samples were used near the Paleocene/Eocene boundary. 
Deep.sea benthic foraminiferal zo日目 are also shown. CO: Coη!þIIOSlo ll1o. PL: 
Plell11附lomella. ST: Slilosloll1e{/a. N: Nodosarids. AC: Alaball1ill{/ crela 
(Finlay). GA V: G削.eline{/a. VT: Va/vlIlineria lellriellsis Loeblich and 
Tappan. CT: Cibicidoides lrullcm何回 (Guembel). GC: G/oboι官邸idlllino. OR: 
OridorslIris. G: Gvmidil1l1 and Gl'roidil1oid，凸.

古 UNORNAMENTED FO貯4

医15

中期に起きた底生有孔虫群のターンオーバーの期間

内にある(例えば Woodrl1ff and D0l1g1as. 1981: 

Woodru仔. 1985). 

られる底生有孔虫の絶滅イベント(例えば Tjalsma

and Lohmann. 1983) に相当する. CD2 と CD3 の境

界は CDl.2 において優勢な Nuflallides fruem�_vi 

の急減層準である. CD3 と CD4 の境界は， Cibiciｭ

doides wuellersfO/jÎ の出現層準に相当し，中期中新世
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区1 6 t-t酸素~\'J に属する石灰 'fJl広 ~I' 有孔l'
Fig. 6 Calcareous benthic foral11ini rera belonging to anaerobic forl11s. 

Scale b日 1 二 100μm

1. Delllo !i llαsp 

DSDP '10/ 36:1 卜 ëi . 4:1-'15cl11. Early �liocene. South Atlantic Ocean 

2. Sli!osloJi'/e!!a sp. A 
DSDP '10/ :16:1-2-4 , 101-1 O:kl11. Late Oligocene , South Atlantic Ocean 

: l .Orl!/() /，J'/山'j! hi /'lo !/(//)a J/ ensiゐ ( Cush l11 an ancl BertllUclez) 

DSDl' 32/:l0S-6-6 , 95-98c l11 , Late O li gocene 、 No rt h Paciric Ocean 

4. J. Bo /iu illα {/1 11egJ 臥叫 Subbo tina

4. DSDP 40/ 363-3-2, 52-54c l11, Late Oli gocene , South Atlantic Ocean. " 

DSDP 40/363-2-4. 101-1 03c \ll, Late Oligecene 句 South Atlantic Ocean 

6. Bll/iJi'/.ina sp 

DSDP 32/ 305-8-3 , 10 卜 1 04clll ， Eat一 Iy Ol igocene , North l'acific Ocean 

7. BII!il/lina se llliιοslala Nutlall 

DSDP 32/ 305- 12-5 , 96-1 OOCIll, Early Eocene , North Pacific Ocean 

8, 9. Cυりψ"oslυm{l midwrll引 ，sis (Cushl11an) 

DSDP 40/363-18-1, ﾎ2-711c 111 , Early Pal eoじ巴ne ， Suuth Atlantic Ocean 

10. Plellroslol'l1ell(/ obllls{/ Berthelin 

DSDP 32/305-7-1. 101 -105c l11 , Late Oligucene. North Pacific Ocean 
11. Plelll削 10川ella 叫 111α ト[antl、en

DSDP 40/363 - 4 -3 守 50-52cl11， miclclle Oligocene , South Atlantic Ocean 

12. Sliloslomella cOJ'/sobrino (cI'Orbigny) 

DSDP 40/36:J-12-1. 96-98c Jll, Early Eocene. South Atlantic Ocean 
13. Sliloslomel!a sp ﾟ 

DSDP 32/ 305-7-3 , 87-92cll1. Late Oli gocene , North Paciric Ocean 

9 
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溶存酸素指標

新生代における世界の深海底層水中の溶存酸素量

の顕著な変化を見出すために，石灰質底生有孔虫化

石の殻形態に基づき，溶存酸素指標を作成した.以

下，この指標作成までの素過程，根拠とその定義に

ついて述べ，最後に，新生代の各大洋での溶存酸素

指標の変化について論ずる.

minids が多数を占め，このような形態が特徴的に優

勢化することがはっきりしている(たとえば lngle

and Keller, 1980). この傾向の原因は，貧酸素下に

おいて，球~レンズ形よりも，長円錐状~棒状ない

し平板状の方が表面積/体積比が大きくて，酸素吸

収効率が高いことにあると思われるし，さらに，殻

表の壁孔が発達していることも，酸素を摂取するう

えで有利であろう (Bernhard ， 1986). 殻が小形で薄

く装飾が発達しないのは，貧酸素下で炭酸カルシウ

ム代射が衰えることと関連しているのかもしれない

(Rhoads and Morse, 1971). 

1.溶存酸素量と石灰質底生有孔虫の穀形態との関

係

カリフォルニア沖やカリフォルニア湾の低酸素環

境下での現世底生有孔虫の穀形態の特徴が数編の論

文に報告されている.それらによると，現在の海洋

で，底層水が富酸素 (aerobic) 状態 (>0.5m!/102) で

ある所では球形またはレンズ形~半レンズ形の形態

をもっ有孔虫が優勢となる (Bernhard， 1986). 一方，

底層水が貧酸素 (anaerobic) 状態(<0.1m!/1 O2 ) で

は，長円錐状~棒状ないし平板状の有孔虫が優勢と

なり (Bernhard ， 1986; Douglas, 1981)，小形で，装

飾のなP，多孔質の薄い穀を持つという特徴がある

と指摘されている (Phleger and Soutar, 1973; Be. 

rnhard, 1986). 一般に，水深 1000m 位の半深海の

酸素極小層でも平板状 Bolivina 属と棒状の Buli.

貧酸素下と富酸素下のそれぞれに特徴的な有孔虫

群(以下それぞれ貧酸素型 (anaerobic forms) 有孔

虫，富酸素型 (aerobic forms) 有孔虫と呼ぶ)は，堆

積物中においても深部に向って溶存酸素量が減少す

る (Fenchel ， 1969; Fenchel and Riedle, 1970) のに
対応して，表層と下層に住み分けを行っている.つ

まり，表層堆積物が高酸素 (high.oxygen) 状態の場

合，レンズ形~半レンズ形の有孔虫は，堆積物の表

層 1cm に集中して生息し，長円錐状~棒状の有孔虫

は，酸素が少なくなる堆積物表面から数cm下に集中

して生存している (Corliss， 1985). 底層水の溶存酸

素量が少なくなると，酸素は表層泥中の浅い所にし

図 7 富酸素型に属する石灰質底生有孔虫.

Fig. 7 Calcareous benthic foraminifera belonging to aerobic forms. 
Scale bar= 100μm. 
1. Globocassidulina subglobos，α(Brady) 

DSDP 24/237.5.6, 51.56cm, Pliocene. lndian Ocean. 
2. Globocassidulina sp. 

DSDP 40/362.35.3, 58・6Ocm， Middle Miocene, South Atlantic Ocean. 
3. Burseoli叩 caud泊e (Cushman and Stainforth) 

DSDP 32/305.7.3, 87・92cm， Late Oligocene. North Pacific Ocean 
4, 5, 8, 9. Ci・'bicidoides 捌柑llersloポ (Schwager)

4. 5, 8, DSDP 24/237.5.6, 51.56cm. Pliocene. lndian Ocean. 9, DSDP 40/362. 
32・6， 140・142cm ， Middle Miocene, South Atlantic Ocean. 

6, 7. S�heroidina bulloides d'Orbigny 
6, DSDP 40/362・30CC， Late Miocene, South Atlantic Ocean. 7, DSDP 24/237. 
5.6. 51.56cm, Pliocene, lndian Ocean. 

10.12. Orido間市 umbonal悶 (Reuss)

10, DSDP 32/305.10.3, 95.98cm, Late Eocene, North Pacific Ocean. 11. DSDP 
40/362.39CC, Early Miocene, South Atlantic Ocean. 12, DSDP 23/223・30.4，

50.54cm, Early Oligocene, lndian Ocean. 
13, 14, 18. Nutfallid，協 lr問問!þyi (Nuttall) 

13, DSDP 27/259・5cc， Late Paleocene. lndian Ocean. 14. DSDP 32/305.10・1 ，
101.104cm, Late Eocene, North Pacific Ocean. 18, DSDP 40/363・17CC， Early 
Paleocene, South Atlantic Ocean. 

15.17. Slensioina beccari加rmis (White) 
15, DSDP 32/305.13・3， 97・100cm， Late Paleocene, North Pacific Ocean. 16, 
DSDP 40/363・ 17CC， Early Paleocene, South Atlantic Ocean. 17, DSDP 24/ 

14.3, 40.43cm, Early Paleocene. lndian Ocean. 
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か存在しなくなり ， そのために富酸素型の生きた個

体の数が減少し ， 貧酸素型の生きた個体の数は逆に

増加するであろう . さらに ， この状態が長い時間続

けば， 累重する地積物を通じて富目安素型の貧困 ， 貧

酸素型の優勢の傾向が維持されるし ， 富酸素状態が

長時間続けば逆の傾向が品tttW される . 化石有孔虫に

ついても ， 殻形態が， 溶存酸素量に依存する全有機

炭素最や生物関乱の程度と密接な関係にあることが

11 

示されている (8巴rnha rd ， 1986) したがって ， 底生

有孔虫の富酸素型と貧酸素型の個体数比を用いて過

去の溶存酸素量の多寡を推定することができると考

えられる .

2. 貧酸素型・富酸素型・中間型の分割基準

本論では先述のような理由に基づいて貧酸素型有

孔虫を殻形が小さく ， 殻壁が薄く ， 殻装飾を全く欠
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くか，またはあっても微弱な装飾を持つ長円錐状

~棒状~平板状有孔虫と定義する(図 6 ).これに対
する富酸素型は球状，レンズないし半レンズ状の形

態を持っている(図 7 ).これら両型のいずれにも属

さない有孔虫殻は中間型 (intermediate forms) とし

て一括する.中間型とした穀には，棒~平板状では

あるが顕著な装飾があるかまたは穀形が大きいもの

(長さ 1mm 以上)と，平面旋回で外形が偏平なもの

の 2 種類がある. DSDP 試料中の中間型個体はー大

部分が前者(棒~平板状)である(図 8 ). 

3. 生体群集の堆積物中のミクロハピタット化石群

集

以上の根拠に基づいて，仮想海洋堆積物断面にお

ける生体底生有孔虫のミクロハピタットのモデルを

作成し，図 9 に示した.この図中の底層水が高酸素

状態の准積物中における生体底生有孔虫の垂直分布

は， Corliss (1 985) のデータに基づいて作成した.ま

た，表層め有孔虫の水平分布は， Bernhard (1986) の

現世のデータを参考にし，底層水が貧酸素状態のミ

クロハピタットは， Ingle and Keller (1980) 等のデー

タに基づいた.その他の部分は，これらのデータか

ら補完した.

Rhoads and Morse (1971) は，海底環境を酸素に

基づいて，底生動物がほとんど生存しない anaero

bic (<0.1 ml/ l)，殻を持たない多様性の低い小型の

FOSS江S 47 (1989) 

底生動物群で特徴づけられるのsaerobic (0.1-----1.0 

mI/ 1)，石灰質殻を持つ多様性の高い底生大型無脊

椎動物群で特徴づけられる aerobic (> 1.0 ml/ 1) に

3 分割した.彼らはー anaerobic と dysaerobic の境

界を 0.1 ml/I, dysaerobic と aerobic の境界を1. 0

m1/ 1 としたが，これと異なる区分もある (Thomp

sα1 et al. , 1985; Savrda and Bottjer, 1987). 本論

では，底生有孔虫を解析した Bernhard (1986) の定

義を踏襲して，両境界を 0.1 111 1/ 1 と Oふ11i/ 1 とした.

さて，図 9 のようなミクロハピタットを持つ生体群

集を時間積分し，溶解により失われる個体を号 Ip た

ものが化石群集である.したがって，溶解の影響が

ない試料の化石群集の富酸素型/貧酸素型比はその

化石群集が生息していた当時の生体群集のそれと大

差はないと考えてよい.解析に使用した試料は薄い

殻の有孔虫を多数含有し，それらの保存も良いので，

差別的溶解の影響は少ないと考えられる.この仮説

を 6 で検証した.

4. 海洋底における溶存酸素指標 (01)

典型的な貧酸素型の個体数 (A) と典型的役富酸素

型の個体数(8)を用い， B/(A+B) の百分率を溶存酸

素指標 (oxygen index :以下 OI と呼ぷ)とする.各試

料について 01 を求め，北太平洋・南大西洋・インド

洋・ニュージーランドのそれぞれにおける 01 曲線を

描いた(図10). 図 10の world ocean のコラムは，こ

図 8 中間型に属する石灰質底生有子L虫.
Fig. 8 Calcareous benthic foraminifera belonging to intermediate forllls. 

Scale bar= 10()μm 
1. CfIηIsalogo l1 iu ll1 sp. A 

DSDP 32/310・9・6 ， 55・60cm， Middle Miocene, North Pacific Ocean. 
2. CflrysalogoniulI1 sp. B 

DSDP 32/305-8・5 ， 93-96cm. Early Oligocene. North Pacific Ocean 
丸 4. A rl'gol1ia velascoellsお (Cushlllan)

3.4, tSDP 86/S77A.13.2. 52・57clll. Late Maastrichtian. N orth Pacific Ocean. 
5. Bulilllille!l，α gmta Parker and Bermudez 
DSDP 32/305.11.6. 105.108cm, Early Eocene, North Pacific Ocean. 

6. Bulimilla jarvisi Cushman and Parker 
DSDP 40/363-3・2 ， 52・54cm. Late Oligocene. South Atlantic Ocean. 

7. Bu!illlilla Irinilalellsis Cushman and larvis 
DSDP 32/305.10.5, 96.99cm. Middle Eocene, North Pacific Ocean. 

8. Uuigerina gracilijo/'.附is Papp 

DSDP 32/310-9.5. 36-41cm, Late Miocene. North Pacific Ocean. 
9. Uuigerina IIO/licki Thalmann 
DSDP 24/237.11-4. 45・50cm. Late Miocene. lndian Ocean 

10. Uuigerilla ρroboscidea Schwager 
DSDP :12/305.5-3. 134.139cm. Pliocene. North Pacific Ocean. 

11. Sliloslolllel!a subs�inosa (Cushman) 
DSDP 32/305.7.3. 87・ 92cm. Late Oligocene. North Pacific Ocean. 
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れら各地の 01 を l つにまとめたものであり ， これの

平均的曲線を図 12 に示した . 01 を求めるために ， 中

間型の個体数を用いなかったのは， 仁|コ間型に属する

各形態と j容存酸素量の関係が良くわかっていないた

めと ， 貧酸素型と富骸素型を用， 'JLば十分に，富酸

素状態における溶存酸素量の多寡を推定できると考

えられるからである .

13 

5. 溶存酸素指標 (01) の変化

図 10 を見ると分かるように ， 01曲線は，北太平洋・

ニュージーランド ・ 南大西洋 ・ インド洋の各地で，

初期始新位においで約1O~30 と ， その前後の時代の

50~90に比べて顕著に低い備を示している . また ，

後期漸新 |立において ， 南大西洋では 01値は特に低く

はない(約40 ) ものの，北太平洋とイン ド洋で顕著に

低い値(約 1O~30 ) を示す. したがって ， 初期始新世
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Fig.9 Idealized cross-section of living benthic foraminiferal microhabitats in Recent 

marine sediments. Data based on Ingle and Keller (1980), Corliss (1985) and 
Bernhard (1986)_ 

と後期漸新世に底層水の低酸素イベントのあったこ

とが推定される.これらのイベントをそれぞれ C.2

低酸素イベント・ C.4低酸素イベントと呼ぶことに

する.貧酸素イベントとしないのは，富酸素型有孔

虫を含有していて，貧酸素状態 (<O.lm!/l) が指示

されないからである. C.2 低酸素イベン卜が回復す

るのは 4 つの地域全てにおいて中期始新世である.

その時期の 01 は~，ずれも 50~90の範囲にある.この

中期始新世において溶存酸素量が増加する事件を

C.3 高酸素イベントと呼ぶ. C.4低酸素イベントが回

復するのは，データのないニュージーランドを除く

と全ての地域で中期中新世で. 01が60~90に上が

る.これをC.5 高酸素イベントと呼ぶ.この分類に従

うと. C. l は 01が50~90で高酸素期に相当する.

6. 差別的溶解による溶存政素指標 (01) への影響

殻の薄い有孔虫は貧酸素型に多いので，溶解が進

むと 01 は高くなる.したがって，各試料の炭酸カル

シウムの溶解度を知っておかなければならない.浮

遊性有孔虫は，試料中に豊富に含有され，その炭酸

カルシウムの殻が溶解に対して底生有孔虫よりも弱

いため，溶解度を表わす良い指標になる.したがっ

て，溶解度は，浮遊性有孔虫殻の保存状態に基づい

て推定するのが良い.浮遊性有孔虫殻の保存状態を，

良い順に G， M， R と 3 段階に区分して，保存状態と

OIを比較するために図11を作成した.この図から，

次の 2 点が指摘できる.

1) 保存状態 G の試料と Mの試料の聞には OI

値の分散に差が認められない.また，大西洋，イン

ド洋，ニュージーランドの初期始新世における試料

は保存状態が M であるが，同時期の保存状態が G

の太平洋の試料も同じように低い01値を示してい

る.したがって.M 程度の溶解は 01に大きな影響を

与えない.
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2) 仮に保存状態の 01に対する小さな影響が

あったとして，図11上の保存状態 M の試料の 01値

を多少増加させてやることにする.それでも初期始

新世と後期漸新世の低 01 値および中期始新世と中

期中新世の高 01値のイベントが存在した事実は揺

るがない.

生物撹乱 (bioturbation)

海底の堆積物中に棲む生物は，年層 (annual layｭ

er) や薄いターピダイト層あるいは等深流 (contour

current) などによって運搬された薄い堆積物層を破

壊するため，そのような生物の多い堆積物には層状

構造が認められない.海水が貧酸素状態の場合には，

動物が生息できず，堆積物は撹乱されないため，細

かい層状構造が保存される.したがって，生物撹乱

の程度から溶存酸素量の多寡の判定が可能となろう.

本研究に使用した試料の中では，ニュージーランド

の Tawanui section と Waipawa section の試料に

おいて生物撹乱の発達状態を容易に観察できる.こ
れらの試料は陸源砕屑物を主とするシルト岩である.

これらのシルト岩片( 2cm 角以上)から直角をなす

2 面を岩石切断機で切り出し，カバーグラスをエン

テランニューで接着した切断面を観察し，生物撹乱

の強度から 3 つに分類した(図10 : Kaiho and Morｭ

gans，準備中).

その結果，生物撹乱は暁新世後期に弱まり，中期

始新世中期に再び強くなったことが判明した.この

変化は， 01値の変化や次に述べる古水温の変動と良

く一致している.

新生代の古海洋と溶存酸素指標

1.古水温と溶存酸素

深海底層水の溶存酸素量を決める主な要因の一

つは温度で，温度が高ければ酸素の溶存量が低下す

るという関係がある.また，温度上昇期には高緯度

冷水塊が減衰するため，海洋底への酸素供給が減少

すると考えられる.新生代には温度において特筆す

べき時期がある.新生代は白亜紀後期から開始した

寒冷化(例えば， Douglas and Savin, 1975) が段階的

に進んだ時代であるが，その期間中に二つの温度上

昇期の存在したことが判明している.ひとつは高温

の後期暁新世一初期始新世で，もうひとつはそれよ

り低温であるが緩やかな温度上昇期の後期漸新世一

初期中新世の期間である.新生代で最も温暖であっ

たのは前者の後半の初期始新世で，底層水温は 11.C

から14"C もあった (Shackleton， 1986; Miller et 

17 

al. , 1987). 
高緯度冷水塊が約 10・C 以上になると，海洋にどの

ような変化が生ずるか.この様な場合，密度の大き

い冷水が生産されなくなるため，高緯度冷水塊起源

の深層循環は消滅する (Boer ， 1986). それに代わっ

て，乾燥地域(おそらく緯度約 20・地域)の高塩分浅

層水の沈降と大気の影響によって，海洋は緩慢に循

環するであろう.このような過程はもともと白亜紀

中期の貧酸素イベントについて推定されたのである

(Barron and Washington, 1982; Brass et al. , 1982) 
が，温度上昇期と高温という両方の条件を兼ね備え

ていた初期始新世にも，同様の深層循環機構が想定

できる.この初期始新世では，白亜紀同様，極地域

まで温暖な海域であったので，重い冷水の存在がな

く，深層水の流速が遅いため，酸素の深層水への供

給量が少なかった.その上に，深層水の供給源水自

体が，高温のために溶存酸素の少ない状態にあった

ことも影響して，深層水の溶存酸素量は現在のそれ

に比べ顕著に少なかったであろう.また，比較的低

温であったが，温度上昇期の後期漸新世~初期中新

世 (Miller etal. , 1987, f�. 2) も，その前後の温度下

降期に比べて，深層水のi容存酸素量が少なかったと

予想される.

以上の議論に基づくと，寒冷化の時期には底層水

中の酸素が豊富になり，富酸素型の個体数が多く，

温暖化期には貧酸素型の個体が多くなるということ

になる.以下，この作業仮説を確かめていくことに

する.

2. 新生代の気候変化に基づくステージ区分 (clirna.

tic stages) 

新生代の底層水の温度は高緯度地域の気候変化に

よって変化するので，深海の底生有孔虫の酸素同位

体比は，深層水の温度ばかりでなく，高緯度地域の

気候をも表している.そこで底生有孔虫殻の酸素同

位体比(例えば Savin and Yeh, 1981; Shackleton, 

1986; Miller et al., 1987) に基づき，新生代を C.1 か

らC.5 までの 5 気候ステージに区分した(図12). 暁

新世後期一始新世初期の温暖化期をC.2，漸新世後

期一中新世前期の緩やかな温暖化期(例えば Miller

et al. , 1987, f�. 2) を C.4とする. C.2, C.4 を除く 3

つの期間は寒冷化期で古い順に C.1 ， C.3, Ç.5 とする.

C.1 の寒冷化期は Coniacian ， Santonian の頃に始

まったようである (Scholle and Arthur, 1980; Arｭ

thur et al., 1985; Kolodny and Raab , 1988). これ

らの古水温による年代区分は， 01による区分とほぽ
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bottom-water temperature and section survival in the latest Cretaceous and 
Cenozoic: The curve of Oxygen Index represents the mean value in the world 
ocean (right column in Fig.10). Bottom-water temperature is estimated by a 180 
of benthic foraminiferal test. AII these curves are standardized to the time 
scale of Berggren et al. (1985). Warming and sluggish circulation periods are 
shaded. Ref. 1: Savin and Yeh (1981). Ref. 2: Shackleton (1986). Ref. 3: 
Miller et al. (1987). 
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一致している(図10) ので，前章の 5 節において， 01

に基づいたイベントにも同じ C.1~5 の名を使用し

た.

3. ハイエイタス量の変化

新生代のグローパルなノ、イエイタス量は，百万年

間にハイエイタスを有するセクションの百分率とし

て Moore らによって解析された (Moore and Hess, 

1977; Moore et al. , 1978). ハイエイタスは堆積物
の供給量よりも溶解量と削剥量の和が大きい場合に

生じる.この 3 つの要因の中で削剥量は，古い地層

ほど削剥される機会が多いという意味で時間の関数

である.今ここで我々が知りたいのは，削1folJ量では

なく底層水の営カである. Moore and Romine 

(1981) の曲線(図12) はこの削剥量に関する時間効果

を除去補正しであるので，削剥量ではなく底層水の

営力の関数になっている.図12はハイエイタス量の

目盛りを逆に取つであるので，百万年間にハイエイ

タスを持たないセクション (section survival) の百

分率曲線から時間効果を除去したものである.この

曲線を時間補正残存スクション曲線と呼ぶことにす

る.新生代のグローパルハイエイタスの主要因は底

層水の営力である (Keller and Barron, 1983, 1987; 

Keller et al. , 1987) ので，時間補正残存セクション

曲線は底層水の営カを主として反映していると考え

られる.したカfって， C.2 と C.4におけるプラスの

ピークは，それぞれの地質時代において底層水の営

力が弱かったことを示すと考えられる.逆に， C.3, C. 

5 におけるマイナスのピークは営力が強かったこと

がその主要因であろう.これらをそれぞれ， C2 深層

流衰弱期， C3 深層流活発期， C4 深層流衰弱期， C5 

深層流活発期と呼ぶことにする.

4. 古水温，深層流の営力，溶存酸素指標，底生有

孔虫の変化の同時性

図12に示す通り， C.2 温暖化期， C.2 低酸素イベン

ト， C.2 深層流衰弱期が同時である. C.4温暖化期，

C.4低酸素イベント， C.4深層流衰弱期もほぼ一致す

る.逆に， C.1 , Cふ C.5 は，寒冷化期，高酸素期，

深層流活発期に相当する.また，底層水温が約 11.C

以上の時期に C.2 低酸素イベントが一致する.新生

代の深海底生有孔虫群集は，暁新世/始新世境界付

近と中期中新世中期において， 2 回の大変遷を遂げ

た.前者は， 01値が低くなる時，すなわち C.2 低酸

素イベントの始まりと一致し，後者はC.5 高酸素イ

ベントの始まりと一致する.

19 

考察

初期始新世の C.2 低酸素イベントは，各大洋で顕

著に認められ，同時性も高いので，グローパルな事

件と認定できる，初期始新世は新生代で最も深層水

温が高い時期であり， l 1"C から 14.C (Savin and 

Yeh ， 1981) である.はじめに述べたように，このよ

うな高温の深層水の供給源は高緯度表層水ではなく，

高塩分濃度の中緯度表層水である.当時の中緯度表

層水の比重は，現在の高緯度表層水よりもかなり小

さいため，深層水の起源水と周囲の水塊との密度差

は，現在に比べ当時の方がはるかに小さかった.そ

のため深層水の循環速度は遅かったと考えられる.

海洋循環が遅いので，海洋底に供給される酸素量は

現在より少なかったはずである(図13). また，深層

水の温度判高かったことも，低酸素状態に寄与した

であろう.例えば， Wilde and Berry (1982) に示さ

れている 5MBW (salinity maximum bottom wat. 

er) の 11.C から 14.C の酸素飽和濃度は， 5.9・ 6.2 ml/ 

l である.この値は，現在の高緯度冷水塊起源の深層

水の飽和濃度より1.5.2 ml/l 少ない.この蓑は，供給

源水の溶存酸素量の差を意味している.すなわち，

初期始新世の深層水は現在の深層水に比べ，深層水

になる前にすでに溶存酸素量が少なかったうえに，

さらに循環速度が遅いため循環する聞にバクテリア

によって消費される酸素量が多かったことになる.

また，低酸素イベン卜期の底生有孔虫すべてが貧酸

素型ではなく富酸素型を含有する (01: 10・30) ので，

初期始新世の深層水の平均溶存酸素量は極端に低く

はなく， 0.5m1/ 1 よりも高かったと推定される.

C.3 高酸素イベントは，中期始新世から南極地域

の冷却化が進み，高緯度水塊の・温度が 10・C を下回っ

たあたりから，溶存酸素量の多い高緯度冷却水塊が

中緯度高塩分水塊に変わって深層水循環を作動させ

るようになったために起こったと解釈される.すな

わち，このイベントの原因は，供給源水の溶存酸素

量が高いことと，海洋全体の密度差が大きくなったた

め，海洋循環が速くなったことにある.海洋循環が

速いと，深層水が有機物と接触している時聞が短い

ために深層水の平均溶存酸素量は高くなり，富酸素

型が相対的に増えることになる.ニュージーランド

の試料で行った生物撹乱のデータも，溶存酸素量が

C.3 期に高くなったことを示している.この海洋循

環の変化は，中生代一新生代初期の密度差の小さい

海洋 (polytaxic mode (Fisher and Arthur, 1977)) か
ら，新生代後期の密度差の大きい海洋 (oligotaxic

mode) への変換を意味する最大級の古海洋イペン
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ている. C.4ステージはC.3 ステージに引続き高緯

度冷水塊が底層水を形成していたと酸素同位体比か

ら推察されるので. C.3 と C.4の根本的な相違点は，

高緯度表層水と底層水の温度が下降期か上昇期かと

いうことである(図12) .したがって. C.4低酸素イベ

ントの要因は，水温上昇期であるということなのか

もしれない.すなわち，高緯度表層水の水温上昇期

では，重い海水の生産量が減少し，下へ押す力が弱

くなり. O2 輸送の能力が衰える.同じ温度でも，水

温下降期は，重い海水の生産量が増加し，下へ押す

力が増し. O2 輸送力が増す.したがって，水温が同
じでも水温上昇期か下降期かの違いで O2 輸送能力

が異なることになる . C.4低酸素イベントは，水温上

昇期の O2 輸送能力低下という効果が働いていたた

めに生じたと思われる.

この仮説をもう少し噛み砕いて説明してみる.深

層水が発生してから深層水としての最終地に着くま
でには現在で 2 千年かかる(西村編，角皆・乗木，

トであると考えられる.筆者は，中期始新世中期

(~47Ma) に中層水域の底生有孔虫地理区が，

フォーナの変化と同時に，北太平洋区と南太平洋一

テーチス一大西洋区に分裂したことを示し，この原

因をこの時期の海洋循環の変化により説明した

(Kaiho, 1988 ;海保， 1989). 深層水における C.3 高

酸素イベントは，中層水域におけるフォーナのター

ンオーバーおよび古生物地理区の分断の時期と同時

であり，海洋生物史上の大イベントとしても位置付

けられよう.

後期漸新世一初期中新世の C.4低酸素イベントは，

北太平洋とインド洋では認められたが，南大西洋で

は顕著でない.このイベントがグローパルな現象か

いなかはより多くの地点で検証する必要があるが，

地球上の 2 地点で低酸素イベントが認められたこと

は次の点で興味深い. C.4温暖化期の深層水の温度

は 30C から 5.C であり. C.3 ステージの大部分より

低温であるのに， 01はより低酸素の海底環境を示し
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1983) .水温下降期には深層水よりさらに重い深層水

供給源水で前方の深層水を押しやることができるが，

水温上昇期には，供給源水が軽いので深層水を押し

ゃれない.そのため循環が遅くなり，深層水の溶存

酸素が減少する.

南大西洋で顕著な C.4低酸素イベントが認められ

ない理由として次のことが考えられる.現在の深層

水の起源は，ノルウェー海に始まり，大西洋を南下

し，南極大陸付近においてウェッデル海で生産され

る冷水塊と一緒になってインド洋と北太平洋へ流れ

出ている.したがって，深層水は北大西洋で最も新

しく，溶存酸素量は高い.一方，インド洋・太平洋

の深層水は大西洋より古く，溶存酸素量は低い

(Broecker and Peng, 1982 ;西村編，角皆・乗木，

1983). ノルウェー海もウェッデル海も漸新世には存

在したので (Haq， 1981) ともに深層水の供給源とな

りうる.深層水の循環様式が現在と同じなら，南大

西洋の地点362 ， 363の当時の位置は，インド洋・太

平洋の地点 223 ， 237, 305 の当時の位置より，供給源

(ウェッデル海，ノルウェー海，また両方)に近いの

で，これら 3 地域の中では，南大西洋が最も溶存酸

素量が高くなると推察できる.今後，この点に関連

して，北大西洋の 01 値を調べる必要がある.

中期中新世中期以後は，温度下降期であるため，

高緯度地域表層での寒冷水塊の生産が盛んになり，

底層水の温度が低下して酸素保有力が大きくなるこ

とと，さらに鉛直温度勾配が増加するので循環が速

くなるために， C.5 高酸素イベント期となる.海洋の

縁辺部では湧昇流が活発化するし，大量の有機物が

生産されるため地域的に低酸素化することがありう

る.海洋縁辺部に位置する南大西洋の地点362の更新

統の 01 値が低い (40) のはそのためかもしれない.

底生有孔虫群集の大規模な変遷と水塊の変化との

密接な関連については，多くの研究者により指摘さ

れ議論されてきた.本研究は，底生有孔虫群集のター

ンオーバーと 01 値すなわち富酸素型と貧酸素型の

比率の変化が同時に起きたことを示唆している(図

12). この底生有孔虫群集の大変遷は，殻形態の比率

変化が示す溶存酸素量の変化に起因した可能性があ

る.また， 01 値の精度を上げるためには，様々な酸

素環境下のミクロハピタットにおける生体群集の解

明と，堆積物中の溶存酸素量の指標としての酸化還

元電位を測定することが必要である.さらに，今回

は議論しなかった古水深による溶存酸素指標の差異

についての検討も必要と考えられる.
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まとめ

1.石灰質底生有孔虫のうち，富酸素型と貧酸素型

の個体数比を，海底の溶存酸素指標として用い，

これにより，有機物に富んだ黒色頁岩が堆積する

ような酸素欠乏状態でない場合にも，溶存酸素の

多寡を知り得る可能性を示した.

2. 溶存酸素指標により，初期始新世と後期漸新世

に底層水が現在よりも溶存酸素量の少ない時期の

あったことが推定された.特に，初期始新世の低

酸素イベントは世界中で顕著に認められた.

3. 初期始新世の低酸素イベントの原因は，高緯度

表層水の高水温と水温上昇による深層循環の緩慢

化であろう.

4. 後期漸新世の低酸素イベントの主因は，おそら

し緩慢な温度上昇による冷水生産量の相対的な

減少に起因する海洋循環速度の低下であろう.

5. 新生代の深海底生有孔虫群集は，暁新世/始新

世境界付近と中期中新世中期において，主要な変

化を遂げる.前者は低酸素イベントの始まりと一

致し，後者は高酸素イベントの始まりと一致する.
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|書評|

N. de B. Hornibrook, R. C. Brazier and C. P. 
Strong: Manual of N ew Zealand Permian to 

Pleistocene foraminiferal biostratigraphy. 

New Zealand Geol. Surv. Paleont. Bull. 56, 
1989. 295 x 208mm. 

長年，ニュージーランドの地質調査所にあって，

有孔虫の研究に数多くの業績をあげてきた Horni

brook 博士が，定年退職後も同所において研究の総

まとめに没頭しているという話は，同氏から直接聞

かされていた.この調査所の出版物に収められてい

る Brazier 氏の手になった有孔虫の丹念で精細なス

ケッチの図版は世界的に知られている.また，南半

球における第三系の標準的時階区分を築き上げた，

ニュージーランドの有孔虫生層序に関する Horni

brook を中心とする研究者たちの貢献はいうまでも

なく著名である.そのような事情もあって，かねて

から本書の出現を期待していたのであるが，この程，

標記のメンバーによって総括され，出版になった.

本書を通覧すると，これがかつて同じ著者によっ

て著された "A handbook of New Zealand microｭ

fossils (Foraminifera and Ostracoda)" , (N. Z. 

Geol. Sur., Inf. Ser. 62, 1968) の全面的拡大版であ

ることに先づ気付かされる.これは同調査所に初め

て微古生物研究室を築いた H. J. Finlay に献呈され

たものであるが， Finlay こそ 1930-40年代において

ニュージーランドにおける有孔虫の生層序の追究に

先鞭をつけたひとであった.したがって，ここに紹

介する Hornibrook らの労作は，過去約半世紀にわ

たる同調査所の有孔虫研究者の営々たる努力の結品

と見なすことができょう.

175ページからなる本書は全部で26章からなり，中

生代関係の l 章あまりは Strong が，また有孔虫の

描画法に関する l 節は Brazier が分担しているが，

残りはすべて Hornibrook の執筆である.前半の17

章は大学生レベルの読者を対象とした入門編である.

ここでは，試料採集法，処理法，図示法，雑誌およ

び文献，学名，模式標本，シノニム，種，有孔虫生

物学と形態学，有孔虫の分類，生層位学と年代層位

学の概説，有孔虫生層位学，年代尺度，水深にかか

わる古生態学などが解説されている.後半部は，古

生代より新生代までの有孔虫の各論になっており，

125ページがこれに充てられている.しかし，古生代

については産出記録が乏ししわずか 2 ページの記

述があるに過ぎない.中生代になると，三畳紀中・

後期，ジュラ紀後期の主要な種の形態と産出層準に

ついての簡単な記載があり，白亜紀中・後期につい

ては代表的底生・浮遊性種の記載・図示とともに層

位的分布も示されている.しかし，なんといっても

新生代有孔虫の項が本書の中心的課題であって， 24 

階に区分されている年代層序区分の基礎となってい

る有孔虫生層序が，模式層の群集の記述を中心にし

て述べられている.代表的底生・浮遊性種は白亜紀

のものと同様に記載・図示されているが， 334底生

種， 104浮遊性種の層位的分布表がまとめられている

のには，敬意を表さざるを得ない.さらにまた，進

化系列の明らかにされた底生・浮遊性種群について

も解説されている.大型有孔虫についても記述があ

るが，かなり分布層準は限られているようである.

巻末には形態についての用語解説，マオリ語に由来

する時階名の発音法，一般と学名にわけた索引がつ

き，いたって利用に便利なように工夫が凝らされて

いる

本書を手にして初めて分かるのは， Brazier 氏の

支援を得た Hornibrook 氏のほぼ30年にわたる周到

な研究計画である.故浅野 清教授の日本の第三紀

有孔虫図録以後，まとまった図鑑をもたないわれわ

れがいかに後進の研究者に不便な思いをさせている

か，日常しみじみ経験しているだけに，ニュージー

ランドにおける有孔虫マニュアルの刊行に対して心

から賛辞を呈したい.

装丁はソフトカバーであるが， 20年前の本書の前

身と同様に有孔虫のスケッチで飾られた見事な体裁

である.なお，頑価は船便なら US$40.00 だが，航空

便ならさらに $5.00 を追加しなければならない.な

お現在，閉じ調査所刊行の他の有孔虫関係の出版物

6 種のうちから 3 種を選ぴ，あわせて注文すると特

価で求められる.詳細は下記に問い合わせられたい.

Publications Officer, New Zealand Geological 

Survey, PO Box 30368, Lower Hutt, New Zeaｭ

land 
(高柳洋吉)
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白E紀アンモナイト Puzosia kuratai 

Tokunaga and Shimizu, 1926 について

松本達郎*・根本 守M ・渡辺俊光***

On Puzosia kuratai Tokunaga and Shimizu, 1926, 
a Cretaceous ammonite species 

Tatsuro Matsumoto, Mamoru Nemoto and Toshimitsu Watanabe 

Abstract Pllzosia kllralai Tokunaga and Shimizu, 1926 was established on two large specimens (i.e. 
syntypes) , from the fossiliferous conglomerate in the lower part (Coniacian) of the Futaba Group at 

Oriki (Fig. 1), of which the figured one (Figs. 2, 5) is designated in this paper as the lectotype. The two 

specimens were bombed away during World War !I, but a plastercast (Fig. 3) of the lectotype remains 

in Tohoku University. It was described originally to be compressed, flat sided and unornamented. 

Should it be truly 50 , then it would represent a distinct species, to which a form from the Coniacian of 

Hokkaido provisionally called P. cf. lIlanas()aellsis Collignon by Matsumoto and Kera could be referred. 

Recently , one of us (T. W.) has obtained from the type locality a fairly large specimen (Fig. 6) 

which looks similar to the lectotype of P. kllralai. It is somewhat distorted and partly eroded. 

Judging from the characters observed on its better preserved part (Figs. 7, 8) , it is regarded as a 

macroconch of MesゆIIzosia Yllbarellsis (J imbo), although its body chamber is unpreserved. Moreover, 

a smaller specimen (Fig. 9) was obtained from the same rock , which is undoubtedly identified with M. 

Yllbarellsi~、 (microconch).

As the lectotype is a somewhat secondarily compressed and partly eroded internal mould , on which 

the external shell is almost unpreserved, its flat flanks and smooth looking surface may be due to this 

unfavourable preservation. Its surviving fraction of the outer whorl has a blunt bulge on a part of the 

flank (Fig. 4). This feature is similar to the appearance of periodic bulges on the flanks in adult 

macroconchs of M. Yllbarensis. Thus P. Iwrafai could possibly be a synonym of M. yubarensis. It 

should remain , however, as IlOlnen dllbillln , until a well preserved topotype which fits the original 

description could be obtained. 

I はじめに

標記のアンモナイト種は福島県の上部白亜系双葉

層群産化石を Tokunaga and Shimizu (1926) が記

載した際に設立された.それ以来今日まで60年以上

たっている.その間 Ammonoidea の分類は著しく

改良されているが，本種は誰にも顧慮されずに過ぎ

て来た.

松本は北海道産の化石を自身だけでなく，現地の

採集者の協力を得て蒐集し，それを資料としてプゾ

シア類の分類体系の改案を最近提唱し，諸種の記載

-九州大学理学部地質学教室気付
"福島県双葉郡広野町下浅見川桜田95
...双葉郡槍葉町大谷鐘突堂13

1989年 5 月 24 日受付，同年 6 月 30日受理

を行った (Matsumoto ， 1988). P. kuratai が新しい

分類体系の知見ではいかに位置づけられるか? こ

れがこの論文の主題である.

他方， P. kuratai とは産地は異なるが，双葉層群か

ら復数の大型アンモナイトの産出が知られていたの

で，松本は関係者と共同研究を実施し，それらがプ

ゾシア類の特定種の大小二型のマクロコンクである

という結論を得た (Matsumoto et al., 1989). これ

と P. kuratai との関係についても当然攻究するべき

である.

一方渡辺は1986年晩秋双葉郡広野町折木の桜沢に

露出する双葉層群下部の際岩から恐竜化石発見の好

運に恵まれ，その発掘の際に同一岩層から他の化石

をも採集した(渡辺， 1988). その地点(図 1 )は P.
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図 1 Puzosia kuratai Tokunaga and Shi. 
mizu の原産地.黒丸で示す Map
showing the type locality of Puzosia 
kurafai, with a solid circle. Inset is 
the index map, in which the distribuｭ
tion of the Upper Cretaceous Futaba 
Group (dotted) is shown. Hn=Hiｭ
rono 広野. Hs= Hisanohama 久之浜，
Yt =Yotsukura 四倉.
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kuyatai の原産地に当たるが，渡辺の採集品中にはプ

ゾシア類の化石が大小 2 点ある.これらは P.

kuyatai の再研究に重要な参考資料となるので，併せ

て記載し比較検討する.

II 徳永標本

Tokunaga and Shimizu (1926) の記載によれば，

Pozosia kuratai 1京標本は大型の 2 個体であるが，完

模式標本 (holotype) を指定していない.保存が比較

的よし測定・図示(同上. p. 197, pl. 22, fig. 6; pl. 

23, figs. 4, 5; pl. 24) されたものをここに後模式標本

(l ectotype) とする(図 2 ). 

上記の論文に記載された標本は早稲田大学に保管

されていた.資料室がないので屋上に倉庫を設け，

そこに収納されていた.早大教授徳永の東大での古

生物学の授業を履修したころ松本はこの倉庫内の化

石を見せていただいた.当時卒論に関連してIno・

ceramω を調べたが，このアンモナイトについては

ノートがない.不幸にして 1944年の東京空襲で早大

の標本は焼失した.所が幸にこの後模式の石膏模型

が仙台の片平丁にある東北大学地質学古生物学教室

の旧標本室に残っていることを知り，同教室の現職

の方々の好意で，松本はこれを観察することができ

た.この古い建物の雨漏りで，模型は図 3 に示す通

り，侵食を受けているが，ある程度の形質が観察で

表 1 Puzosia kurafai 及び関連種の代表的標本の測定値(単位 mm)
Table l. Measurements (in mm) of Puzosia Imrafai and relevant species on selected 

speclmens. 

Specimen Position D U H B H/B H/h Inv. R/H 

Lectotype E 530(1) 196(.37) 182(.34) 112(.21) 0.62 1.20 0.5 

E-2700 341(1) 130(.37) 115(.34) 63(.18) 0.55 1.20 

Watanabe (L) E-200 278(1) 96(.35) 100(.36) 61(.22) 0.61 1.24 0.50 

Kera NO.355 LS 310(1) 102(.33) 125(.40) 71(.23) 0.57 1.50 0.50 

ColIignon, 1961 E 106(1) 32(.30) 44(.41) 26(.25) 0.59 1.47 0.45 

ColIignon, 1965 E (revised) 88(1) 23(.26) 38(.43) 23(.26) 0.64 1.41 0.42 

Hoepen, 1968 E 610(1) 155(.25) 270(.44) 174(.29) 0.64 1.46 

IMNHP402004 LS+lO" 558(1) 201(.36) 198(.35) 131(.23) 0.66 1.25 0.51 

Watanabe (S) E 114(1) 37(.32) 46(.40) 32.0(.28) 0.70 1.48 

LS 105(1) 32.5(.31) 44(.42) 27.5(.26) 0.63 1.54 

E=preserved end, LS=last septum, D=diameter, U=width of umbilicus, 
H=whorl-height, B=whorl.breadth, h=whorl-height 180" prior to H, 
Inv.=degree of involution=overlapped part/whorl-height of the next inner 
whorl , R/H = number of ribs on the venter in the distance as long as the 
whorl-height at the middle of the measured part. Watanabe(L)=Watanabe's 
larger specimen, (S)=smaller one. 

13 

16 

18 

14 

13 
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l週 2 ?uzosia Iwratai Tokunaga and ShimizlI 後払い\-M'l-1>:の 11!IJ 而 l酒 ・ 1J; (i ':< 1 を訂一可をf斗て
転jl在. Lateral view of the lectotype. reproduced from the original paper (pl 
24) by permission. Scale bar = 50 mm 

27 
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図 3 ?llzosia kuralai 後似式の石'IJ模型(東北大学所蔵) . IGPS plaster cast of the 

lectotype , partly damaged. Scale bar=50 tnJ11. Photo by S. Ot0J110 
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~ 

図 4 Puzosia kural，αi の後模式の内・外ワー
ルの横断面図(模型による). Crossｭ
section of the whorls, based on the 
plaster cast of lectotype, showing 
the partial bulge on flanks of outer 
whorL Broken line=restored outｭ
line, dotted line= intercostal part 
Scale bar= 20 mm. T.M. delin. 
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きる.これと原著の記載と図版から，ここに要点を

記す.

(1) 穀は大型である.僅か残存している外のワー

ル本(outer whorl) の中程に最終縫合線があり，そこ

での直径の)を復元すると約 530mm，住房の元来

の長さは正確にはわからないが， 240・と仮定すると，

完全だった時の殻の直径は 800mm 前後であったと

推定される.

(2) ワールの増大率はやや緩慢 (H/h= 1.20)，巻

きこみの程度 (involution) (外のワールが内のワー

ルを覆う率)は約1/2，従ってへその広さは中程度 (U

は D の37%) である(表 1 ) • 
(3) 内の (inner) ワールは狭長 (H>B) な断面を

示し，外面はやや狭いアーチ状，両側面はほぼ平行

で平板状， 'へその周辺で急に折れてややかどがあり

(subangular)，へその壁は低いが巻面に垂直である.

(4) 外のワールは残存部で観察すると側面は緩い

凸面で，さらにその上に幅の広い緩慢な膨らみがあ

るが，これは外に向って消えていく(図 4 :原著 pl.

• whorl の和訳として螺環が使われているが，螺環は最
新版の広辞苑や大辞林にもなく，英和辞典にもない.
螺は常用漢字表になしらかんと書くと一般の人は羅
漢と思う.松本は原語を片仮名でワールと記すのが簡
明と考え， 1984年(高知大学学術研究報告32巻， p.202) 
以来試みに使っている.まだ定着していないが，今回
もワールを使わせていただく.

、

U.B. 

u.s. 

図 5 pz日osia kurafai. 後模式の縫合線:原図を許可を得て転載. External suture of the 
lectotype at H = 100 mm, reproduced from the original paper (pL 22 , fig. 6) by 
permission. I.v.=inner border of outer whorl , S.=siphonal line, U.B.= 
umbilical border, U.S. = umbilical seam. Scale bar= 10 mm. 
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23, fig. 5). 
(5) 原著では表面は全く滑らかで肋も周期的なく

ぴれもないと記されている.標本は内型で，しかも

幾らか侵食されているから，見掛けが記載されてい

る恐れがある.模型でも同様に見える.しかし内の

ワールの一局部(外のワールに接する縁辺)に殻が残

存し，そこにはかなり密集した細肋があるようで，

さらに l 巻半戻った側面にも不明確だが細肋( ? )が

残存しているらしい.くびれはこの細肋( ? )残存部

とその約 120・先の少なくも 2 箇所に認められる.

(6) 縫合線は原著 (Tokunaga and Shimizu, 

1926, pl. 22, fig. 6) (許可を得て図 5 に転載)のとお

り，典型的な Puzosia 型である.これは最終縫合線よ

り 390・程戻った中年期のものであるが，切れ込みが

深く刻みが細かい.

III 渡辺標本(大)

この標本は徳永標本と同じ崖の磯岩から渡辺が採

集・整形 (trim) したものであって，図 6 に示す.当

面広野町役場に保管する.幾分二次変形を受けてい

て，左側面は圧縮され，一部分は破れて基質の傑な

どが突出している.右側面の内のワールは変形がほ

とんどないが，外のワールに見掛けの起状がほぼ

120・間隔で認められる.これは元来の形質かもしれ

ないが，間隔が広い.少なくも一部に二次的な圧縮

やゆがみの影響があるのは否定できない.

観察されるおもな形質を次に記す.

(1) この標本は保存されている最終点 (E) 近く

(-20・)で直径が 280mmであるが，終りまで縫合線

があり，まだ気房部である.さらにもう l 巻き(正確

には 330.) 外のワールが覆った跡が両側面に認めら

れる.表 I に示した U!Dの比に大きい変化がない

とみなすと， 330・先での直径は約 530mmと算出さ

れる .E がまだ気房部の途中ならば，元来の直径は

これより大きかったことになる.

(2) ワールの増大率はやや緩慢 (H/hニ1.24)，巻

き込みの程度はほぽ1/2，へそは中くらいの広さ (D

の35%) である(表 1) • 

(3) 気房部のワールは一見平板状だが，二次的変

形の無い H=60~70mm の部分では側面は緩く凸

形で横断面は図 8 に描いたように準卵形， B/H が

0.66~0.64，最大幅は H の 1/3程の下部にある.へそ

の周りで急に曲がり，余り高くないが垂直の壁にな

る.

(4) 住房は採集の時にすでに無かったので，堆積

するまでの聞に破壊して別な所に流されたのであろ

FOSSILS 47 (1989) 

フ.

(5) 標本は概略内型であり，その表面は一見平滑

である.しかし殻(たぶん内層)の残存している部分

には多数の細かい肋が弱いけれども明確に認められ

る.長肋が多く，へその周辺から発して側面内半を

放射状に(一部ごく緩い波曲をもって)走り，外半で

漸次前方にカープして外面にかけて顕著な前方屈曲

を示す.短肋はおもに外半で掃入し，あたかも長肋

から分岐しているように見えるのもある.この標本

の模型(九州大学に寄贈， GK. H9628 (図 7 )では，

光の当て方をうまくすると，外のワール(気房部の後

期)にも弱い肋が認められ，やがてワールの外半にだ

け残存しながら遂に消失していくことがわかる.か

なり明確なくびれが内のワールに 5 本認められる:

外のワールでは弱化し， 3-4(?)箇所に前方に傾

いたカープを描いて浅いくびれが走っている.肋と

同様に， くぴれも気房部後期には弱化・消失してい

く過程を示すものと観察される.

(6) 縫合線は穀の外れている各所に認められ，総

じて Puzosia 型である.殻が外れた外面の中軸には

連室細管が露出したり，侵食を受けて細管の走って

いた跡が溝状になっていたりする.標本の外型も断

片的に取つであるが，穀物質が.溶けて外型に内型の

縫合線が映っていることがある.

ここで，産出地点と産出層について記す.

全渡辺標本の産出地点(広野町折木桜沢図 1 の・印)

が徳永標本 (P. kuratai の後模式標本)と同ーの崖の

磯岩であることは，松本が1934年 3 月に徳永教授の

引卒で巡検したことがあるので確認できた.この様.

岩は化石に富むが複数の重要種の原産地 (type locｭ

ality) である.私掘は厳禁すべきであり，少なくとも

地主と広野町教育委員会に願い出て，採集物は同委

員会か公的な教育・研究機関に寄贈して保管するべ

きである.

所でこの際岩層は双葉層群足沢層の下部とされて

いる.基盤を直接覆い基底磯岩といえる部分もある

が，傑岩が側方向に消滅し砂岩や砂質泥岩に移化す

ると観察される部分もある(斎藤， 1960，第 2 図参

照) .従って桜沢の礁岩層と芦沢の足沢層中部と

されている泥質砂岩とが時代的にどれ程距たるか

は考究を要する.両層とも Inoceramus uwajimensis 

Yehara が多産し，コニアシアンである.前者には

Yabeiceras orientale Tokunaga and Shimizu (そ

の後 Matsumoto et al., 1964 の研究あり)を産する.
同種を含め同属の複数種(中に同一種の変異があり

得る)が南アフリカ Zululand における Coniacian
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図 7 渡辺標本(大)の模型(GK. H962 8) の右側面. Right side of the plastic replica taken 
fro111 Watanabe's larger specimen. The ribbing is better shown by this replica 
Scale bar=20mm; scale at the upper left corner=50111111. Photos by M. Noda 

1I ( コ ニアシアン階を 5 区分した場合の下か ら 2 番

目の化石帯)に産し，同化石帯から世界的に分布の広

いアンモナイト Forresleria allllaudi (Boule , Le. 

moine and Thévenin ) も多産して い る (Kennedy et

al ., 1983). この示準化石種はフランスの同階標準

区分の中部(同 |踏を 4 区分した下から 2 番目の化石

帯) か らも報告され (Kennecly ， 1984)，北海道から は

複数個体の産出が知られている (Matsumoto， 1969) 

さらに芦沢の足沢層中部の大型アンモナイト産出層

( 2 層準ある中の下位居準)からも産し た

(Matswnoto and Nemoto in Matsumoto et al. , 

1989). Yabeicems はマダガスカルにも産するが，
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図 8 渡辺標本(大)のワール横断面図.

Cross-section at H = 64 mm of T. 
Watanabe's larger specimen. Scale 
bar= 10 mm. T.M. delin. 

コニアシアン下部 (Peronicel加 dravidiclllll 帯)の種

と中下部 {Barroisicel加 onilal.沙問se 帯)の種がある.

以上を参照すると，桜沢と芦沢の化石産出層は共に

コニアシアン中部ないし中下部で最下部ではない.

折木の方が芦沢のより古いかも知れないが，その差

はわずかであろう.

IV 比較と考察

(1) Il' III章に記述した 2 標本を比較すると，そ

の形質はよく一致するか，文は極めて類似する.見

掛けの差異は保存状態の良否によるらしい.多数の

細かい肋は，気房部のある大きさ(中年期)までは，

元来存在しており，長短があり，長肋はへその周辺

に達していた.徳永標本では侵食が甚しいために一

見肋がないように見えるが，一部には残存している.

二次的変形の影響を勘案して比較すれば殻形もよく

似ている.同一地点の同じ地層から産出したことも

併せ考えると，両者は同一種の化石である可能性が

ある.但し標本の保存不良と焼失を考慮し同一種と

の決断は保留する.

(2) 渡辺標本はその形質から Puzosia ではなく

Mesoþuzosia であろう.渡辺(1988，第 2 図)の説明は

誤植を直せば正しい.それなら徳永標本も Puzosia

でなく Mesゆuzosia となるのであろうか.もっとも

学者(例えば Cooper， 1978, p. 75) によっては Meso

þuzosia を Puzosia の亜属とすることがある.保存状
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態の良否によって Puzosia か Mesoþuzosia か識別し

にくいことがあるではないか，だから亜属扱いがよ

いと彼らはし 3 う.しかしこれは亜属にするか独立の

別属にするかの本質的な根拠にはならない. Puzosia 

では肋の発達が不十分で側面内半にはほとんど及ば

ない.同属はアルピアンからコニアシアンにわたり

諸種を含む. Mesoþuzosia は肋がよく発達し，長肋は

へその周りまで達する . Mesoþuzosia はチユーロニ

アンの比較的初期に(例えば Puzosia orientalゐ

Matsumoto から)分岐し，チユーロニアン中に数種

が分化し，さらにコニアシアン・サントニアン・カ

ンパニアンにわたっていくつかの種がある.両属は

形質上も系統上も識別するのがよい.

徳永標本において肋の発達が元来不十分であるな

ら Puzosia ßurat.αi の名は活きる.しかし(1)の観察が

正しいなら ， Mesoþuzosia の可能性があることにな

る.では Mesoþuzosia kurafai とし〉う種名になるの

であろうか.

(3) 渡辺標本(大)はその形質から Mesoþuzosia

yubarensゐ (]imbo ， 1894) であろう.但し外殻の保存

が不十分なため図 6 の写真では長肋が一部分にしか

写っていない.同標本の模型(図7)では肋は弱し当が

明確である.また住房を含む外のワールが保存され

ていないから，その形質が不明である.他方徳永標

本(後模式)には断片的ではあるが外のワールがあり，

その側面には図 5 に示したように部分的の鈍p膨ら

みがある.これは M. yubarensis のマクロコンクの

外のワールにある放射状隆起に似ている.

(1)と (3)から Puzosia kuratai Tokunaga and Shiｭ

mizu, 1926 は Mesoþuzosia yubarensis (Jimbo, 1894) 
のシノニムとなる可能性がある.しかしこの場合も，

原標本の保存が悪いことと，空襲で焼失したことの

ため，シノニムであると断定することは差し控えな

ければなるまい.その場合は Puzosia kurafai は no・

men dubiulIl (疑わしい学名)となり，新模式 (neo・

type) を提唱できるが，渡辺標本をこれに当てるの

は避けたい.

(4) 生物種は個体群を基本とする概念であって，

少数の標本を模式標本と比較するだけでは実は不十

分である. Howarth (1966) は M_ yubarensis につい

てその不満を述べた.しかし今や本種は多くの個体

に基づいて再定義された (Matsumoto， 1988, p. 68). 

例えば三笠市博物館にも，あるいは個人の私設標本

室にも，本種のミクロコンクを10余り含んだノ

ジュールがあり，同様のノジュールが数個あるのを

も見ている.数多く当っても M. 川barensis の特徴
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的形質はかなり安定していて，他磁と識別できる .

しかし上記はミクロコンクについてであって， 大型

のマク ロコンクは ， 採集の困難さもあって ， 北海道

の資料で数多 く 観察したとは言えない .

桜沢の産地から 2~4k l11 南々阿の大久 ・ 芦沢附近

の比較的狭い区域の， 層序的にも限られた範囲(足沢

居中部の厚さにして約20m) の泥質細粒砂岩ないし

砂質泥岩から大型プゾシア類が10個む産したのは

幸であった . これは lVlatsumoto et al. (1989) に

り Mesoþlfzosia )lubarensis のマクロコンクと決定さ

れ，北海道での資料の不備を補うことができた . マ

ク ロコ ンクの住房には特異な形質があるが， 気房部

の中年]閉まではミク ロコ ンクと共通の特徴を示す.

FOSSILS 47 (1989) 

桜沢の渡辺標本(大)は大久 ・ 芦沢のマクロコンクの

気房部と同じ形質を示してい る . マクロコンクの住

房は気房部よりもワールの幅が増し， 殺はまるみを

幣;びてくる : 細HJ]ゃくびれは消失し， 鈍 くて太めの

放射状隆起が広い間隔で(平均して 30・ごとに) ， おも

に側面内半から中程に生じ ， 外方に向って広く低く

なりながら消失する . こ のような隆起が徳永標本の

外のワール断片にも認められたのであって ， Plfzosia 

Imralai は Mesoþlfzosia )llfbarensω のマクロコンク

に当たるのではないかとの前述の可能性を強める .

しからぱ双葉層1浮からも M. )11司lfゆbaωi"iωlβSlω五のミクロ

コンクがE産色する筈てで'fはまないか . 北海道の場合と比べ

て析なのは fi îJ放かコという疑問が次に生ずる .

図 9 波辺機本(小) . Puzosia Imra/ai の原産地より産出したが，明らかに Mesoþuzosia
yubarensis で， たぶんミクロコンクであろう . T. ¥Vatanabe'5 5111all specil11en 

obtained allhe t y p巴 locality of P. kura/ai. Il i5 lIndollbledly identified with M 

yub(// 即時日 (probably l11icroconch). Lateral (A) and venlral (B) vie¥¥"5. Scale 

bar= 10111111. PhOt05 by l"l. Noda. 
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(5) 渡辺は絞沢の恐竜化石の岩塊を発掘した|燦に ， 9629). 

1 (~Iの小型のプゾシア類の化石を得た . これらし、ず 観察さ れる形質か ら ， この標本は明らかに Meso -

れ広野町教育委員会の保管になる よう手続きをする かIzos ia Yllbarensis に同定される . 例えば北海道産の

が， 本論文では便宜上渡辺標本(小)と記す . ここに Matsl1ll1oto el al. in M a ts l1ll1 oto , 1988. f�gs. 22-24 

は図 9 に示し ， 測定値を表 l に記す. これの外型か によく似る . また制II肋のきわめて号弘、未成年期の形

、 作 っ た模型(匡1 1 0 ) は九大 に寄贈 された (G I( 卜l 伎は Jimbo (1894, p. 174 l28J, pl. 17 l1J , fig. 6) の

図 1 0 渡辺標本 (小) . 図 9 と同-. .Þ1!!本の外相かウ作成した依型. Plastic replica (GI< 

ト[ 9629) laken from the exlernal moulc1 of T 日l ata nabe ' s smaller specimen 

Lateral (A) anc1 ventral (H) vielVs. Scale bar= 101l11ll. Photos by M. Nellloto 
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小型な原標本の形質とよく似る.最終縫合線は D=

105mm の所にあるが，たぶんミクロコンクであろ

う.但し住房の主要部は壊され，異所に住んでいた

ものの気房部を主とする殻が波打際の砂磯層に打ち

上げられたのであろう.

アンモナイトのかなりの種に大小の二型(マクロ

コンクとミクロコンク)があることは古くから気付

かれ，多くの研究がある.文献の列挙は省くが，

ここに要約すると，現生の頭足類の中で大型が雌

で小型が雄の二型の例があること;ジュラ紀アン

モナイトの例でマクロコンクの住房中に卵嚢 (egg

sac) とみなされる化石が見出されていることなど

から，性的二型説が有力である.プゾシア類の場

合も同様とみなして， Matsumoto el al. (1989) は

足沢層中部の泥質砂岩~砂質泥岩産 M. yubarensゐ

のマクロコンクについて，産卵に好都合な浅くて静

穏な場所に複数の雌が来ていたが，何かの理由で死

亡して化石になったのではあるまいか，という解釈

を一作業仮説として試みている.産卵場所に雄が来

ないのは当然(雌雄が連れ合うのは多分別な場所)で，

従ってミクロコンクの化石が伴って出ないのであろ

う.波浪で異所に生息していたものの死殻が運ばれ

て砂傑中に埋没した桜沢の場合に，反ってマクロ・

ミクロ両穀が不完全な状態で見出されるというのは

興味深い.上記の所見はまだ未熟な空想の域を脱し

ないが，今後攻究を深めていきたい.

(6) 以上で論述の主幹は終ったが， P. kuralai に

比較される可能性のある他の標本について念のため

当たってみよう (6 -8). 

北海道の大夕張地域の大巻沢転石で解良康治が採

集し，暫定的に Puzosia cf.manasoaensis C01lignon 

として記載された化石がある (Matsumoto and 

Kera , in Matsumoto, 1988, p. 43, fig. 7). 転石の位

置と伴う化石 (/noceramus cf. IIωajimensお Yehara)

からコニアシアンとみなされている.これも大型だが，

住房の主要部が保存されていない.気房部も外側が

破損しているが，復元すると最終隔壁で直径 310mm

となる. この標本 (Y. Kera No. 355) はほとんど変

形していないが，ワールの両側面がほぼ平行，平板

状で，幅が狭い (B/H= 0.57) ;肋はほとんど発達せ

ず，一部分に極めて弱~，細肋がかすかに認められる.

くびれは内のワールには 6 本あるが，気房部の後期

には弱化消失するようである.以上は P. kuratai の

原記載にかなり合う.換言すると P. kuratai の原記

載どおりのものが実在することを示唆している.

従って Tokunaga and Shimizu の原記載と同じ形
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質を示す標本が桜沢の同一地点から将来みつかれば，

それを新模式 (neotype) に指定して Puzosia kuralai 

を再定義することができる望みがある.その場合に

は上述の解良標本は同種の変異の範囲内には~ ，り，

北海道産の P. kuratai の例となろう.なおこの大夕

張のものについては， Matsumoto (1988, p. 45) は，

この特殊な Puzosia 種は Hauericel郁の系統的起源

の問題にとって興味ある資料であると指摘している.

これは P. kurafai にも当てはまる.

(7) Puzosia manasoaensis C01lignon (1 961 , p. 34, 

p1. 5, fig. 2) の完模式標本はマダガスカルのコニア

シアン階に産した.直径 106mm だが，まだ住房の始

まりで，さらに少なくも 180・巻いていたらしい.元は

15-16cm くらいであったかと思うが，ミクロコンク

であろう.ワールは平板状，両側面が準平行で平坦

と記載されているが，左側面は明らかに二次的に圧

されて平らになっている.おもに内型で平滑に見え

るが，殻の残存している部分には，非常に細かい肋

が密集しており，ワールの外半だけに認められると

記載されている.

後年 Collignon (1965, p. 20, pl. 421 , fig. 1747) は上

記種名でもう l 個体を図示している.それについて

の同氏の測定値には誤植と思われる部分があるので，

表 1 には図に基づく測定値を示した.ワールの断面

は長卵形で外面のアーチは狭い.その図では細肋の

一部はへその近くに達しているように見える.そし

て肋の走り方は渡辺の小型 M. yubarensis のに似て

いる.しかし C01lignon の 2 標本では肋が細かく密

集しており(表の R/H)，ワールの増大率がやや大き

しへそがやや狭い.肋は微弱だがワールの外半で

は認められるので Collignon は Puzosia とした.

Mesoþuzosia にすることができるか否かは Coll.

ignon の 2 標本も含めてマダガスカル産の数多くの

個体を検討した上で決定するべきであろう.目下の

所では一応 Collignon に従っておく.

(8) Matsumotocel加 donlistel7 van Hoepen, 1968 
(p. 157, pl. 1, fig. 1; fext・fig. 1a). 南アフリカ産の

1 個の大型化石に基づき，上記の属・種名が提唱さ

れている.時代はチユーロニアンと記されているが，

Forresteria をf半うとし 3 うから，コニアシアンであろ

う.その直径は 610mm と記されているが，保存され

ているワールの最終部はまだ住房の一部だから，住

房が完全なら少なくとも 800mm はあったであろう.

この標本の外のワールは平滑だが，太くて鈍い隆起

が広い間隔で配列し，側面に波状の凹凸が生じてい

る点は， Meso�uzosia yubarensis のマクロコンクや
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"Puzosia kuralai" と同様であり，大きさも同じオー

ダーである.原記載では，弱い細肋が内のワールの

外半にだけ認められ，くびれは無いとしている.図

版ではくびれは内のワールにあるように見える.内

のワールは P. manasoaensおとかなり似ており，同

じ種のマクロコンクではなし功〉という可能性がある.

M. yubarensis に比べ，ワールの増大率がやや大き

しへそが狭い(表 l 参照).この点も P. manaso. 

aensis と同じ傾向である.同様にこの点で P. ku. 

ralai とも別種であろう.もしも P. manasoaensis の

原標本がミクロコンク ， Malsumoloceras donlisleri 

は同じ種のマクロコンクならば， Malsumotoceras の

属名は不要 (Puzosia のシノニム)となる.しかしこ

れは可能性に過ぎない.基礎となる標本を直接観察

し，さらに確実な証拠となる資料を得るまでは，こ

の属名は消さないでおく.

V 結語

福島県双葉郡広野町折木桜沢の双葉層群足沢層下

部の傑岩層から産した Puzosia kuralai Tokunaga 

and Shimizu, 1926 の 2 標本のうち原著者が図示し

たものを後模式標本に指定した. 2 標本は大戦中焼

失したが，後模式の模型が東北大学に保管されてい

る.これを参照し再記載した.但し原記載では保存

状態により生じた見掛けの性状を元来の形質とした

疑いがある旨を書き添えた.

同じ産地から渡辺が最近上記に似たやや大きい標

本を採集したので，これを図示・記載した.これは

他方いわき市大久・芦沢方面の足沢層中部の泥質砂

岩・ E少質泥岩から産した大型化石10点 (Matsumoto

et al. , 1989 に英文で記載)とも共通の特徴を示し，
ともに Mesoþuzosia yubarensis (]imbo , 1894) のマ

クロコンクとみなされる.但し波浪の強かったと推

定される際岩産の渡辺標本(大)では住房がとれてお

り，徳永の原標本には断片的に着いている.観察さ

れた形質から P. kuratai は M. yubarensis のマクロ

コンクで， M. yubarensis のシノニムとなる可能性が

ある.しかし決断を差し控える . P. kuralai は目下は

nomen dubium で，原標本が焼失しているから，国

際動物命名委員会(lCZN) にネオタイプ (neotype)

を提案するべきである.それには原産地の標本がよ

いが，住房の無い渡辺標本をこれに指定するのは断

念する.今後も探求を続けたい.読者諸兄姉のお力

添えをも希念してこの論文は和文で記した.

なお渡辺が同じ産地から得た小型の標本は M.

yubarensis のミクロコンクである.双葉層群からの
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同種のミクロコンクの産出は初めてである.それに

してもマクロコンクが双葉では圧倒的に多いのには

理由があるに違いない.それについて若干の推察を

試みた.

他方北海道のコニアシアンから松本・解良 (in

Matsumoto, 1988) が暫定的に Puzosia cf. manaso. 

aensis として記載した標本は， P. kuralai の原記載

によく合い，そういう種が実在することを示す.従っ

て双葉の原産地から Tokunaga and Shimizu の原

記載に合う形質の標本が将来みつかれば，それをネ

オタイプとして P. kuratai の種名を生かし，同種を

再定義できる望みがある.

なお海外の類似種との比較にも言及した.
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|論壇| 地史学と古生物学

林 貞
事

Historical geology and palaeontology 

Teiichi Kobayashi* 

Abstract This is an illustration of "Palaeontology and Historical Geology" as two related sciences. 

The article comprises three chapters on (1) What is Historical Geology? , (2) the Geological Age and 

the transfomlation of the biosphere through the age, and (3) the Object and Research Method of 

Historical Geology. 

1.はしが.き

地史学という学問の名前が段々広く知られて来た.

それがどういう学問であるかも大分理解されつつあ

る.

「地史学とは何ぞやJ という問題は地史学の専門家

にとっても重要な問題で，地史学には古い時代から

各時代の地球の歴史が記述されているが未だ層位学

と地史学の意味がよく判っていないような記述も見

受けられる.層位学的な記述は地史学の基礎である

が，地史学では地史的綜合が考察さる可きである.

地史，即ち地球の歴史を通して地球を見る時，地

球の構成，その構成要素，地質構造や火成活動や古

地理の変化，そしてそれに伴なう生物の出現と滅亡

など色々の問題がある.古くは横山文次郎の「前世界

史」大正 6 年(1917) や「地史学」浅野清・松本達

郎ほか昭和42年(1967) などの著作があるが，ここで

は先づ「地史学とは何ぞやJ という根本問題から初

めて地史的内容について考えてみる.

2. 地史学とは何ぞや

神話や伝説からも判る様に天地人の起源と発達を

知りたいという欲求を人間は原始時代から持ってい

た.そして自然の歴史は今も尚地学的興味の中心に

なっている.地球と其上に住む生物の歴史を「地史」

と呼んでいるが，地史には前世界史と地方地史とが

ある.前世界とは現世界に対する過去の世界であっ

て，神話では聖書の創世紀が前世界史に，そして天

孫降臨の国土創世記が地方地史に相当する.

自然の歴史即ち地史 (Historia naturalis) は所謂

.東京都渋谷区代々木 5 -50-18 

歴史，即ち文化史 (Historia Civilis) と対立するもの

であって，文化史は， (1)物語風， (2)教訓的，実用的，

(3)発生的，科学的の 3 段階を経て発達して来た.ホ

メロのイリヤードやオデッセイは第 1 ，ぺロポネソ
カタリペ

ス戦史は第 2 である.我国でも古代には語部が国史

を伝えていたが，後には四鏡の如く歴史は処世の

「鏡J となった.国史研究は新井白石の読史余論の

頃からであろう.

地史にも類似の経過が認められる.神話的な天地

開聞説から，一方地質現象に対する素朴な経験的知

識に基いて，桑槍の変を考えていたが，他方では治

水や土性・薬石・鉱石の知識が現われ，其の後に発

生論的な地史学が発達した.

近代地史学史に就いては別に述べる事にして，地

史には二つの時代がある.其のーは岩石・化石など

を地史的の記録として，地史を実証し得る時代と，

それ以前の時代とである.地球の起源・地殻の起源・

生命の起源などはこの実証の地史以前に起った出来

事で，これらの疑問は科学知識に基いて納得される

解答が与え得るに過ぎない「理論仮説の時代」であ

る.従って地史の主体は「実証の地史」にあり，こ

の時代を地質時代と呼ぴ地質学・古生物学的研究が

其の究明の主体になっている.今日ではこの両学を

主として其の関係諸学と共に地質時代に生起した地

殻の変遷，水陸分布の変化，気候変化，生物界の変

遷等が時代を追って解明されつ〉ある.

地史学とは地球の星雲時代から今日に至る自然と

生物の歴史を研究する学問で，文化史学と対立する

歴史学の一半をなしている.その地史は実証の地史

であって，これを綜合把握して学的体系を構成する

方法は文化史学の場合と本質的には異ならない.文
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化史上の研究資料は先史時代には，石器・土器など

の遺物 (remains) と墳墓・住居跡・其の他の遺跡 (sit

es) とがあり，歴史時代になるとこれらの物質的遺物

(material remain) の他に古文書 (manuscript) 即ち

文献的資料(literary documents) が加わって来る.

地史学では岩類・地層・化石などが史的記録に外な

らない.そしてこれらを批判・解釈し歴史を綜合す

る点でも亦自然と文化の歴史は本質的には異ならな

し~.

然し乍ら両者聞には本質的相異がある.其の重複圏

に位する人類と文化の歴史を見ると，人には生物とし

ての人類 (Homo sapiens) と道具を持つ人間 (Homo

faber) との両面を備えている.進化した生物として

の人類を見る時，其の発展の歴史がある.これに対

して，道具を持つ人聞が作り出した文化の歴史は人

類の特殊産物で，地史を生んだ人間と密接な関係が

あるので地史学書の末端に附記されているが，本来

文化史に属する.文化史を作った人間には「意思の

自由Jがある.これに反して自然には斉一性 (unifor・

mity of nature) があり，地史は自然流転の歴史であ

る.それ故史的記録を批判・解釈する基礎が文化史

では主観的な人間の体験にあり，地史では客観的な

「自然の理法J にある.

地史学は個別的な地史的事実の記載に始まるが，然

し個別記述(idiographic) に終始しない.先づ前世界

史が解明される.其の基となる地史的資料は現世界に

静止の姿で配列されているが，この配列中に継起し

た順序が記録されている.資料には時処性があるか

ら求めた事実も亦時処性のある「史実」で，地理的

な空間と歴史的な時間の定まった位置がある.それ

故史実を新旧に配列すれば其の地点の変遷史が綜合

され，東西南北に配列すれば其の時代の世界観が綜

観される.かくして人生僅かに五十年の人聞は知力

で現世界から四十数億年の地史を還元し通覧するの

である.史実はこの様に縦横に配列する事も出来る

が，また縦軸と横軸の交点を中心に遠近法の成立し

た小世界を再現する事も出来る.それが即ち「場の

地史学J で，化石景観 (fossiI landscape) が再現さ

れる.これを生物学に比べれば化石景観学は過去の

生態学であり，過去の世界観は古地理論 (palaeoge

ography) であり，地形・地質の発達史は地球発生学

である.

斯様に地史学では史実を綜観するのであるから，

史実はあくまで真実でなければならないが，所謂精

密科学に珍いて求められる精度に相当するのは綜合

科学では確度であって，綜合に必要かつ充分な正確
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さを持った事実から綜合された知識は真実である.

それ故地史学では物理学と同様に真実性で知識の価

値が判断されるが，物理学では自然を微視するのに

反して地史学では巨視しようとしている.その意味

で物理学の精密性に対するものは地史学の綜合性

(synthesis) である.

史実から個々の具体的な事象，即ち史的個体を綜

合把握するのは地史学上の重要な作業である.学史

の浅い地史研究はこの種の段階にある.然し地史学

には更に高次の研究課題がある.地史学は非実験的

な史学ではあるが，しかし地球を実験室として地質

時代という長い時間を通して生起流転した生物界・

無生物界の現象は地史的にのみ認識し得る.然も其

の事象は文化史と異なり，自然の理法という斉一性

を以って一貫している.歴史は繰り返さない.即ち

時処を異にして生起した個々の事象は一回限りであ

るが，この事象には類型があるから事象の類型を比

較すると，共通性と時処性とが分析される.

共通性や時処性は帰納の原理 (MiII's five canons 

of induction) に基いて地史的事象の加減法によっ

て抽出される.造山輪廻には地殻変動の類型から抽

出された共通性がある.時処性も亦決して単純な個別

性ではない.非可逆的な生物の進化は時間的流転から

比較抽出されたのである.又剛塊と地向斜の対立は空

間的，即ち地理的比較から抽出された.地史を一貫

した地殻の構成や其の変化を支配する史的因果律，

それ等は地史的の世界像 (WorId Stature) を形成す

る根源であり，地史学究極の目的でもある.地史学

的世界像は決して地質学・古生物学のみに依って創

成され得るものでなく，あらゆる自然科学の綜合に

依って初めて成就するのであって，地史学とは精密

科学の極致といわれる物理学と対立する綜合科学の

他の頂点にある.地史学が一見個別記述の学の知く

見えるのは学史の若さから止むを得ないが，決して

個別記述に停まらず，法則定立 (nomothetic) へと進

歩しつつある.又，現世界は現在の地史的断面でそ

の法則化はやがては地史学を過去の学聞から未来を

予告する学へ発展するであろう.

地史的世界像は未だ創造の初歩的段階にあるが，

其の世界像中に妙ける時間・空間・場の概念とは如

何なるものであるか，地史学と物理・化学や文化科

学との関係や抑々如何にして地史を認識しているの

であるかなど，地史学の外に立って地史学を見る時

には其処に地史の哲学があり， r地史哲学」は地史学

者と哲学者との考究すべき重要問題である.

純理の地史と人生との関係を見ると，地史は地学
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的興味の中核で科学教育上極めて重要である.又，

地質学的と古生物学的の研究方法が地史を究明する

主な研究法であるから，地史学は地質学者と古生物

学者の協力に依って建設されて来たが，地史学は独

自の綜合科学である.

大地に育まれ，大地に帰る人間にとって，大地の

生い立ちは大切な教養であり，郷土成立の歴史は郷

土自然の利用上で最も本質的な環境の知識である.

教養の地史学はしかし純理の地史学よりも広いも

ので，この立場から見ると地史的関心は古代の神

話・伝説・口碑をも啓蒙しなければならないが，一

方では古代人の自然観，他方では児童の自然感とも

関係がある.地史学史は原始時代に端を発すると同

時に人生にとっても地史学の問題である.学校教育

や社会教育上の地史学は多辺的な知識として魅力の

あるものでなければならない.其処には教育面から

見た技術化が要請される.知的欲求を満たすのみで

なく，人生の至福を増進する地史学である為には地

下資源の生成は勿論，地形，地質の発達と生活との

関連に特別の考慮、が払われねばならない.かくして

地史学は社会科学教育の重要な基礎的環境学となる

のである.

3. 地質時代と生物界の変遷

洋の東西を問わず古代人も大地に関する若干の知

識を持っていた.文動植物と同様鉱物や化石は薬石

乃至有用鉱物の利用上で注目され，地学知識は主に

実用的であった.他の自然科学と同様に地質学も文

芸復興期の頃からヨーロッパに勃興して加速的に発

達して来た. Leonardo da Vinci (1 451 ・ 1519) が化石

の由来を論証したのは此の揺藍期の逸事である.イ

タリア北部の Padua で解剖学教授をしていたデン

マーク人の Nikolaus Steno は 1669年に地層が堆積

累重する事と其の地殻運動で傾斜している事に注目

した.次いで1756年にJ. G. Lehmann (一 1767) は層

位学 (Stratigraphy) を命名し，無化石の岩類を原始

的 (primitive)，含化石層を二次的 (secondary) と称

し，続いて 1759年に Giovanni Arduino (1713-95) は

更に新しい化石を含む第三次 (tertiary) の地層と火

山岩を識別した. J. A. de Luc (1 727・ 1817) が斯学を

地質学 (Geology) と称したのは1778年であった.

18世紀末から 19世紀の初期には Freiburg の鉱山

学教授， A. G. Werner (1 749・ 1817) の主導する水成

論者 (Neptunists) と James Hutton (1726・ 1797) を

首班とする火成論者 (Vulcanists，或は Plutonists)

とが論争の火花を飛ばしていた.ウエルナーは始
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原・選移・成層・堆積の 4 岩系 (Urgebirge， ﾜberganｭ

gsgebirge , Flötzgebirge, Aufgeschw舂ute 

Gebirge) と火山岩とを識別した.これら新旧の 4 岩

系はほぼ先寒武紀・古生代・中生代・新生代の 4 層

群に相当している.然し未だ地層の対比に化石を利

用する事には気付かなかったので，ニ畳紀の赤底統

(Rotliegendes) を泥盆紀の旧赤砂岩統 (Old Red 

Sandstone) と，また三畳紀の殻灰統 (Muschelkalk)

を保羅紀のライヤス石灰岩層と同時代として怪しま

なかった.

スウェーデンの博物学者 Carl Linnaeus (1707・78)

は結品形で鉱物を類別した最初の人であるが，其著

Systema Naturae (初版1735) の第10版 (1758-59) に

よって生物の分類と二名法 (binominal nomenclaｭ

ture) が確ヰした.又，地質調査の開祖 J. E, Guettard 

(1715・ 1786) はフランスの岩石・鉱物の分布図を作り
(1751) , 1780年に Monnet は詳しい地図を作った.

Abb� Giraud de Sonlavie (1752-1813) は南フランス

の Launguedoc で違った時代の地層が特有の化石

を含んでいる事を確かめたが，其著書が難読で広く

認められなかった.これと前後して英国では土木技

師であった William Smith (1 769-1839) は 1815年に

Geological Map of England and Wales with Part 

of Scotland を，そして 1816-19年に Strata identｭ

ified by Organized Fossils 4 巻を著して， ["地層の

重畳と化石に依る地層同定」という層位学の基本方

則を確立した.

此頃フランスではJ. B. de Lamarck (1 744・ 1829)

が大著無脊椎動物 (Animaux san Vertébres) を公

にし，又その頃まで fossil は「地中から掘出したも

のJ の意味に用いられていたが，之を化石 (organi

zed fossil)に限定した. G. Cuvier (1769-1832) は脊

椎動物を比較研究し， Alexander Brongniart (1770・

1847) と共にパリ盆地を調査し其層序と化石から地

史を明らかにした.其著地球変革説 (Discours sur 

les R騅olutions de la Sllrface du Globe) 中に天変

地異ごとに古い生物は全滅し，新生物が出現したと

説いたので彼は地変論者 (Catastrophist) と呼ばれ

た.之に反しラマクは動物哲学 (Philosophie zooloｭ

giqlle, 1809) 中に用不用の説を解き，其後約50年し

て Ch. Darwin とA. R. Wallace とが自然陶汰説を

発表し，翌年，種の起源 (Origin of SpeCÌes) が出て

進化論が当時の学界・思想界・宗教界に物議を醸し

た.

ダーウィンが Beagl 号で航海に出る頃に出版さ

れ多大の影響を与えた Ch. Lyell (1797・ 1875) の「地
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質学の原理J (Principles of Geology) は天変地異説

を一掃し， r現在は過去の鍵である」という斉一説

(U niformitalianism) を確立した名著であるが，氏

は第三紀を軟体動物の百分率法に依って始新・中新

・鮮新等の諸世に識別した.

前世紀の前半には欧州|で白亜紀から寒武紀までの

諸紀の地層が相次いで識別され，スミスの甥に当る

J ohn Phillip は之を古生・中生・新生の 3 者に統括

した.其後半に北米で先寒武系の上下二段が大別さ

れ， 1900年にパリで開催された寓園地質学会議で地

質系統と地質時代の区分単位が下記の如く決定した.

地質系統 地質時代

界. Group, Grouppe (独) era， λra (独)

系. System, Formation (独) , period, Periode(独)

terrain (仏)

統. Series, Ahteilung (独)， epoch, Epoche (独)

S駻ie (仏)

階. Stage, Stuffe (独)， age, Alter (独)

騁age (仏)

かくして地層と化石の研究は地質系統と，進化論を確

立した.北米で石炭紀を Mississippian ， Pennsylvaｭ

nian の 2 亜系に分っているのと， A. von Morlot が

1854年に提唱した第四紀，之は「紀」としては省略す

可きものかも知れないが，今やこの大区分は一般化し

ている. 1911年に E. O. Ulrich は旧古生界を Cam

brian , Ozarkian, Canadian, Ordovician の 4 系に分

ける事を提唱したが， 1933年の蔦園地質学会議で討

議の結果本来の 2 系区分が再確認された.又二畳石

炭両系の境界問題も亦1937年の高園地質学会議で略

ぽ解消した.

地質時代は生物界の変遷に基く生代区分で，前の

時代に栄えた生物の滅亡や前から引続いて生存する

生物の隆盛や，新たなる生物の出現等によって新旧

の時代の境が区分されている.この様に生物界の変

遷史上には漸変と急変とがあり，夫々を進化(狭義)

と「革命」と呼ぶならば，寒武紀以降に多産する海棲

動物界の革命を基準として区分したのが生代区分であ

る.しかし陸生植物界の革命期は生代区分と一致せず，

中・古植物代の境は二畳紀中頃にあり，新・中植物

代の境は白E紀中頃にある.生代区分を可能ならし

める生物界の革命が世界的規模で起った原因は地史

学上の重要な研究課題であるが，兎も角過去の生物

界には大・小の革命があったからそれに依って地質

時代を大別細分されている.

地層細分の最小単位を帯 (zone) と呼び， S. Buckｭ

man(1893) の所謂「帯」の堆積期間を帯時 (hemera) と
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して分ける作業を分帯 (zoning) と呼ぶ.帯は化石に

よる精密な分層対比，即ち地層の同時性を認定し得

る極限である. A.Oppel は南ドイツ Swabia の保羅

系中に上下の地層から産出せず其聞の地層に限って

産出する化石の存在を知り，此様な化石を特徴とす

る地層を「帯」と名付けた.指準化石(leadingfossil) 

とは特定の層準に限って分布する化石である.化石

帯には指時者となる種又は属に依って定義された種

帯 (Artenzone) や属帯 (Gattungszone) があり，こ

の種属には出現・繁栄・滅亡の三過程がある.地質

時代には種々の種属の栄枯盛衰が繰り返されていた.

繁栄種属でも分帯される数種の興亡や数種属の動物

を特徴とする帯を動物群帯 (Faunen-zone) と呼ぶ.

分帯作業に依って地質時代は細分されるが，化石

に依る地質時代区分は要するに生物進化の非可逆性

に基く時代区分で，区分した期間の年数は決まらな

い.年数としての地層の古さを知ろうとする欲求は

古く前世紀以来多くの学者が堆積速度や風化速度や

海水塩分の濃化などから推算が試みられたが正確な

結果は得られなかった.放射能元素の研究は地質年

数学上に新正面を聞いた.放射性同位体は四国の状

態に左右されずに一定の速度で分裂するから，之を

利用して放射能鉱物の年数の推算が可能である.し

かし地層の年令は直接には推定し得ないので，放射

能鉱物を生じた火成活動の時代を地層区分と関係付

ける時間には若干の不確実性がある.それ故紀の地

層の厚さと岩相などを考慮、して推定した代の年数か

ら紀の年数が推定されている.世・期の年数の推算

は更に難しい.

紀の年数を帯の数で割った平均値，即ち帯時

(zone Time) は概念的な細分の極致であって各紀の

時間単位の極限に対する概念を与えている.優れた

指準化石のある奥陶紀の世界帯時は約百万年で，最

長の紀である寒武紀の欧米帯時は約 3 百万年であり，

分帯の進んでいる欧州、|の保羅紀や白亜紀の帯時は約

0.3百万年である.それ故，概念的に帯時約百万年が

化石を時計とする地質時代の瞬間概念を与えている.

百万年を I 年と比べると， 1 耗と 1 粁程の違いがあ

り，其差は零と無限大程の違いでもあるから百万年

を地史的瞬間とする.即ちこの時の度盛で地史的現

象は静止す.従って「現在は過去の鍵である」とい

うのは誤ではないが，その現在の観察に百分のー

の誤差があり，それが一定方向に増加すると地史学

上ではこの誤差が百万倍となって現われるのである.

生代区分中で最後の紀である第三紀には馬や象な

ど進化のよく判っている高等動物類がいたので，そ
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の進化速度が一定であると仮定し，解剖学的進化量

を世や期に絞分する.文第四紀には地球上に広く氷

河が拡がった.現在湖底に堆積している氷河末端の

粘土を見ると解氷期の淡色組粒物質と結氷期の暗色

細粒物質とが交互して氷縞を生じている.従って此

灰白一対を年輪と考え氷縞から第四紀の年数が推算

され，数十万年乃至百万年となっている.其長さは

1 帯時にほぼ相当する.

他の紀に比較すると第四紀は未完成の紀で未だ非

常に短かい期間で，第三・第四両紀聞には他の紀と

の聞に見る著しい生物界の変遷が起っていない.人

聞を中心に考えると人類の誕生は確かに大事件で，

Le Conte はかつて第四紀を心理生代 (Phychozoic

era) と呼んだが，之を生物界から見ると人類一科が

出現したのは約300万年前で，地球の歴史から見て第

四紀は第三紀以前の紀と比較にならない短かい紀で

ある.現生人類が現われて石器時代の文化は発達し，

青銅時代を経て鉄器時代に進んだ.最古の文献的史

料はスメール (Sumer) 文化で5000~5500年前と推

算されている.その末端の歴史時代中に年数の刻み

が細かくなって今日に及んでいる.それ故若し，地

史学上の現世 (Recent) 或いは沖積期も間氷河期

とすれば，沖積期前に洪積期があり，第四紀の前に

第三紀があるのでなく，時の長さでは第四紀は第三

紀末の l 帯時で，此の洪積帯時を氷河の伸縮で区別

した最近の間氷河期が沖積期で，沖積期中に歴史時

代，其内に近世があり，今日が其内にあるのである.

地球の年齢は40数億年といわれているが，そのう

ちの約 3 分の 2 の30億年として，地球が正月元旦に

誕生したとすると， 3 千年の歴史は大晦日の夜の 11

時59分30秒から始まり，人生50年は1/2秒に過ぎな

い.そのはかない人聞が前世紀に地質系統を組立て

てから約半世紀聞に20億年の地史を明らかにしたの

は誠に偉大な業蹟である.地史には理論仮説の時代

と実証可能の時代とあるが，実証可能な地質時代で

も化石の存否で地史の精度に格段の相異がある.そ

して人類の時代は更に詳しい地史の編まれている顕

生累代全体から見ると最後の瞬間に過ぎないが，こ

のうちに人類の発展に伴い文化が発達した.そして

文化史は此の洪積帯時中最後の一瞬である.これを

時の構造から見ると，隠生永代は顕生累代の外延に

あるが，文化史は地史中に内包されている.地球も

亦，天体の一員であるが理論仮説の時代には時尺が

なく，天文学上では，光が0.946702X 1013 km を伝わ

る時間を 1 光年と呼び，距離と時聞が運動に統ーさ

れている.時の概念から見ると，此の広大無辺の数
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物の世界と人間を中心とした文化史の世界とは地史

的世界像中に結ぼれていてその聞には次の様な関係

がある.

自然史

宇宙史(自然史)

(理論仮説の時代
実証可能の時代(地質時代)

(隠生累史
顕生詳史(代・紀・世・期・帯時)

洪積史(氷期・問氷期)

沖積史

(文化史)

4. 地史学の目的と研究方法

地史学ともは地球と其上に生存する生物の史的発展

を総合把握した知的体系である.

生命の起源，水陸の分化，地殻の起源，地球の起

源等は地史前史中の重要問題で地史全体は到底地質

学のみでは解決し得ない.前史では概ろ生物化学・

地球化学・地球物理学・天文学等が重要で，その.多

辺的な考察から諸問題を最もよく解釈する所説が優

れた「理論仮説」として認められる.実証の地史で

も亦，仮説をもうけるが，その当否は事実で実証さ

る可き「作業仮説J である.

地史の主体をなす実証の地史は多辺的総合研究の

産物で，諸研究中の主体は地質学と古生物学である.

地形発達史は地形学上の重要な分野で，洪積詳史が

その重要部分であるが，地形史の出発点となる最古

の平坦面中で第三紀以前程古いのは稀である.現生

の生物の変化は栽培，飼育で遺伝や変異は判明する

が，これは地史的時間すなわち帯時百万年の概念か

らすれば，瞬間中の瞬間の実験的微変異で，人工で

は未だ「品種」が生成し得るに過ぎない.数千年に

及ぷ飼育・耕作でも家畜・作物中に生物学的の新種

は生成し難い.新生代の百分率から見て軟体動物中

で種的生命が十万年位のものは少ない.しかし，三

味線貝は既に奥陶紀に，貝蝦類は志留紀末に出現し

た.従って其の生命は数億年に及ぶ.此の寿命判定

の基礎となる種属の概念は現生生物学と古生物学と

で等しくない.古生物学的種属間進化・生物界の変

遷は地史古生物学的にのみ認め得るのである.此の

地質時代の大変化と現生生物学上の小変化・即ち進

化と小進化との聞には格段の相異がある.地質現象

でも今日の火山の噴火と地史中の火山活動とはこれ

に類する相異があり，地史的過去の地震現象は身を

もって感知し得ない.
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地史学上の自然現象は専ら現代人の経験した自然

現象が帯時百万年の概念を以って積分されたもので，

其の意義を異にする過去と現在の現象の相関性を検

討する可く特に洪積史が重要である.

地史研究の基礎となる地質調査は，野外調査と室

内作業に大別され，自然の露頭観察を初めトレンチ

を掘り，ポーリングを降し或いは物理的・化学的な

どの諸探査法を用いている.又化石・岩石等の発掘や

採集方法にも種々工夫されている.その資料は加工

され，偏光顕微鏡や双眼顕微鏡，電子顕微鏡など

で観察され，或いは溶かし，或いは砕いて化学分析

や物理的試験が行われる.地質調査の技術は進歩し

でも要するに肉眼文は道具を用いて観察した事実の

蒐集する，その集まった事実は整頓され編纂される.

地質図は線的観察から面的に編纂をするのに批判と

解釈が必要である.本来地質図は観察された事実か

ら地質図学で整頓された類衆的な表現である.其意

味で化石・地層・岩類の記述は文化史上の史科学

(Quellenkunde) に相当し，地史を綜合する素材であ

る.

層序は新旧の史的事実を整頓する基礎で，層位学

は地史学の基礎でこれに古生物学・岩石学などの事

実を加えて批判解釈綜合されたものが地史である.

「現在は過去の鍵である」如く，現在の知識が此の批

判，解釈の基礎となる.然し，現在を過去の鍵とす

る場合其の現在の世界が氷河期後の特殊の世界であ

る事，吾人の体験が地質時代から見れば瞬間中の瞬

間のものである事は絶えず留意すべきである.これ

に留意して静的な地質古生物学的事実から過去を還

元する時は，地形発達史は第三紀を限度とし，古地

理論は一般に地形発達史的地貌論と著しく趣を異に

している.

古地理論 (Palaeog巴ography) は地質時代中の或

期間中の或る地方又は世界の地理的状態を復原する

学問で，その基礎的資料は地層で，その批判解釈の

基礎は堆積論である.現世界には陸上に比べれば水

界は著しく暗黒である.海底地形は水深測量の点的

或いは線的事実から総合され，海底地質は点的な底

質に基づき之を地層と比較すれば極めて薄い.現在

の堆積論の特色は底質の採集地点の位置や水況を正

確に知り得る点にある.これに反して地層では面的

の拡がりと其の累重とが見られる.夫故，現在が過

去の鍵であると同時に過去は又現在の鍵となり，堆

積論と層位学は相互に扶助して堆積と成層の現象を

明らかにして来た. これに基つ事いて現在と過去の堆

積区の地理が復原される.地層が陸成相か海成相か，
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又浅海相か深海相かを判断する.深海成層は新生界

では分布が限られ，古生代の深海相は殆んど全く見

い出されていない.インドネシアの深海層でも陸源

物質を伴っている.将して古い時代には深海は存在

しなかったのであろうか.かつては海洋恒久説 (Per・

manency of Ocean) が風醸した.昨今では陸塊の流

動説が流行している.浅海成層は多量の陸源物質を

含み，供給源地を反映している.重鉱物や磯岩の礁

の組成，磯中の化石などから其の供給源地の地質が，

又際の大きさや円磨度から運搬営力や地形が推測さ

れる.古地理論では侵触区の古地理が堆積区から想

定されているのである.

海水氾濫期の沿海堆積物は海退期に先づ陸化し削

除されるので残存し難いが，浅海相では何れが陸側

にあるかの判断が容易でない.海成・非海成両相の

差し違えた半海成層も少なくない.従って古地理論

上の海岸線の街f皇線は現在の潮間帯に対応する.現

在の生物地理学に対して生物古地理学がある.ゴン

ドワナ大陸は過去の陸生植物や陸棲動物の分布から

見て否定し難い.現在でもパイカル湖や裏海の動物

は海棲のものに類似する.之に反し陸続きであるの

に略舵科の分布は不連続的である.海は続いている.

殊に新第三紀には太平洋と大西洋が中米の峡地で繋

がった時期もあった.然しカプトガニはアジア東岸

と北米東岸とにしか分布していない.生物の撒布・

移動に問題があると同時に生物分布の不連続性にも

亦問題がある.世界的に分布する陸生動物が疑問で

あると同様に，両極の海棲動物の類似性も問題であ

る.現生生物の分布や由来が古地理論的考察なしに

説明し難いように，過去の生物区も亦現生生物の分

布学や生態学の知識なしには解釈し難い.

古地理図には水陸の分布が表現されているが，其

時代の景観は示されていない.過去の森林がどの様

であったか.絶滅動物はどのような生活をしていた

か.化石景観 (Fossil-landschaft) と生活描写(Lebens

bilder) がこのような疑問に対する解答である.それ

故に化石景観論は過去の生態学，場の地史学で，古

地理論と合して過去の世界観を把握する重要な学問

である.

近い地質時代の気候の解明には，乾燥地形や氷蝕

地形が重要な手懸りである.更に近い過去には文化

史や考古学などの事実を参照し得る.然し遠い地質

時代の古気候論 (Palaeoclimatology) は古山岳論

(Palaeorography)，古水系論 (Palaeohydrography)

と同様に氷縞粘土・漂際・年輪・珊瑚礁などの地層

や化石から推察し得るに過ぎない.
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地質構造発達史は地史学上の重要な考究分野で，

地方地質誌中から其の地方地質の生成史が解明され，

それらは接合して地質区に再分され，その結果構造

単位の発達史が分明した.また地殻変動に造陸運動

と造山運動が識別され，地質区に剛塊と地向斜の対

立するのが判明した.造山運動で地向斜が摺曲山脈

になり，造山運動や造陸運動に伴う火成活動の夫々

特性も判って来た.造山輪廻 (cycle of orogeny) と

は地向斜が造山帯となるまでの一連の地殻変動で，

輪廻は発展の段階即ち時階 (phase) に分別される.

此様にして把握された個々の造山輪廻，或いは或

時代の古地理などは夫々が史的個体で，個体把握に

必要な事実を選択し，批判解釈して総合把握される.

歴史は過去に生起した (Geschehen)出来事の記述であ

るが，日常の破事は何如に精密正確に記録しでも之

を歴史とは呼ばない.地史でも単なる浸蝕准積の現

象，火山噴火ではなく，夫等が集合累積した一連の

地史的な出来事 (historical event) として取りあげ

られて地史を形成する.其の個々即ち具体的な史的

個体の把握は精密・正確が尊ばれる.

之等の史的個体は造山運動と造陸運動，生物界の

進化と革命の如き対立の概念に依って類別される.

この対立概念は一般にA対非Aの知く互いに他を排

除する対立，換言すれば両者聞に矛盾律の成立する

様な対立ではなし実的反対立 (real opposition) で

ある.例えば生物界の革命には大小があり，其の負

量が抽象的消極面にある.生物の進化にも急変から

漸変へのあらゆる段階がある.造山・造陸の両地殻

運動の聞にも種々の中間型がある.堆積と浸蝕でも

其の聞に非堆積 (nondeposition) と呼ぶ中間型があ

る.その意味で典型的な造陸運動，或いは造山運動

も其の具体的実例 (Ding) は造陸又は造山の地殻運動

の抽象概念 (etwas) に最も近いものであるに過ぎな

い.此様な対立概念で類別された史的個体の比較か

ら色々の共通性が抽出される.造山輪廻，火成活動

或いは進化論上の生物大化其他の方則は此様な比較

に依って抽出された史的因果律で，実験によって定

立した物理的因果律と異なり，其の必然性は実験に

よって実証されてはいないが，其蓋然率は比較され

た実例の数を増すにつれて無限に大きくなる.

之を要するに生物の系統論や構造発達史などは史

実の類衆から種族的又は地域的や時間的の史実連鎖

から綜合された史的個体であり，古地理論・古気候

論などは地史的断面上で史実の空間的相互関係から
把握された史的個体である.之等の史的個体を綜合

把握する場合，文化史の史料隠滅と同様に地史でも

4,5 

亦資料が既に削除消滅していたり，或いは未発見で

史実の連鎖中に大小多数の欠陥がある.

然し地史学上の事実は時処の決まった史実で遊離
していないので，地史全体，即ち史体中の史点で，

各史点には之を包む負の世界がある.夫故負の世界

が判明すれば自ら其内にある可き史点も亦判明する.

それと同時に史的発展には類型があり，同一類型の

史的個体相互の比較から，此の史実の欠鎖 (missing

link) を補い得る.

既述の如く，史的個体には古地理論・古気候論な

どの空間的なものと進化論・系統論・造構史・造形

史などの時間的なものとある.前者では新旧の比

較から世界観の特色が，後者にも諸類型の比較か

らは史的因果律が求められる.この両者を綜合する

と対立する大地質区・地殻変動・海陸生物界の変遷

やその交互性或いは其の周期性が吟味され法則性が

見い出される.之を地質時代を通して見た時には地

殻はどの様な方向に変化しつつあるのかが更に高次

の重要問題である.

これを要するに綜合的考察には高次と低次があり，

夫々の単位の史的個体がある.史的個体自身は現世

界に実在する静的資料に基づく史的存在から組み立

てられた史的記述に基づき発生発展の概念(Entwi

ckelungsbegriff) で把えられた史的因果律も亦発生

論的な法則である.そして造山運動や生物進化など

の機巧論的解釈には物理，化学や生物学的知識が施

されるが，地史と矛盾していてはならない.それと

同様に地質古生物学的知識に基づいて降された結論

も亦，物理化学，或いは生物学の理法と矛盾しでは

ならない

之を要するに地史学は未だ学史の浅い学問で，其

の内でも欧米などの早くから地史の研究されていた処

では地質調査が従って地史綜合も進んでいる.之に反

して極地・奥地・僻地など殆んど未知に近い世界が

残っている.従って一方では綜合が可能であるが，

他方でほ未だ地方地質の記述的作業を必要とする処

が広く残っている.それ故高次の綜合は将来の研究

に倹つ可き分野の極めて多い興味深い学問である.

5. むすび:学校教育と地史学

地史に対して多大の関心を持っているのは大人の

みではない.特に恐竜などに対する青少年の興味は

大人に劣らない.夫れ故過去の世界にかかわるテレ

ビは老若男女を問わず之を観賞し，愛好している.

そして夫れが基になって郷里の自然を探究し初めて

地学へ入門して来た学徒も少くない.郷土の地学は
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将さに郷土知識の礎石であって，狭い国土に安住の

郷土を求める国民にとって地学は貴重なー礎石に外

ならない.その地学知識のうちで地球の生い立ち

の記の大切なことはいうまでもないが，その歴史が

すなわち「地史J である.

その地史を知るために化石は極めて重要な意義を

持っていることは，地史学書の殆んど全部を占めて

いる化石の多産する顕生時代は地質時代の中で隠生

時代に比べると 5 分の l に満たない短期間であるにも

拘らず，地史の99%以上を占めているのである.之は

化石が指時・指相の両面で地史の解明上に知何に重要

な意義があるかを如実に示しているのであるが，化

石の知識すなわち「古生物学」は夫れ自身人々の多
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大の興味を集めているのである.夫故私は地学教育

を受持つ先生等が単に現在出来上っている化石と地

史に就いての知識を持ってるだけでなく， r地史学と

は何ぞや」という事を先生が正しく理解しているこ

とが甚だ重要であると考えている.

内外共に「地史学J とか「古生物学J とかの専門

書物でもそのような問題について詳しく述べている

ものが殆んどない.夫れ故私は地質時代と生物界の

変遷とその歴史を対象とする地史学の意義と研究方

法に就いての所見を本誌に登載して，広く古生物学

や地史学に輿味を持つ人々，その研究者や教育者の

参考に興するために私としての両学の解説を試みた

のである.
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The biogeography of Asia in the Palaeozoic Era 

Teiichi Kobayashi・

先寒武紀は隠生 (Cryptozoic) 時代と呼ばれている

通り，地質時代の大半を占めているにも拘らず当時

の生物界に就いて知るところは極めて少ないのであ

るが，大型化石はその終末期に至って突発的に南米

を除く諸大陸に出現した.そのうちでも南濠洲の

Ediacara 生物群には海綿その他の種々の化石が含

まれている.その類縁のある化石が北シペリヤから

中国を経て濠洲まで広く西太平洋側で発見されてい

る.

寒武紀前期に出現して二畳紀後期に滅亡する三葉

虫は古生代生物界中で極めて重要な化石であるが，

寒武前期には少節類 (Miomera) や多節三葉虫の

Redlichida , Corynexochida, Ptychoparida などの

祖先が揃って出現していた.それのみならず当時既

に Redlichia と Olenellus の 2 三葉虫区が分かれて

いた.すなわちレドリキア区は地中海地方から所謂

ゴンドワナ大陸を北東側から抱いて南極に達してい

て，オレネラス区が残余の広域を占めていた4 ここ

では詳しくは述べないが現在ではレドリキア区は三

葉虫に基づいて Lena-Sayan (1)，黄河(2 )と楊子江

(3 )，地中海，イラン南部の Zagros (4) ，ヒマラヤ

( 5 )および濠洲( 6 )，南極 (7 )の諸三葉虫区が識別

される.

ヨーロッパでは寒武系は Olenellian， Paradoxidi・

an , Olenidian の 3 統に区分され，この 3 統区分は北

米東部の Acadia にも大体当てはまる.アジア大陸

では Paradoxides がシリア境に近いトルコや蒙古西

部で，また Paradoxides 系統の Cenlropleura が北氷

洋上の Bennett 島で発見されている.東亜の寒武中

後期三葉虫はしかし欧洲乃至大西洋のフォーナより

も北米のものに近縁で，寒武中期の Annamitia，

Tonkinella, Hundwarella などは雲南・トンキン境
からカシミルまでテチス海を西進していた(小林，

1987b). 

東亜の上部寒武系は箇山・長山・鳳山の 3 統に分

.東京都渋谷区代々木 5 -50-18 

けられる.そしてその前期フォーナでは豊富な Da

mesellidae が特色で，ダメゼラ区の西端ではイラン

北部で Drepanura (5pinonura) を伴っている. Daｭ

mesellidae は濠洲や中固など太平洋西側では寒武中

期末近くに先駆者が現れているが，長山期前に全滅

した.そして Prochuangia， Maladioidella その他の

長山期の諸属が最近イペリア半島で，また鳳山期の

属としては Pagodia ， Wuhuia, 5.仰kia などが西方で

はイランで見出された (Kushan ， 1973; Wittke, 

1984). 東亜の長山・鳳山両フォーナは北米のもの

と近縁である事が近年のアラスカに珍ける Iωayas.

pis, Briscoia, Hedinaspis 等の発見によって確証さ

れた (Palmer， 1968). 遼東半島頚部の鳳山統産の

Plectronoc官as liaolungense は頭足類の祖先として

注目を惹いた.南満洲では奥陶系最下部の湾々統中

にはその後継者と思われる ellesmereocerids が多

産した.近年中国では楊子江下流地域で鳳山統中に

寒武紀後期の多種多様の頭足類が発見された.南満

洲では湾々統の上に臥龍統があって manchuroceriｭ

ds を，その上の豆房統には actinocerids を多産し，

豆房統下部に Polydesmia が含まれている.南満洲・

朝鮮および中国北部を含む一円の所謂 Sino

Korean massif 上の奥閥系には上記の 3 統が広く分

布していて黄河盆地と呼ばれ，秦本・京城 (Seoul) 線

を以ってその南側の楊子江盆地と境し，この境界線

はヨーロッパのカレドニア隆起帯に比べられた.ス

コットランドの Durness 石灰岩に Piloceras その他

を産出する.スエーデンではそれよりも少し若い

Orthocerenkalk がある.そして中期奥陶紀後期に

なって actinocerids がカレドニアの障壁を越えて

パルチック海東側のエストニアまで侵入した.楊子

江中下流地域には奥陶紀中期の 5inocer.ω が広く分

布しているが，これは広義の直角石で細い体管が中

央を貫通し，周囲の空室内には堆積物がなく，中国

中南部の公海を泳ぎまわる事が出来たであろう.こ

れに反して黄河盆地にこれと前後して生息していた

珠角類の Armenoceras や Polydesm危などでは太
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い体管が腹側にあり，体管のみならず空室にも石灰

分が堆積していて到底遊泳可能とは考えられないの

で，黄河湾の海底を旬旬していたに相違ない.臥龍

統中の Manchuroceras や Coreanocer，ω も殻が重く

丈夫に出来ていて海底を旬旬していたであろう(小

林， 1987a}. 

中国朝鮮地塊は奥問紀後期から石炭紀中期まで陸

化していた.寒武奥陶両系からなる朝鮮系上に平行状

不整合に石炭紀後期乃至三畳紀の平安系が被い，その

基底に風化土層の見られるところもある.この地塊東

部では太子河流域を東西に並ぶ盆地列に上記の両系

がある.その南に遼東・平北の地塊があり蓋馬高原

に延びている.朝鮮半島ではその南に平南小地向斜

帯がある.半島中部には京幾地塊があり，その南東

側を沃川小地向斜が北東一南西に斜走し，更にその

東南側に嶺南地塊がある.そしてこの山塊は東支那

海を横切って楊子江下流の南側，すなわち福建省に

達していた.

平壌南方の兼二浦地方では平南地区中である平安

系，朝鮮系および原生代の祥原系が複雑な補曲衝上

構造を形成しており，その上を著しい不整合関係を

以って古期中生代の大同統が被っている.そしてそ

の基底に兼二浦石灰岩礁岩がありその磯中には種々

の時代の石灰岩があり，平南地区中には存在しない
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志留紀化石を含む石灰岩礁岩がこの様岩中に混在し

ている.それのみならず沃川摺曲帯の東北部に拡が

る江原道石灰岩台地でも朝鮮・平安両系の聞に志留

紀前期の錐歯類を産する檎河里層のある事が近頃

判ってきた.日本海側から海水が一時侵入したらし

• 3
 

L
 
アジアではシベリア中部にアンガラ盾状地があり，

ベルコヤンスク山脈以東は摺曲山脈からなり，シベ

リア西部は新しい堆積物で被われた低地で，その彼

方にウラル山脈がある.盾状地の南側には蒙古地向

斜が東西に走っていてオホック海に達していて，ここ

には満蒙層群と称する古生代の各地層が広く分布し

ている.中国東北部では満州中北部に本層群がある.

南部はこれとは異なり朝鮮と同様に朝鮮・平安両系

聞に古生代中期の陸化時代を示す不整合が認められ

る.同様の層序は山東西部から山西以西まで追跡さ

れ，中国朝鮮地塊の拡がりを示している.前述の楊

子江盆地ではこれに反して古生代中期の地層もまた

堆積している.そしてその彼方に雲南西部からピル

マ東部や泰固から馬来半島に延びている摺曲山脈が

ある.そして泰・馬来国境沿いの島々中には寒武紀

後期の三葉虫群が発見されている.この山脈はアッ

サムでヒマラヤと対曲関係にある.逆に南下すると

インドネシアを経て日本列島に繋っていて，日本で

l 図二畳紀前期古地理図.点は陸地.
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も秩父地向斜が奥陶紀には既に存在していた事が

判ってきた.

アジア大陸を展望すると蒙古・ヒマラヤの両摺曲

山脈の聞にチベット高原があるが，その東側の中国

では東西性の山系中に高原や構造盆地からなる Or

iental Heterogen がある.この Heterogen の西方延

長はヒマラヤの北側を通過し，ウラ 1レ山脈の彼方で

はボへミヤやボーゲーゼンの山塊，フランスの中央

山塊などで示されている.その南側にアルプス山系

がそして地中海の北縁にアトラス山系があってゴン

ドワナ大陸の北部を縁どっている.これらの地中海

南北の山系は東方で上陸してイランの南北の山脈に

続いている.広義のテチス海は既に寒武紀から存在

していた.

志留泥盆両紀には先に述べたように中国・朝鮮地

塊が陸化していた.これに反して日本では東北日本

でもまた西南日本の内外両帯でも志留紀の化石が発

見されている.即ちアジア大陸の太平洋側を縁どっ

ている花線列島は志留紀には東南アジアへと繋って

いたのであって，飛騨山地の当時の三葉虫は満洲の

ものと近縁で蒙古地向斜の海と通じていたのであっ

た(小林， 1988a, b). しかしながらこの地向斜の海

域はその西方から後退して二畳・石炭紀には東部へ

と狭まり，二畳紀後期には満洲乃至沿海洲までが陸

地となり，僅かに樺太附近からパイカル湖の東側へ

古黒竜江湾が奥深く湾入していたに過ぎない(小林，

49 

1989). 

因みに東アジアの古生代古地理については下記の

拙論中に詳細に記述しであるので参照されたい.
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|書評|

大原隆・西田孝・木下肇(編) :地球の探究.

朝倉書店 1989年 7 月. 258 x 183mm. 3708円.

地学を専攻する大学学部学生を主な対象として書

かれた新しい教科書が現れた.編者の表現をそのま

ま引用すれば，この本は"地球とそれを取り巻く広

大な自然現象を，第一線の研究者にオムニパス形式

で紹介して"もらうべく企画され，"学術用語の羅列

とその記述は最小限にとどめ，地学現象の事例を具

体的に描き出すことを目的と"したという.執筆陣

は千葉大学を中心に他の大学や研究機関から参加し

た，天文，気象，地球物理，地質，古生物，岩石，

鉱物の諸分野にまたがる. 30~40代の働き盛りの研

究者21名である.本書は，なかなかユニークな仕立

てで，大学における地球科学関係分野の研究教育の

あり方について，いろいろと考えねばならぬ今日，

一つの進め方を示唆するものである.

索引を含め226ページになる本書の構成は，全体と

して 4 部に大区分され，それぞれは「宇宙のなかの

地球J. í地球の構成と変動J. í地球の構成物質と営

力J. í地球環境の変遷」と題されている.これらは

さらに 3 から 7 程度の章に分けられ，執筆者たちは

1 章ずつ分担している.もうすこし詳しく述べると，

第 1 部は宇宙・地球創成紀にかかわる部分で，宇宙

の元素の起源，星間物質，太陽系における物質進化

の各章で，天文学ないし宇宙鉱物学の立場から説か

れている.第 2 部では地球表層および内部を対象に，

プレートの運動，地震活動と地球内部，物理探査と

有用資源，地質構造活動論，地質構造の地域変化，

岩石の流動と変形小構造という章立てで，プレート

テクトニクスに基づく構造と運動論が展開されてい

る.第 3 部は構成単位としての鉱物の章で始まって，

火山活動，深成作用，広域変成岩と造山運動，粘土

鉱物と変質作用と続き，現代の岩石・鉱物学の諸相

が紹介されている.最後の第 4 部は，地球環境史，

恐竜の絶滅と K/T 境界の問題，地層とリズム，堆積

相解析，ゴンドワナと南極，沖積平野と人間生活，

気候変動と海洋の各章からなり，これまでの地史学，

層位・古生物学あるいは堆積学などの領域がここに

含められる.

今日のように間口の広がった地学の領域にくまな

く触れ，何がどこまで分かり，かつ何が当面の問題

かを説き明かすことは，極めて困難な状態になって

いる.その意味で，従来の地学の諸分野の進歩を背

景にしたこういうオムニパス方式による，課題の取

り上げ方は注目される.本書に目を通してみるとよ

く分かるが，必ずしも序章から順に読み進む必要は

ない.各章は現代地学における同じくらいの水準と

規模の課題を論じているわけではないが，それぞれ

一応完結しており，相互に独立したものとしても興

味深く読むことができる.ただ，ここで説かれてい

るような複雑で多面的な現象を通じて，地球を一つ

のシステムとして理解させようとするとき，それぞ

れの章の聞の関連性をつかみギすくする手引，たと

えば索引などにひと工夫がほしかった.また，特殊

な問題の解説は外国の教科書などに見受ける囲み欄

(box) や付録で扱うこともよいのではないかと思わ

れる.各章末尾などに掲載の参考書や引用文献の扱

いについては，分担執筆者間で不統ーな点がある.

問題に興味を持った読者の参考のために勧める真の

参考書と，引用文献とは別にするのが，教科書とし

ては適切であろう.改訂の行われる際には改良を期

待したい.

最近では社会問題化しつつあるように地球環境問

題に対する世間的関心が高まるにつけても，地球に

ついての基本的理解から地球生物としての人間の営

為までを有機的につなげて説く自然科学の教科書が

現れてよい時期である.地球化学的論題がまだ不足

しているとはいえ，本書はそのような方向に向かつ

て，一歩踏み出したものといえるかも知れない.関

心を抱かれる方面に勧めたい地学の教科書である.

(高柳洋吉)
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団
兵庫教育大学における

化石標本管理システムについて

竹村厚司*・山川千代美**・岩田英明*・畠中 誠*・徳山 明*

The management system of fo田il specimens 

in Geoscience Institute, Hyogo University of Teacher Education 

Atsushi Takemura* , Chiyomi Yamakawa** , Hideaki Iwata* , Makoto Hatanaka* and 

Akira Tokuyama申

はじめに

兵庫教育大学自然系地学教室には約400点の化石

標本が所蔵されている.その主なものは，学生教育

用化石標本類や，大学付近に分布する神戸層群から

産出した第三紀植物化石などであるが，この他，

Takeyama and Ozawa (1984) によって記載された

Prototaria primigena の Holotype など重要な標本

も含まれている.しかし，当教室では従来，これら

の標本を管理するシステムや台帳がなく，所在も明

確ではなかった.

そこで，当教室では，できるだけ簡便に化石標本

の管理を行うため，パーソナルコンビューターを用

いた標本管理システムを作成することにした.当初，

我々の考えたシステムの条件は次のようなもので

あった

1.作成者があまりコンピューターに詳しいとは

いえないため，できるだけ使用法の簡単なパーソナ

ルコンビューター及びアプリケーションソフトを利

用する.

2. 同上の理由から，および時間を節約するため

に，できる限り複雑なプログラミングなどはしない

ようにすること

3. データの入力はできるだけ簡単にでき，また

時間のかからないこと.

4. 標本ラベルの印刷が簡単にできること

5. 標本の所在がすぐにわかるようにすること

6. 完成した管理システムは，誰もが簡単に使う
ことができるものであること

-兵庫教育大学自然系地学教室
"滋賀県教育委員会事務局文化部文化援興課

7. 当教室の標本数はさほど多くないため，検索，

抽出などのデータペースとしての機能はさほど高く

なくてもよい(のではないか).例えば，色々な条件

を組み合わせて検索するというようなことは考えな

くてもよし>(であろう).

これらの条件を満たすものとして，我々はパーソ

ナルコンビューターとして Apple社の Macintc油を，

またソフトウェアとして昨年日本語版が発売された

ハイパーカード，および日本語版 Reports を採用し

て，化石標本管理システム(以下， HUTE システムと

呼ぶ)を作成した.このシステムはコンビューターに

あまりなじみのないものでも手軽に扱え，またラベ

ルの印刷が簡単にでき，データの入力も容易なこと

から，当教室のような小規模な標本管理システムと

しては極めて有用であると思われる.以下にその概

要を報告する.

使用機種及ぴソフトウェア

HUTE システムにおいて使用したコンピュー

ターは，米国 Apple 社製 Macintosh Plus である.

これは購入時には内部メモリが 1MB であったが，

その後ノfージョンアップを行ない，現在は 2MB，漢

字 Talk 2.0 による日本語システムを使用している.
このほか， Apple 社製 20MB ハードディスク，プリ

ンターとして Apple 社 Image Writer II，米国 Gen

eral Computer 社製 Business Laser Printer を使っ
ている(図 1) • 

Macintosh を採用した理由はその操作性にある.

Macintosh では，各ソフトウェアや作成したファイ

ルが画面上でアイコン(絵文字)で表されるため，

我々コンピューターにあまりなじみのないものでも



52 

合

f二・…ー一一~

合

FOSSILS 47 (1989) 

Keyboard Mouse 
合

Laser Printer 

図 1 H UTE システムの作成に利用したパーゾナ jレコンピュータ ー

~ ~ ~ 
HUTE FosslIs Supplernenl HUTE oeposlI。叩

図 2 H UTE システムのスタック似成.

(図 2 - 13は コン ビュータの画而l をプ
リ ントアウ トしたも の)

理解しやすい. また ， 基本操作(例えばファイルを聞

いたり ， 保存， 印刷したりする)をすべてマウスで行

うので， 非常に扱いやすし、(図 2) . 従来 Macintosh

にあった日本語入力の問題点は， 現在では漢字 Ta -

lk 2.0 (現時点ではノ fージョン6. 0) や数種の日本語フ

ロン 卜 エンドプロセッサーによって解決されている .

今回使用したソフトウェア， ハイ パーカードは数

多くの機能を待つが， 一言でいえばカ ー ドの束(これ

をスタックという)を作るアプリケー ションソフト

であるといえる . ハイノfーカードはグラフィックス

の機能を持っているので， それぞれのスタックもし

はカ ー ドは個人の好みでデザインできる . データ

を入力するフィ ールドは自由に設定でき ， 字数の制

限らない. さらに各.カ ー ド上(又はパックグラウンド

上 : ノ f ツクグラウンドとはいくつかのカードの共通

部分)に ， 様々な命令を実行するボタンを作ることが

できる . 各ボタンにはスクリプ卜 と呼ばれる命令を

I-Iyper Tal k という言語によって設定する . こ の命

令はそのボタンをマウスで 7 リック(画面上のポイ

ンタ 矢印又は指のマ ー ク : をマウスでボタンのと

ころへ移動し ， マウスのスイッチを押すこと)するこ

とにより実行される .

このようなハイパーカ ー ドの操作 は ほとんど が

(データやスクリプトの入力を除 き)マウスのみで行

えるため ， 従来コンピュ ー タ ーに触った こ とがない

人や，キーボー ドを全く知らなし>(タイプライタ ー む

打ったことがな l>) 人でも簡単に操作できる . ハイ

ノ f ー カードについては最近いくつかの解説書が出版

されているので， その詳細はそれらを参照されたい.

また，入力したハイパー カ ー ドのデータを色々な

形式でプリントアウトさせるため ， System So ft 社

より発売されている日本語版 Reports を利用して

いる(図14 ) .

標本管理シス テム

HUTE システムはハイパーカ ー ドのスタックと

して作製されている . これらは次の 4 つのスタック

からなる(図 2). 

r H UTE FossilsJ 

「 ト[ UTE Plant FossilsJ 

r J-I UTE Depository J 

r 1-1 UTE Fossils SupplementJ 

(1-1 UTE は I-! yogo University of Teacher Educｭ

ati on の略)

a r H U TE FossilsJ 及び D-IUTE Plant FossilsJ 

について

この 2 つのスタックは， 化石標本のデータを保管
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1重名 _~q.1:li塁里民 J!思酢事里一民巳巴R 一→

骨~~ ム1f怪物よ 4 さ i固とくさ 自 (Equ.!S E!l<õ!(e~.~_) ____________ _ 

時代 一第三紀一一 叩ー伺一一
産地長里民小野市小田上町

図 3 iHUTE Plant Foss il sJ スタックの
一枚目 のカー ド . カードはハイパー

カード 0) グラフィ y クスツーノレにより ，

自 由にデザインできる .

図 4 ハイパーカードのプリントメニュー.

マウスで画商 ヒ端のメ ニューパ か ら

引き止: "9- .

図 5 iHUTE Foss il s J スタックのパック
グラウ ン ド フ ィ ーノレ ド.

ISJ 6 iHUTE Fossil s J スタックのノ〈ツ ク
グラウン ドボタ ン
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するスタックで ある . 1 í伎のカ ード に l 個の標本を

登録する(図 3) . 個々のカ ー ドは標本ラベルとして

画面上にデザインされている . そこで ， ノ\イパ カー

ドの命令である ， カード プ リントやスタック プ リン

ト(図 4 )を実行すると ， 画面全体をそのまま印刷す

るので， これをそのまま標本ラベルとして利用でき

る .

図 5 に i H UTE Foss il sJ 及び i I-I UTE Plant 

Foss il s J の 2 つのスタック のパ ッ クグラウン ド(各

カ ー ドの共通部分)と ， データを記入するフィ ールド

(ノ f ックグラウンドフィールド : 各カ ー ドに共通の

フィ ールド)を示す. フィールドは上から順に ， 標本

番号， カードナンパー， 種名， 生物分類， 地質時代，

化石産地， 産出層準， 採集者， 保管場所及び備考と

なっており ， 各標本のデー タを各フィ ール ド にキ ー

ボードで入力する .

図 6 に このス タックのノ f ツクグラウ ン ドボタンを

示す. 図 6 の画面左端に上下に並ぶ四角(家のマー ク

や ， v i e\-v，ソートなどとあるもの)はノ f ツクグラウン

ドに設定されたボタンで， 全カ ー ド の表示 (v i巴w)

や ， カ ー ドの並べ変え(ソート) ， 検索(後述)等を行

う . また ， 図 6 のカード右上端にある「登録J

r Supp 1. J ， 及ひ下端の矢印はそれぞれがボタンに

なっている . 矢印のボタンはカードの移動に関する

もので， 前後や最初(後)のカー卜、 に移動したり ， 任

意のカ ード番号のカ ー ドへ移 っ たりする . rSuppl.j 

は後述する rHUTE Fossils Suppl ement J ス タック

の l 枚目のカー ドに移動するボタンであり ， i登録」

は こ のスタックの最後に新しいカ ー ドを作り ， デー

タを登録できる状態にするボタンであ る .
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図 7 i l-l UTE Depos i toryJ スタックの最初J
のカ ー ド . 兵庫教育大学地学教室の地
図が描かれている . 黒い矢印で示した ，

桜様のついた長方形は標本側を示し，

それぞれが図 8 のようなカードへ移る

ボタンになっている . 伊l えば， 4 18室の
ボタンを押すと ， 図 8 のカードが現わ

t1.る .

自B ー 下殴

図 8 41 8室の標本欄を示すプJ ード . 各引き出
しはボタンになっており ， 1711 ぇ li 1 を
押すと図 9 のカードが現われる .

カ ー ド上の四角(普段は見えなし当)で固まれた標本

番号， 種名， 分類等はそれぞれがボタンであり ，

IHUTE Fossils Suppl ement J スタックのカ ー ドへ

移動する . また保管のボタンは ， II-IUTE D巴POS 1 -

tory J スタックへ移動する .

b _ IHUTE Depasitory J について

このスタックは， 各標本の保管場所を記録するス

タックである . 前述の保管ボタンを押すと ， このス

FOSSILS 47 (1989) 

図 9 418室戸棚の ， A- l の引 き 出 しに保管さ

れている化石のリス ト .

タックの l 枚目のカ ー ドが現われる(図 7) _ カ ー ド

の下部， 太線より 下には ， 他のカ ー ドやスタックへ

移動するボタンを設定している . このカ ー ドには兵

庫教育大学地学教室の地図が儲かれており ， 模様の

ついた四角印が標本棚の位置を示す. 各標本棚はボ

タンになっており ， こ れを押すと ， 図 8 に示すよう

な標本棚を画いたカ ー ドに移動する .

このカードの標本棚は ， 実際にその位置にある標

本棚の絵で， 一つ一つの引 き 出 しがそれぞれボタン

になっている . 例えば， 図 8 の A (上段) 一 l の引 き

出 しをマウスでクリックすると ， 図 9 のカ ー ドに移

動する . 各引 き 出 しには このような l 枚のカ ー ドが

作成されており ， 標本の所在が記録されている . ま

た ， 実際の様本棚の各引 き 出しに ， こ のスタックを

画面どおりプリン ト アウ卜したものを貼付すれば，

標本の所在がわかりやすい.

図 9 のカ ー ドの標本番号及び種名のデータは こ の

カ ー ド上で入力 さ れたものではなく ， IHUTE Fosｭ

s i l sJ 及び IHUTE Plant Foss il sJ スタックから標

本番号によって検索 し，自動的にコピー してきたも

のである(このような機能を持つボタンを作製すれ

ばよしサ . 本管理システムでのデータの入力は一度だ

けでよい.

c _ IHUTE Fossils SupplementJ について

このスタックは ， HUTE システムの補足説明をす

るためのものである . 図 6 の標本番号，穫名等のボ

タンを押すと，こ のスタックの各項目 を説明する

カ ー ドに移動する . 例えば， 標本番号を クリックす

ると ， 図 10のカ ード へ移る . このカ ード には当教室
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HUTE 1 001 Prolota巾 prmlge悶 T刈くEYAI叶AelOZAWA

HUTE 2001" 2250 i~科学社化石標本
HUTE P3001 ~ 神戸層群置物 It石

図 lO II-1UTE Fossils SlI ppl e l11 en tj スタッ
クの， 幌!本番号についての説明カード.

生1.の 1量名 (J; IJν ネによる=名，置によって喪わされ て心ます .

同 ♀工且国出.~且主託銀 O'ORBI GNY， 1 839 

これは有名谷，字通性有孔虫の 睡ですが 前の旦旦出国が属名
日血主主阜宣が控名です.属名や桂昌ほラテン誌もし く ω ラテン語忙し
た他の言葉でι 原名{芸名詞 1量名 I<l ff，容詞です. tb て属名の最初偉大
宜字 種名(ま 'ト宜宇と G ります.また I寵名 と 1重名 1<1通常 イタリゥ
クまたはアンダ ライノ付で容かなければいけ まぜん(当教室の標本カ
ー ド ではそうしていま ぜ んが) 。
長f業のO'QRBIGNYほ命名者で この植 を析極として初めて記縦した

人の名前です。その惜のコンマと年号はよ く 省か杓ます.

図 II II-1UTE Fossils SlI pp l e l11 entJスタッ
クの， 経名についての説明カード .

図 1 2 ハイ パーカ ドの Find コ 7 ンドによ
る検索.

図 1 3 11-1 UTE Fossil sJ スタックから三葉
虫のカードのみを集めだしてできたス

タ γ タ .
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の化石標本の番号の説明がなされている . また， 種

名のボタンでは， 図 11のカ ー ドが現われる . これは，

ラテン語の種名の説明で， デー タを入力して くれる

学生への説明の手聞を省くためのものである .

作成当初は， 保管データもこのスタックに含め ら

れていたが， スタックのサイズが大きくなり過ぎた

ため ， 前述の iHUTE Deposito ryJ ス タックに分離

した .

d. 検索及び印刷について

iHUTE Foss il sJ 及び「上rUTE Plant FossilsJ 

の 2 つのスタックでは図 6 に示す検索ボタンによっ

て ， データのf食索をf子うことができる . このボタン

で 2 種類の検索ができるようにした . 1 つはハイ

ノ fーカ ード の Find コマンドにより ， 単純に任意の

文字列を捜し出す(図 12).

もう l つは， ある文字列を持つカ ード をすべて集

めてくるもので，例えば， 三葉虫のカードをすべて

捜し出し ， 別のスタックをつくってそこへ書き込む.

この場合， 図 13のように ， iHUTE FossilsJ スタッ

クと同じ形式で， 三葉虫のカードばかりからなる別

のスタックができることになる . この検索を用いる

と ，標本の数や使用上の頻度， 便宜に応じて ， 種々

の分類区分毎にク。ルーピン クーすること ができる .

HUTE システムでは， iHUTE Foss il sJ や

iHUTE Plant FossilsJ の標本の一覧表を作る の

に，日本語版 Reports を利用 している . 図 14 はこの

ソフトにより作製した ， iHUTE FossilsJ スタック
の標本の， 標本番号， 種名， 分類，地質時代，保管
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HUTE Fossils List 
Number Species Name Taxonomy G田logic Age Depository 

HUTE 2001 Col1四ia cylindrlca (GRABAU) 419-C-41 

原核生物藍藻類 (Stromatolite) PreCambrian(原生代後期)

HUTE 2002 Asaphiscus wheelerl 

節足動物三葉虫網 カンプリア紀

HUTE 2003 Bathyurls口皿 f。ロnos田 D日55 418-A-l 

節足動物三葉虫網 カンプリア紀中期

HUTE 2004 日目白ia kingi (MEEK) 418-A-l 

節足動物三葉虫銅 カンプリア紀中期

HUTE 2005 Ogygopsis klo位i(RO軒目NGER) 418-A-l 

節足動物三葉虫網 カンプリア紀中期

HUTE 2006 Paed阻mias nevadensis WALCOIT 418-A-l 

節足動物三葉虫網 カンプリア紀中期

HUTE 2007 Peronopsis inlerslrlctu. WHITE 418-A-l 

節足動物三葉虫網 カンプリア紀中期

HUTE 2008 Pioch副pisselata 418-A・1

節足動物三葉虫網 カンプリア紀中期

HUTE 2009 Zacanthoid回 typi回Ii. 418-A-l 

節足動物三葉虫絹 カンプリア紀中期

HUTE 2010 Obolellasp. 418-8-28 

腕足動物無関節網 カンプリア紀中期後半

図14 日本語版 Reports によりプリントした. IHUTE FossilsJ スタックの化石一覧表

場所の一覧表である.また，この Reports を用いて

も，スタックの検索を行うことができる.

印刷については，この章の初めでも少し触れたが，

ハイパーカードにはカードプリント，スタックプリ

ント，レポートプリントの機能がある(図 4 ).これ

らのうち，カードプリントやレポートプリントを使

用すれば，画面をそのまま印刷するので，そのプリ

ントアウトを標本ラベルとして利用できる.

e. 二のシステムの特徴および利点

当教室では，以上に述べた HUTE システムを作成

し，現在これを利周している.このシステムの特徴

は，ハイパーカードのグラフィックスを使用して画

面上に標本ラベルを作っていること，及び保管情報

もグラフィックスで処理し，それらをボタンで連結

させていること，の 2 点である.このシステムによ

る利点は以下のようなものである.

1.システムを構築するのが容易である.これは，

使用した Macintosh 及びハイパーカードの操作が

簡単であることによる.

2. データの入力が一度だけでよいため，標本ラ

ベル，台帳等に別々に記入する必要がない.

3. 画面が絵で表されているため，システムを理

解しやすしまた操作が簡単で利用しやすい.

4. 標本の保管場所を簡単に把握できる.

5. Macintosh で遊んでもよいという条件を提示

すると，学生は進んでデータを入力してくれた.
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前節でも述べたように， HUTE システムでは標本

番号や種名などの説明を別のスタックに入力し，そ

れをボタンで連結したが，個々の標本についての説

明や解説は作成していない.ハイパーカードにはイ

メージスキャナーで図や写真を取り込めるので，各

化石標本の写真やスケッチを加えれば，本システム

は標本の管理のみならず，大学や博物館における古

生物学研究ならびに教育に威力を発揮すると思われ

る.実際に PDS (Public Domain Software) では，

Ordovician Trilobites とし主うスタックが作られて

いる (Hyper Lib 第 2 号， p. 110). 

ただし，このシステムでは検索の能力はあまり高

くなしまたシステム自体の容量も大きいため，標

本数が多い場合にはハイパーカードのみでは無理か

も知れない.したがって，高い能力を持つ別のデー

タベースソフトウェアと組み合わせる必要があるか

も知れない.

当教室の標本は従来，大型化石のみであったが，

筆者の一人(竹村)は現在放散虫化石を記載中であり，

今後微化石の登録システムも作成する予定である.

化石標本の管理とデータベース

化石の研究は地質学の研究の中でももっとも古く

から行われており，それだけに研究論文も莫大な数

であり，その研究に使われた化石標本や，さらに研

究中および未公表の資料は膨大な量に及ぶ.これら

の分類や記載にあたっては特に Priority が重視さ

れるため，古くから Fossilium Catologus や Neues

Jahrbuch , Zentralblatt 等の書誌情報の充実に力が

注がれてきた.属と主な種の特徴をまとめた G.S.A.

の Treatise on Invertebrate Paleontology は，個々

の論文やモノグラフと古生物の分類・検索システム

をつなぐ中間情報的役割を持つデータベースとも

なっている.

このように論文となり公刊された資料については，

完全とはいえないまでもデータベース化の方途があ

り，さらに古生物学を含む諸分野の論文や学術図書

の所在や書誌については全国の大学を結ぶ学術情報

システムが確立されつつあり，研究推進に大きなカ

となっている.しかしながら，この莫大な化石資料

と論文等の学術情報システムとを結ぶシステムは，

いまのところほとんど開発されていない.大学等の

各研究機関では「標本台帳」を設け，登録番号を分類

毎に振り分けているとはいえ，それらは種々の事項

を引き出すことのできるデータベースには程遠い.

東大資料館ではIchikawa and Hayami (1978) によ
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り記載済みの模式標本のカタログが作られたが，こ

れらの的確な所在情報，さらにその内容を元にした

データペースには至っていない.

HUTE システムは，小規模の研究室の例である

が，単なる台帳やカード機能のみでなく， Taxa 別の

スタックによりグループ毎にどれだけの標本が所蔵

されているか等を概括することができる.また

iHUTE Depository J スタックは，標本棚の位置か

ら号|き出しまでが図示され，誰でも求める標本を手

に取れるようにした所在管理システムである.さら

に iSupplementJスタックにより，その化石の特

徴，時代，産地等，学生や研究者の求める情報を引

き出すことができる.この iSupplementJは目下の

ところまさに補助的機能を持つに過ぎないが，記載

された種や属の特徴を整理してデータベース化すれ

ば化石検索システムへ発展し，また学生に対しては

実習手引きとして種々の情報をフレキシプルに活用

することができる.

本稿では化石標本を単に番号を付して登録するだ

けでなく，データベース化し，分類や研究目的の単

位毎に統括管理するシステムを提案したが，そのシ

ステムはいわば台帳に相当する IHUTE FossilsJ の

スタックと所在情報の iDepositoryJ スタック，お

よび研究教育用に使用しうる iSupplementJ スタッ

クの 3 つを含んでいる.とくにこのiSupplementJ

スタックの多目的且つ，フレキシプルな活用が期待

される.データベースには，全国の大学を結ぶ学術

情報ネットワークに載せるような大型データベース

から，ローカルな小回りのきくデータベースまで，

それぞれの利用に応じた適正な規模がある. HUTE 

システムはいわば最小単位のシステムであり，これ

をそのまま大規模な標本管理システムに活用するこ

とはできなし功3 も知れないが，それぞれの研究者や

グループ内のローカルネットワークを組み，データ

を交換することは十分可能である.

化石標本の管理は古生物学研究の出発点に当たり，

その保管は研究者に課せられた大きな責任であるが，

一方，最近では大型化石の採集について種々の制限

があることを考えると，化石標本は今後の貴重な研

究資源であり，死蔵は許されない.標本の保管と共

に，的確な所在情報の公聞が，古生物学研究の活性

化につながる.

大学が所蔵する学術図書が， NACSIS 学術情報

ネットワークの確立によって研究者共有の知的資源

となって，活きた資料として全国を交流し始めたよ

うに，古生物学研究の基礎となる標本も研究者共有
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の資源として活用されることを期待する.既存の記

載済み資料も新たな視点からの再検討により，学問

的な新しい展開が生まれる.資料の保管はもとより

基本的要件であるが，古ぼけた台帳への記入だけで

は活きた資料として交流し得ない.標本資料のデー

タベース化は新たな研究の第一歩である.本稿は

データベース化の一つの例を示したが，今後，その

方法，ソフトウェアや入力する要素等を巡り，活発

な議論が展開されることを期待する.

追記:当教室の標本内容，および本管理システムの

詳細について知りたい方には，兵庫教育大学(竹村)

FOSSILS 47 (1989) 

まで連絡いただければ，このシステムのフロッピー

ディスクをお送りいたします.
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|図書案内|
古 生

水谷伸治郎・斎藤靖二・勘米良亀齢編:日本の堆積

岩. A 6 判， 226p.，岩波書店， 1987年， 4500円.

〔主要内容〕序論/砕屑性堆積岩/炭酸塩岩/珪質

堆積岩/火砕性堆積岩/有機質堆積岩.

〔寸言〕学生を対象にして，顕微鏡観察の基礎知識

を解説した好著.本文中や顕微鏡写真で化石も活

用されている.

リチヤード・ミュラー著(手塚治虫監訳) :恐竜はネ

メシスを見たか.四六判， 301p.，集英社， 1987 

年， 1800円.

〔主要内容〕恐竜絶滅の謎/小さなミス/イリジウ

ムの発見/超新星爆発説/小惑星/懐疑/衝突の

冬/宇宙のテロリスト/袋小路/ユーレカ/ク

レーター/二重盲検法リッチの星/ネメシス会

議/惑星X理論/衝突説への反論/ネメシスは存

在するのか?

〔寸言〕カリフォルニア大学ノ fークレー校物理学教

授の著者が，太陽の伴星ネメシスという仮説上の

星を考え出すまでのエピソードを綴った本格的サ

イエンス・ノンフィツクション.

NHK 取材班著 :NHK地球大紀行 2-4. A4 変

形判，各 174p.，日本放送出版協会， 1987年，各3000

円.

〔主要内容J 2 :第 3 集残されていた原始の海

(オーストラリア西海岸)/第 4 集 奇岩にひそむ

大気の謎， (中国・大石灰岩地帯). 3 : 5 集 巨

大山脈の誕生(ヒマラヤ・アルプス山脈)/第 6 集

巨木の森・大地を覆う(ボルネオ・アメリカ大森林

地帯).4 :第 7 集 恐竜の谷の大異変(北米・ロッ

キ一山脈)/第 8 集氷河期襲来(北米・巨大氷

床).

〔寸言〕豊富なカラー写真を見聞きいっぱい使った

豪華本.先カンプリア時代における酸素をつくっ

た藍藻の役割，海水中の二酸化炭素を固定したサ

ンゴの貢献，巨大山脈誕生の謎を解明するアンモ

ナイト，世界の巨大炭田を形成した大森林，恐竜

• Some popular books on paleontology (14) 
•• Ikuwo Obata 

物
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図 書 ガ イ ド (14)* 

畠 有E 生事*

絶滅の原因を語る衝撃のシナリオ等々，地球史に

おける重要な部分で古生物の占める役割が大きい.

デヴィッド・ノーマン著(若宮広和訳) :図説恐竜入

門.恐竜が地球を征した時代. A 4 判， 80p.，大日

本絵画社， 1987年， 3000円.

〔主要内容〕失われた過去の復元/恐竜以前/三畳

紀/ジュラ紀/白亜紀.

〔寸言〕著者はかつてベルギーのイグアノドンにつ

いての論文を著したことがある.オックスフォー

ド大学動物学教室在籍.きれいな絵や写真を使っ

て要領よくまとめている.

小畠郁生著:ヒトと恐竜との出会い.四六判， 245p. ，

思索社， 1987年， 1800円.

〔主要内容〕恐竜アラカルト/恐竜を追う/恐竜を

めぐる対談/恐竜と博物館と私/むすびに代えて

一現代産業文明と破滅.

〔寸言〕いろんな雑誌に掲載した小篇29を集めて構

成したエッセー集.

サイエンス編集部編:恐竜の血は温かかった.ライ

トサイエンス・ブックス第 1 巻.A4 変形判， 81p., 

日経サイエンス社， 1987年， 1400円.

〔主要内容〕恐竜はなぜ絶滅したか (D.A. ラッセル

著， ì賓田隆士訳)/恐竜の血は温かかった(R. T. 

パッカー著，小畠郁生訳)/翼をもった恐竜 (w.

ラングストン著，小畠郁生訳)/恐竜の巣造りと子

育て(]. R. ホーナー著.阿部勝己訳)/足跡化石が

語る恐竜の生態 (D. J. モスマン・ w. A. S. サー

ジャント著，小畠郁生訳).

〔寸言〕サイエンスに掲載された論文の中から恐竜

と翼竜関係のものを選んで編集したもの.

徳永重元著:太平洋の向う岸.アラスカよりニュー

ジーランドまで. B 6 判， 221p.，自費出版， 1987 

年.非売品.

〔主要内容J USA/カナダ/コロンピア・ベネズエ

ラ/インドネシア・シンガポール/インド/

ニュージーランド/太平洋の向こう岸.

〔寸言〕著者が初めて外国出張をした 1961年以来の
数々の旅の聞にかいま見た風物誌と人との出会い.
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l 書評 l

生痕研究グループ:現生および化石の巣穴一生痕研

究序説一， 131p., 14pls.，地図研専報， 35 , 1989年 7

月， 25.5 x 18.0cm, 2，500 円.

本書は1963年福島県松川浦における甲殻類の巣穴

を主とした生態学的研究に端を発して発展した歌代

を中心とする研究グループ(団体研究)の近年に至る

までの研究成果を総括したものである.研究は主と

して，松川浦のi朝間帯で永年にわたって継続的に行

われた詳細な生態学的観察に基づいているが，新潟，

東京湾，瀬戸内海，沖縄(久米島，石垣島)での同様

な調査資料も含められている.この研究成果の一部

はすでに学術誌上に公表されているが，それらの貴

重な成果をも含めた本書は，近年著しく発展して来

た生痕化石の研究をすすめる際の，本邦では数少な

い纏まった，しかも入手しやすい貴重な参考書とい

える.本書は多くの生痕を扱っているわけではない

が，生痕研究序説との副題が，本研究グループの今

後の研究の発展を示唆している.

本書は 5 章からなる. 1 章では生痕研究の意義と

問題点が指摘され，研究史を背景に今回主として松

川浦で観察された生痕類の生活活動の位置づけがな

されている.また，本書出版に至る研究活動の様子

が文末の記録にもあるが，ここでも詳しく述べられ

ている .II 章では生痕化石が産出した場合の生痕生

物の認定や古環境，古生態の復元をするうえでの現

生生物の生態観察の重要性を力説し，松川浦での様

子が詳しく述べられている.特に，生痕生物の時間，

季節，生活習性別に特性の調査状況が詳細に述べら

れている.特に生痕生物の巣穴の石膏型取引こ至つ

ては微細な点にまで配慮されており，現場での苦心，

苦労がにじみでている .III章は本研究の主部と言え

る部分で，松川浦での甲穀類十脚目 11種 (Alpheus

brevicrおtatus， Laomed;勿 astacina， Call仰assa japoｭ

nica, Oc.沙oda stimpsoni, Macrophthalmus dilatatus, 
M japonicus, ScoPimera globosa, 11yo，ρlax μlSillus， 

Sesarma haematocheir, S. dehaan~ Helice tridens 

tridens) 及ぴ沖縄県久米島，石垣島での 5種 (Ocyþo

da ceratophthalma, Uca dussumieri dussumie~ U. 
vocans vocans, U. chloriPhthalmus cras、sipes， U. 

lactea lactea) おのおのの分類，性差による行動差，

水平・垂直的分布，水質・底質に関連した生息密度，

造巣活動，摂食活動その他生活習性，巣穴の形態的

特徴などがまとめられている.この成果は現生甲穀

類の分類学のみならずその生態学にも多大な貢献を

もたらすものである.潮間帯での生物の調査や観察

は，いうまでもなく目的に添って敏速かつ要領よく

行う必要があるが，本研究での成果は万全なる計画

と研究グループ各人の並々ならぬ尽力によっても

たらされたといえる .w章では松川浦での生痕研究

の応用ともいうべき新潟県魚沼層群産の生痕化石の

研究成果が述べられている.魚沼層群からは松川浦

での生痕(巣穴)と異なった生痕化石が産出し，新た

に生痕属 Cylindrichunus に 1 新種， 1 新変種 ， Sko・

lithos に 3 新種 ， Tigillites に 2 新種が提唱され，そ

れぞれの産状，形態の特徴および，産出層準の特徴

が記載，報告されている.この新種記載には命名規

約上の問題を少なからず残したのは残念に思われる.

V 章および要約では本書の成果と今後の課題等がま

とめられている.本書には多くの明快な図表，図版

が適所に配置され，理解の手助けになるが，出典が

明示されていない点が気がかりであり，できれば学

名などが外国の研究者にも理解できるよう配慮され

ていたらと感じる.

(野田浩司)
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日本古生物学会定例評議員会議事録

平成元年 6 月 23 日(金) 13: 30~ 17 : 00, 6 月 24 日

(土) 10: OO~ 12 : 00 長崎大学教養部会議室

以下文中，姓のみは評議員または幹事一

出席者:鎮西，演田，速水，平野，猪郷，池谷，糸

魚川，木村，森，小畠，小笠原，高柳，棚部

委任状:長谷川(代:池谷)，加藤(代:森)，斎藤

(代:鎮西)，野田(代:猪郷)，小泉(代:速

水)，氏家(白)，亀井(白)

書記:阿部

A. 承認

議事に先立ち，前回評議員会議事録を一部修正し

て承認した.

広報告

1.常務委員会報告

<庶務>(1) 2 月の評議員会後， 2 回の常務委員会

を聞き通常業務を処理. (2) 通信投票の結果，本

会代表の IGC 組織委員として斎藤常正君が選

出された. (3) 2 月 21 日の第 1 回常務委員会で，

各係の幹事を以下のように決め， 3 月 1 日付で

これらの幹事と会長指名の常務委員に委嘱状を

発送した.

庶務:阿部勝巳，大路樹生，編集:安達修子，

行事:間島隆一，会員大野照文，国際交流:富

田幸光，特別号:石橋毅，化石:石崎国照，

友の会:大花民子

(4) 4 月 1 日に学術団体変更届けを学術会議に

提出した.(5) 6 月 5 日付で文部省から平成元年

度の科研費研究成果公開促進費として 110万円

の交付内定通知があり，交付申請書・交付請求

書・見積書を提出した.

<報告・紀事>4 月 30日に報告・紀事153号を発行

( 5 論文)， 154号は現在印刷中( 4 論文).印刷所

を笹気出版に変更したため，印刷費が150万ほど

従来に比べ安くなる見込み.155号から賛助会員

名を表紙裏に入れる予定.現在，手持ちの原稿

15篇.

<化石 >46号は間もなく手元に届く見込み.

<会員 >(1) 3 月 24日に本会名誉会員で元会長の

浅野清君が逝去された. 3 月 28 日に会長名で

弔辞を送った. (2) 現在新しい名簿を作成中.

<行事>138回例会から，プログラムに座長名を入

れるとともに，討論が活発になるように座長に

一定時間を与えることにした.

2. 学術会議・古生物研連報告

(1) IGBP の概要については情報が不足している

ので，第四紀・地質研連とも連絡をとりながら，

鎮西君に積極的にアプローチしてもらうことにし

た. (2) 次回 IGC の巡検の proposal の締切は 6 月

末である.(お古生物学の将来像に関するシンポジ

ウムを学会主催で行うよう，申し入れをした. (4) 

5 月 27 日に動物研連・植物研連共催で「今求めら

れるナチュラル・ヒストリー」と題するシンポジ

ウムが行われた.(5) 11月 26日に池袋付近の教育施

設で，地学教育に関するシンポジウムが行われる

予定.(6) 古生物学の研究者の養成問題に関連して

森・棚部両君にアンケートを各大学から集めても

らい，大学院の教育体制の現状を把握することに

した.

3. 古生物学研究所検討小委員会報告

花井委員長のもとにまとめられた「古生物学の研

究所計画小委員会からの報告・提案J (配布資料)

が評議員会に提出されたことが，会長により報告

された.

4. IGC 関連事項

(1) 12月に組織委員会(佐藤正委員長)が発足し，

6 月 16 日第 2 回の委員会を行った結果， 29回 IGC

は1992年 8 月 24 日から 9 月 3 日まで京都国際会館

で開催することに決まった.なお， IGC 総裁とし

て和達清夫氏， Secretary General として佐藤

正君が選ばれた.組織委員会は，従来の準備委員

会メンパーに，新しい委員を加えて活動すること

にした.事務局は地調に置く予定で，本座栄一氏

を中心に運営委員会を作る.なお，組織委員会と

並列して，資金委員会，顧問会を置く.

(2) (1) と関連して，佐藤委員長から速水会長宛，学

会として IGC 開催に協力してほしいこと，会長に
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顧問会に加わってほしいとの正式な要請があり

(文書回覧)，これらを受諾する旨回答した.

(3) IGC の First Circular は， 10月に印刷に回す予

定であるが，それまでに古生物関係のシンポジウ

ムに関してアンケートをとり，より具体的な案を

作成できるよう努めることとした.

5. IGBP 関連事項

国際的には1990年から発足し，日本では可能な分

野から順次実施する方向で動いている旨，鎮西君

から報告があった.

6. 古生物事典編集状況

来年の年会までには棒組ができる予定との報告が

平野君からあった.

7. その他

(1) 際金について

趣意説明書の文面を了承し，これを振込用紙とあ

わせて「化石J に綴じ込むことにした.

(2) Bibliography 

1981-85分は完成した.申し送り事項を次回の編集

者に渡す.

(3) 地学教育

「地学教育(広義)の将来についての危倶jが配布さ

れ，木村君によって説明が加えられた.

C. 審議

1.会員の入退会

次の諸君の入会および退会が承認された.

<入会>辛昌錫，柴正博，宮北健一， ALLIｭ

SON , Peter Anthony，川端良子，石崎元，中

島満晴，佐藤尚，松岡裕美，長谷川卓，五

十嵐厚夫，岩井雅夫，樽 創，高桑祐司，加

藤久佳，高巣学，菅野弘 (17名)

<退会>天野昌久(特別会員)，倉茂好匡，西沢

光，嘉藤良次郎，新保久弥，岩井淳一，小林

学，岡村長之助(以上普通会員) (8 名)

<逝去>浅野清(名誉会員) ( 1 名)

2. 会費未納外国会員への処置

長期滞納者は，機械的に除名する.ただし，その

国における寄贈先を知らせることにする.

FOSSILS 47 (1989) 

3. 科研費配分委員候補者の推薦

層位・古生物には棚部一成・平野弘道両君を，地

質一般には大場忠道・田代正之両君を推薦した.

4. 刊行物委員会について

次期常務委員の改選の時に，編集委員の改選を行

う.

5. 賞選考に関する諸問題

賞の委員会は，評議員に過去の推薦状況を知らせ，

授賞候補者を推薦する際に推薦理由を明確に書い

てもらうことを提案し，了承された.

6. 1990年年会のシンポジウム

斎藤，鎮西両君が中心となり， IGC の古生物関係

のシンポジウムに向けての半日程度のシンポジウ

ムを行う.

7. 古生物学研究所検討小委員会の今後について

上記小委員会の報告・提案を受け，静岡大学の研

究施設の計画は，池谷君を中心にワーキンググ

l レープをつくり，具体案を作成する.これとは別

に，古生物学の将来計画を審議する長期計画委員

会をつくる.その人選は常務委員会で原案を作成

し，次回評議員会に諮る.

8. その他

(1) 次期 Bibliography (1 986・90)

申し送り事項を参考に，筑波大で編集を行うこ

とになった.

(2) 1990年例会

6 月 23~24日または 6 月 30 日 ~7 月 1 日に瑞浪

化石博物館および産業展示館で行う予定.

(3) IPA に関する問題

IPA 日本代表の花井君が Washington ， D. C. の

IPA 総会に出席できないため，学会の全権は斎

藤君に委ね， Appointed delegate として棚部

君が出席することを 5 月の常務委員会で決め，

先方に連絡した.その後の加藤君からの IPA 出

席の希望に対しては，オブザーパーとして日本

代表団の一員となることを了承した.

IPA の日本代表は， IPA 役員改選時の本会会

長があたるとの申し合わせに基づき，花井君の

後任に速水君があたることになった.
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日本学術会議だより 必~12 .J同，J 4

第14期特別委員会の活動始まる

平成元年 2 月 日本学術会議広報委員会
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日本学術会議では、昨年の 10月の総会にむいて設置された第14期の各待別委員会が活動を始めましたが、今回の日本学
術会議だよりでは、これらの待別委員会に加えて、本会議が行っている国際的活動等についてお知らせいたします。

完歩骨歩完歩需歩搾歩需歩混合完歩藷歩者診予診完封'完歩完合罪診罪診積診積歩骨歩藷歩完歩霜砂箱合横歩骨除措合骨砂罰歩調診涌，完9調合脅歩完歩積沙諸-舟か藷歩ヨゆ罰砂調砂頃捗事診骨歩調歩噴砂霜合員歩事砂噴砂霜砂諸歩事診罪砂罰砂頃診領診者砂領砂寝起，

第 14 期の特別委員会

昨年10月の第 1061';1総会で決定された、日本学術会議の

::ïîl-l期活動計画では、活動の重点目標として、①人煩の福

祉・平和及び自然との係わりを重視する学術の振興、②基

健研究の推進と諸科学の笠合的発展、③国際関係の重視と

国際的寄与の拡大、の 3 本の柱を掲げるとともに、これら

の重点目標を鰭まえて、多方面の科学者によって梅目立され

る日本学術会議にふさわしく各分野にわたって広く対応し、

かつ、第 14期中に適切な形で報告・提言に取りまとめるべ

き具体的課題として 15の課題を選定している。

この度設託された 7 つの特別委員会は、上記の具体的課

題のうち、従来から常設されている 6 つの常置委員会(別

指参照)で取り扱うものを除き、かつ、緊急に調査審議を
行う必要のある 7 課題に対応するものである。

各特別委員会の名称及び任務等は次のとむりである 0

.平相及び国際摩擦に関する特別委員会

委員長:川田 侃(第 2 部会員)

(任務)国際的視野と我が国が置かれている地域的状況

や待性を踏まえて、国際摩擦(文化的・政治経済

的・伎術的等l の解決と平和に関する総合的な研

究の後進の在り方やそのf本語11等について検討する。

.医療技術と社会に関する待別委員会

委員長:水越治(第 7 部会員)

(任務)医療技術の急速な進展は、自然科学の分野だけ

でなく、人文・社会科学の領域にも種々の問題を

促起している。様々な医療技術に係わる社会的側

面を総合的に検討する。

.生命科学と生命工学特別委員会

委員長:井上英二(第 7 部会員j

{任務)生命科学と生命工学の推進方策を検討するとと
もに、これらの急速な進歩を踏まえ、それらと人

間・社会及び自然との係わりについても総合的に
検討する。

.農業・農村問題持別委員会

委員長:水間豊(第 6 部会員)
l任務)農業・農村のもつ食糧生産や環境保全等の多面

的機能について、近年の国際的・国内的状況を諸

まえつつ、文化・経済・自然・都市との係わりで

幅広く検討する。

.資源・エネルギー問題特別委員会

委員長:上之園緑佐(第 5 部会員)

(任務)資源・エネルギーの開発と利用の問題を検討す

る。それに伴う自然及び人間社会への好ましくな

い影響を防止するという観点からも問題を検討す
ー.9 。

.人間活動と地球環境に関する符別委員会

委員長:吉野正敏(第 4 部会員)

(任務)近年、経済社会活動の拡大等を背景に、人間活

動が環境に及ぼす影響が地球的規僕で広がってお

り、深刻化する可能性を強めでいる。このような

状況を踏まえ、人間活動と地球環境の問題等を検

討する。

.高度技術化社会特別委員会
委員長: I封事豪(第 5 部会員)
(任務)エレクトロニクス、メカニクス等の技術の発展

・普及が社会に及ぼす影響、社会の情報化・技術
化と人間との調和等について検討する。また、巨

大な後術システムとヒューマン・ファクターとの

関連l二ついても安全確保と人間性確保の立湯から

検討する。

これらの各特別委員会は、発足以来現在までに各々 2-

3 回の会識を開催するとともに、委員会によっては、シン

ポジウムやヒヤリングを実施して、それそ.れの任務に沿っ

た具体的な審議課題や今後の審議計画等について熱心に審
議を進めている。今後の審議の成果が大いに期待されると

ころであり、今後、審議成果が発表され次第、紹介してい

く予定である。

なお、以上の 7 つの待別委員会のほかに、先般の総会の
申合せにより、本年の 4 月総会において、人間の科学待別
委員会{仮称)を追加設置する予定である。この「人聞の

科学」については、その具体的検討方法が複雑であるので、

あらかじめ若干の盤理を行った後に、待別委員会を発足さ
せることにしたものであり、現在、検討会を設置して問題

点の笠理を行っているところである。
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常置委員会

日本学術会議は、別婦の特別委只会のほかに、 6 つの常
誼委員会を設読しでいる。各常置委員会I.J:、本会議の目的

及び職務・縫限に即しで、恒常的に調査・審議を進めてい
く必要がある事項について、個々の委員会の職務を明確に

した上で設置されている。各常置委只会の名将:と任務等は、

次のとおりである。

.第 l 常置委員会(委員長:大石泰彦(副会長・第3部会員))

(任務)研究連絡委員会活動活性化の方策及び日本学

術会議の組織等に関することを審議する。

.第 2 常置委員会(委員長:星野安三郎(第 2 部会員))

(任務)学問・思想の自由並びに科学者の倫埋と社会

的責任及び地位の向上に関することを審議する。

.第 3 常置委員会(委員長:波逸冨士夫(第 7 部会民))
{任務)学術の動向の現状分析及び学術の発展の長期

的動向に関することを審議する。

.第 4 常置委員会(委員長:樋口敬二(第 4 部会員))
(任務)創造的研究醸成のための学術体制に関するこ

と及び学術関係諸機関との述携に関することを

審議する。

・第 5 常託委民会(委員長:市川惇信(第 511~会U) l
(任務)学術情報・資料に|期することを嘗議する。

・2高 6 常置委l~会 l委H長:染谷恭次郎 (>ñ 3 $会HJ)

(任務)国際学術交流・協力に閲することを寄議する。

これらの常託委員会1;1:、昨年 7 月、第141期発足の際に、

委員を決定するとともに、役員を選出して、直ちに活動を

開始した。各常(在委員会{阜、上記のそれそ.れの (1傍に従い、

また、前期からの委員会ごとの申送りを尊重しつつ、さら
に、第14期の全体の活動計画に沿いながら、第14問の活動方

針及び活動計画をたて、それに基づき鋭意活動を進めてL 喝。

これらの常託委員会は、 >ñ 13悶には、勧告、要望あるい

は見解等をとりまとめるなど多くの成果をあげたが、第14

期の活動も注目されるところである。

平成 2 年度共同主催国際会議

本会議は.昭和28年以降おおむね 4 (，牛の学術関係国際会
識を関係学術研究団体と共同主催してきたが.平成 2 年度
には， 2 件I曽えて.次の 6 国際会議を開催することが， 6 

月 20 日の閣議で了解された。(カッコ内は.各国際会議の
開催期間と開催地}。

.第14回国際土境科学会議

(平成 2 年 8 月 12 日 -18 日.京都市)

共催団体: (社)日本土唆肥料学会

.第22回国際応用心理学会議
(平成 2 年 7 月 22 日 -27，京都市}

共催団体:日本心理学会

.第15回国際微生物学会議

(平成 2 年 9 月 13 日 -22 日.大阪市)

共催団体:臼本微生物学協会

.第11回国際数学連合総会及び第21回国際数学者会議

(平成 2 年 8 月 18 日 -29B ，神戸市他)

共催団体: (社)日本数学会他 6 学会

.第11回国際神経病理学会議

(平成 2 年 9 月 2 日 -8 日.京都市)

共催団体:日本神経病理学会

.第 5 回国際生態学会議
(平成 2 年 8 月 23 日 -30 日，横浜市)

共催団体:日本生態学会

FOSSILS 47 (1989) 

二国間学術交流事業

日本学術会織では、二国1m学術交流事業として、毎年 2
か国を選んで代表団を派遣している。その目的は、 rJr.外

国における学術研究の動向及び現状を把躍するとともに、

学術研究に関する J~本的、全般的事項について相手国科学

者等と慈兄を交換することにより、我が図の学術の笠合的

な発展に寄与する。」ことにある。

この事業;ム昭和58年度から実施されており、これまで

にアメリ力、マレーシア、西ドイツ、インドネシア、スウ

ェーデン、タイ、フランス、大健民園、逮合玉園、シンガ

ポールの10か国に代表団を派遣してきた。

昭和63年度は、 10月 29 日から 11 月 7 日まで、チェコスロ

パキア及びポーランドへ、会長以下 6 名の会員から成る代

表団を、また 11 月 27 日から 12月 4 日まで、カナダへ、会長

以下 5 名の会員から成る代表団をそれぞれ派遣した。

各代表団は、訪問国にむいで、科学技術政策や教育を~U.

当する行政機関、研究所、大学等を訪れ、関係者との聞で
学術関係の情報交換を行うとともに、両国の学術研究の問

題点等について窓見交換を行った。

チェコスロパキア及びポーランドでは、本会議としては

初めての社会主義国の訪問であり、各訪問先で、今回の本

会治代表団の訪問はこれら 2 か国それぞれとの聞の学術交

流について析しい段階を聞く契機となり、非常に窓諸深い

ものであることが強調されるとともに、政治・社会体制i を

窃えた学術交流の 1t り力容について、熱心に意見交換が行
われた。

カナダでは、各訪問先で、 ì![tf-の殺が国の必 tの 1~1!~ と

科学校 if.iの役:~IIの観点から、本会議の f宣言11 と活動を含め、
殺が国の予術体制l に関する TT問が~ぐ出されるとともに、

両国間の今後のより積極的な学í.f.i交流・協力をめぐって活

発に怠見交換が行われた。

今l品lの城県!.J:、代表団訪問時だけのものではなく、本会

J議轟と訪問国l問羽係J諸E機問との今f後量の継続的な交i流荒への発展、

十相日互舟

我が国の学術研究の国際交1流定.協力の進展に大きく役立つ

ものと期待される。

「熱工学の研究動向と熱技術の進展」
の刊行

本書は、本会議の然工学研究連絡委員会が、関係学協会
の協力の廷に刊行した「熱工学白書」ともいうべきもので

す。(1 冊 1 ， 0∞円(送料 2∞円) ) 

※本書は、 (1ば〕日本学術協力財団で取り扱っています。

第 2 ・第 4 土曜日閉庁の
お知らせ

「行政機関の休日に関する法律」の施行に f宇い、
日本学í.f.i会訴事務局では、本年 l 月から毎月第 2 ・
第 4 土UI~ 日が休みとなりますっ御理解、御協力をお
~.(j l \いた L ます。

! 問お問い合印ずありましたら加で;
お寄せください。

{ 干 106 港区六本木 7 -22-34 ! 
j 日本学術会議広報委員会電話 03(403)62911



化石の科学
日本古生物学会編集/85"'IJ 136rl (カラー69頁)・定価7004円
本書は、 日本，'， '1:，物'γ:会が~，'4=，物の一般的な普及を日 (l(J として和i集したもので.数多くの興味
ある化石のカラ一万六を中心に.わかりやすい解a況をつけた。内谷は三部に分かtL，第 l 部で
は化石とはどのようなものか.第 2 msでは古生物の営んできた生命現象，第 3 msでは化石を通
して多くの|溌Jまする J，~礎科'芋や現'夫の終消i汚動に与えた ;11長特などが解説されている。その大半
がわが[.1'1のオ') :;ナルな研究の制介であり，最来，)j'の動 lí'Jへのよき入門書ともな勺ている。

図説古生態学
森下 晶・糸魚川淳ニ著/85半IJ 180頁・定価5768円
古生態学は.古生物の生態すなわち古生物と生活環境の相互関係を研究する古生物学の一分聖子
で，過去の自然環境と生物群集の生活様式をダイナミックに科学する学問である。本書は，写
真と図表を多数用いながら，第 I 部で古生態学の基礎如識を簡潔・平易に解説し，第 II 部で群
集古生態学や官~I休古生態学の例，フィールド観察などの古生態学の実際的内容について，初心
者でも容易に別解できるように配慮し，図説的に興味深〈解説した古生態学の入門書である。

古生物百科事典
スチール・ハーベイ編/小畠郁生監訳/85判 256頁・定価 16480円
災同の下， '1:，物'γ:ff R，スチール t'，'f. 1 ーと A ， P. ハーベイ W-I・の制"iJ集のもとに第一線の研究者23名が
共同執筆した“The Encyclopaedia of Prehistoric Life" の日本語版。内容は古生物学全般に
わたり，専門研究者が利用できる高いレベルを保ちながらも，化石などに関心をもっ多くの人

びとが楽しみながら興味深〈読めるように配慮された百科事典。この事典によって，過去の生

物へのつきぬ魅力に惹かれ.地球と生物の現在および未来について多くの示唆が得られよう。

化石鑑定のガイド
小畠郁生編/A5 下IJ 216 頁・定価 3090 円
初歩の化石研究者・愛好者カ" ，1.，生物学の高度の生物学的分類の知識が充分でなくても，また

必要な学術上の文献がなくとも.一応自分なりに化石を調べ，また鑑定ができるよう.具体的
な実例を刀、しながら書かれた化石マニア待望の鑑定法の手づ|書。〔内容〕野外ですること(化石
の探しかた，化石のとりかた，記録のとりかた，化石の包みかたと運びかた，採集のあとしま
っ)/室内での ~H'l:理のしかた/化石銃定のこつ(貝化石.布!i物化石，微化石)

日本化石図譜植物化石図譜
鹿間時夫著/85判 296頁・定価 15450円
日本における化石をほとんど網羅し，多数の図版を

もって構成した名著。初版刊行後の新知見を加えた
地訂版。 c内容〕化石/東弧における化石の時代分
布/化石の時代分布表/東軍の地質系統表/化石図
版とその説明/化石の形態に関する宇|昔話。

遠藤隆次著/85判 328頁・定価 15450円
先カンブリア紀から洪積世までの各地質時代に生育
した陸上および海生の両植物化石について，その種

属・分布・ ， Ii 地.fll\ ・占気候・進化の動lí'J などを，多数
の図版を用いて詳述した，わが国ではじめての植物

化石図譜。好評の『日本化石図譜』の姉妹書。

定価は消 1~税込みです。

ー一面、冨田::t 'I11III自国・ ...~ 〒 162 東京都新宿区新小JII町6・ 29/振替東京6-8673
E ・. I 屠lfI 11量 哩富昏.rI右 電話 (03)260-0141 (代)・営業部(閃)260-7631 (代)..._. ... 帽・・ ー・ 帽司 〔本よ~~名ご記入向上お申込次第総介図書日録進呈〕



プレシオザウルスの化石砂

(全長約3 . 6 m) 

Plesiosaurus sp. 

ジュラ紀一 Lias

L yme Legis, Dorset, 

イギリス

￥ 7 ， 000 ， 000 

-アンモナイト一 ￥ 400 - ・ 三葉虫一 ￥ 500 -

・鮫の歯 一 ￥ 250 - ・魚の化石一 ￥ 400 -

‘ヤモリ入り琉泊
(約3 . 6 x2. 4cm) 

, 
‘ 

Amber in gecko 

第三紀一 Oligocene

Santiago，ドミニカ

￥ 3 ， 000 ， 000 

等，その他，外国産化石を各種，格安にて取り揃えております 。

御注文により，調達，御予約も承ります 。

近くまで御越しの折には是非お立ち寄り下さい 。

輸入化石・鉱物

株式会社テラハウス
〒 1 51 東京都渋谷区代々木| ・32・ l 第 3宝山ビル4F
TEL 03 - 320 ・ 1505 ( FAX 共通)

山手線代々木駅・代々木ゼミナール側改札口を出て、
自の前、、牛井の吉野家"のビjレ4階

ぷ 周期尚示。USE



マイクロスライドキャビネット
〔有孔虫スラ f ド 500枚用〕 標準フルイ

ピッ ク型
ハンマー

(ナイロ ン柄)

600g. 850g 

団

有孔虫スライド各種

古環境・地質時代の解明に

i 各槌サイズl
"メ y シュ l

匝盟置四面蚕彊置宣言置
- 岩石 ・ 土壌 ・ 泥炭 ・ 石炭等の花粉分析
肝外保Jfïl • J;[ 17、l保Jfïi. . 海外係Jfx' .. II\f'l の花粉分析による 地問 H寺代 ・層序の判定

- 試錐コ アの花粉分析
irli 凹 ・プゲス回 ・ 炭聞など鉱床地域 ・ 土木建設の試錐コアを花粉!晋序より f~年十ií-

- 珪藻 ・ 有孔虫分析材 ・ 種実化石同定

・ 鉱物分析 ・ 岩石同定 ・ 土壌化学分析

・ 研究調査用簡易試錐 ・ 岩石薄片作製

・ ケロジェンジ士t斤

・ 野外地質 ・ 4直生調査
・ その他学術研究協力

i立跡調査 ・ 空中花粉分布淵アモ その他

パリノ・サーヴ、ェイ株式会社
本 社〒103 東京都中央区日本橋室PIT2 . 1 (三井ビル内 )~ ( 03 ) 241-4566 FAX 03 - 241 ・ 4597
研究所 干37 5 群馬県藤岡市岡 之郷 戸 崎 5 5 9 -3 ~ ( 027 4 ) 42-8 1 29 FAX0274-42-7950 



大理石村への

お誘い

沼田 l. C. より 1 1 km 

新しいアート・ビリジ 「大理石村 」が今年 6 月群馬県吾妻郡高山村

のロマンティック街道沿 L吋中山峠)に開館します。サンポウア ート

は、イタリアンモダンア ー トを中心に世界の石のア ート および鉱物

や化石を集めた、まったく新しいア ート・ビリ ジです。楽しさあふ

れるア ート・ビ リジへお気軽にご来館くださいませ。

「
展
示
石
材
の

部
・
直
角
員
(
軟
体
動
物
)
の
化
石

」

IOcm 

〔 営業内容 〕

各種石材の輸入・石材を用いた建

築や造営物の設計 ・ IJ日 工 ・ 施工 、 墓

石 ・ 霊園諸設備の胞工 ・ 販売、石材

加工品 ・ 仏恩 ・ 仏 具 ・科l 具 ・鉱物・

化石標本などの販売

JAlJP@ ART 
さ5 サンポウアート 本社・.1黒星 ~53雨屋形原町 Id07 雪印7B-22-0 :i23iit，
::;; 1~ 大理石付 ・群馬臭吾妻郡高山杓中山5583 台0279 - 63 -2231吋

社長
大理石村村長
展示指導

平井良 明

白井芳松
自然史科学研究所



中国古地理図集
中園地質科学院地質研究所

武漢地質学院
編輯 王鴻禎主編

地図出版社・ 10，800円
84判/22.7頁(図版143頁)/精装(中英文対照)

・本図集は〈古地理図、古構造園、露頭分布図、生物古地理図、柱状断面図、

推積示意断面図〉を各時代に附し【先カンプリア紀~新生代第四紀】までを

系統的に紹介している。[地名索引/各紀地層名称索引附]
ta~r-頃2・.....，. 以与官泡〆富泡4ゆ屯回ι

-中国・香港・台湾出版の自然科学図書専門

(自然地理、気象、地図、地質古生物、動植物、農業、中草薬 etc.)

圃科学出版社、地質出版社をはじめ地方の科技出版社の図書の取り扱い。

・新刊案内ご希望の方は御一報下さい。

同ヨ留君壱v
CHUGOKU SHOTEN, Tokyo 

日本化石集【第4期】
全10集刊行開始
【第四集】野尻湖層の化石 1
【第60集】野尻湖眉の化石2
【第61 集】野尻湖層の化石3
【第62集】石狩低地帯の化石
【第63集】日本の海生脊椎動物化石 1
【第64集】日本の海生脊椎動物化石2
【第65集】日本の節足動物・赫皮動物化石
【第66集】日本の古生代・中生代の放散虫化石 1
【第67集】日本の古生代・中生代の放散虫化石2
【第68集】日本の古生代・中生代の放散虫化石3
貨任編集/大森昌衛・市川浩一郎・亀井節夫・

水野篤行・小畠郁生・真野勝友・後藤仁敏
・ A4変型判各集2060円(税60円含む)

{第 1 期】~【第3期】全58集
+別集(総目次・総索引) ⑨好評発売中

""178 東京都練馬区東大泉6-50-9

TEL & FAX (03) 9 2 4 -5 8 6 8 

東京の自然をたずねて
大森昌衛[監修] 1'4六 'I~I 1545円(税込)
:宅島から奥多摩の山々まで、住宅地を合めたあらゆる地
械を対象に、めま〈。るしく変貌する東京のfJ然の現在を紹
介する最新版フィールドカ。イド。

絶滅した日本の巨獣

恐竜の世界をたずねて
井尻正ニ+後藤仁敏[箸] A 5 '1可l ￥ 1494 (税込) 2 ~llJ 

たのしい化石採集



国際会議案内

第 5 回太平洋地域新第三系国際会議

IUGS 太平洋地域新第三紀層序委員会(委員長 Prof. 1. C. lngle, Stanford Univ.)が主催する上記会議と
IGCP・246 (プロジェクトリーダー 土 隆一，静岡大学教授)の国際会議が共催で日本古生物学会ほかの後
援のもとに下記の通り聞かれます.

日時場所:平成 3 年(1991年)10月 6 日 -10 日 静岡市

主要なテーマ:

a) 太平洋地域における新第三紀イベント

b) 日本海及ぴ西太平洋における海洋底掘削の成果

c) 新第三紀の古海洋と同位体の変化

d) 地球的規模から見た気候変化

e) 生物群の進化と古環境の対応

f) 沿岸湧昇流の発達と海洋生産量増加の原因と傾向

g) 環太平洋の大陸のイベントと海洋イベントとの関連

h) 西太平洋の縁海の形成

ほかに，日本海側・太平洋lP'1jの野外巡検が予定されています.

First Circular はすでに関係機関に配布致しましたが，お手元にない方で関心のある方はご請求下さい.

V-CPNS-IGCP246組織委員会事務局:

干422 静岡市大谷836

静岡大学理学部地球科学教室茨木雅子

Tel. 0542-3 7 -1 1 1 1 -Ex. 5 8 0 0 

Fax. 0542 -3 7 -9 8 9 5 

別刷についてのお知らせ

化石編集部では，著者が投稿のさいに投稿原稿整理カードに記入された別刷希望部数を印刷会社へ申し送
り，印刷会社から直接著者へ別刷が送られるような仕組みにしております.したがって，別刷の仕上がりや
別刷代金の請求に関しては，編集部としては関与しておりません.これらの点でご不審の点が生じた場合に
は下記に直接ご連絡ください.

なお，別刷代金は次の式で算定されます(表紙を含む) : 

(ρx 9 + 50) x ./N x 10 

干983 仙台市宮千代一丁目23- 1 

ρ: 本文の頁数

N: 別刷の部数

東光印刷株式会社 (Te! 022-231-0894) 



日本古生物学会への醜金のお願い

日本古生物学会は ， 1935年の創立以来， 我が国の古生物学の研究と普及の中核的な団体とし

て活動を続け，近年では会員の皆様のご努力により， 一段 と近代化と国際化が進み，著しい発

展をとげつつあると思います。しかしながら，我が国の経済発展とは裏腹に ， 基礎的な自然史

科学は巨大化した生物科学・地球科学のはざまにあって，古生物学をとりまく内外の情勢はき

びしさを増していく方向にあると 言わざるを得ません。

l見iF，本会の会員数は ， I 化石友の会j 会員を加えても 1000名に満たず，最近の円高から ，

在外会員の数も減少の傾向にあります。また文部省からの出版助成金の減額， 50周年基金に対

する利率の引下げや消費税の影響!ー などもあ って，学会は経理面でますます困難な状況を迎えて

おります。 学会事務センターに対する負債も次第に増えつつあります。 本会では，評議員会，

常務委員会，その他の委員会の開催， 投稿原稿の校閲なども ， ほとんど関係者諸氏のボラ ン テ

イアに頼って経費の節減に努めて来ました。一方，本会に対しては，将来の古生物学を担う若

手研究者のためのショ ー トコース ・ 現地討論会，種々のワーキンググルーフ。への援助，内外の

研究者のシンポジウムへの招鴨， 国際交流，会誌の充実，ニュ ースの発行などが要望されてお

り ますが， 経費の面を考えると，いずれも現状では実現が困難です。

この数年，本会の会誌(報告紀事 ・ 化石)発行に要する費用は，直接出版費だけで年間約650

万円を要していますc これは会員の皆様に一人あたり原価6000円強の出版物をお送りしている

ことになります。 しかし，本会の年会費は，他の学会に比べて決して安いとは言えず， 安易な

会費の改定(値上げ)は極力避けたいと考えております。

そこで， 誠に恐縮ですが，外固め諸学会が行っているように ， 本会でも会員 ・ 「友の会」会

員の皆様の自由なご意志による酸金 (寄付金) を次の要領で常H寺申し受け，予測される窮状を

打開致したいと考え ます。 何卒よろしくご協力下さいますようお願いいたします。

記

1 .酪金金額:特に上限 ・ 下限は あ りません。千円単位でお願し、します。

2. 送金方法 : 次の蝶金専用の振替口座を設けましたので， 随時この口出にお振込下さい。

東京 4-410780 平野弘道(日本古生物学会会計係)

3 .蹴金いただいた方には受領書とお礼状を差し上げ\ こe芳名を|漣H寺「化石」誌上に公表させ

ていただきます。 いただいた蹴金は毎年一般会計に繰り入れます。

日本古生物学会会長 速 水 格



日本古生物学会特別号の原稿募集

PALAEONTOLOGICAL SOCIETY OF JAPAN , SPECIAL PAPERS, NUMBER 32 を

1991年度に刊行したく，その原稿を公募します。 本会会員で適当な原稿をお持ちの方は ， 日本

古生物学会特別号投稿規定(1988年 1 月 27 日制定， 化石44号69頁参照)を熟読の上原稿及びコピ

ーその他必要書類をそえて，下記宛に申し込んで、下さい。

申し込み先 :〒 812 福岡市東区箱崎 九州大学理学部地質学教室気付

日本古生物学会特別号編集委員会

(委員長柳田寄 一)

申し込み及び原稿提出締切 : 1990年 5 月 3 1 日 (必着 )

採否は編集委員会が必要に応じレフェリーと相談の上内定し， 1991年 1 月の評議員会で審議

決定の上 ， 申込者に回答の予定です。 ただしその前または後に申込者との細部の交渉を ， 編集

委員から求めることがあるかもしれません。

なお他からの印刷経費支出の見込みがない場合は， 199 1年度の文部省刊行助成金 ( í研究成

果刊行費補助金J )を申 請 します。 文部省の刊行助成金の申請は，学会に代っ て編集委員が行

い (例年は 1 2月上旬に申請締切) ，その採否 ・ 金額など決定後印刷にとりかかります。ただし，

文部省出版助成金が得られなか っ た場合には，出版を繰延べることがあ る かもしれません。



“化石"パックナンバーの在庫

(価格は送料込み)

〔増刊号〕コロキアム:化石硬組織内の同位体H・ H ・......・ H・..・…H ・H ・...・H ・.....・ H・..…....・H ・....・H ・.......・H ・.. (1000 円)

(13 号〕マラヤ・タイ国産古植物化石，古生物分類の理論と方法，その他 H・H・…H ・H ・......・H ・.....・H・..…一 (500 円)
(16 号〕ダニアン問題，鮮新統・漸新統論考，その他….........・H・..…H ・H ・...・H ・....・H ・.....・H ・...・H ・.....・ H ・.. (500 円)

(17 号〕シンポジウム“日本新生代貝類化石群の時空分布(そのー)"，その他・........・H・....・H ・H ・H ・...・H ・.. (600 円)

(18 号〕シンポジウム“日本新生代貝類化石群の時空分布(そのニ)"，その他 H・H・-…・H ・H・..…………… (600 円)
(21 号〕シンポジウム“化石硬組織内の同位体"，その他 H・H・.....・H ・...・H ・.....・H ・.....・H ・H ・H ・.....・H ・H ・H ・.. (800 円)

(22 号〕特集“中園地方新生界と古生物"tt…...・H・.....・ H ・.......・H・..........・H・...………...・H・.....・H ・....・H ・..・ (800 円)

(23 ・ 24 号〕特集“化石硬組織内の同位体(第 3 回シンポジウム)"t その他 H・ H ・...・H ・H ・H ・.....・H ・....・H ・(1600 円)

(25 ・ 26 号〕シンポジウム“古植物の分布とその問題点"，その他・H ・H ・....・H ・H ・H・...… H ・H ・...・H・-…H ・H ・. (1600 円)
(27 号〕深海底堆積物中の炭酸塩溶解量の測定，その他・H・H・.....・H・..……H ・H ・...・H ・.....・H ・....・ H ・.....・ H ・ (1700 円)

(28 号〕太平洋側と日本海側の新第三系の対比と編年に関する諸問題，その他……H・H・....・ H・..…H ・H ・.. (1900 円)

(31 号〕本邦白亜系におげる海成・非海成層の対比，カキの古生態学 (1) ..・H ・......・ H・..…...・H・..…...・H ・.. (1500 円)

(32 号〕四万十帯のイノセラムスとアンモナイト，カキの古生態学 (2) ...・H ・.....・H ・...........・H・-…...・H ・... (1500 円)

(33 号〕ジャワの貝化石，三畳紀 Monotis， その他・H・H・.........・H・.......・H ・......・H ・...・H ・.....・H・..…H ・H・. (1500 円)

(34号〕進化古生物学の諸問題，その地・H ・H ・.....・H ・.....・H ・.......・H・...…H ・H・-……H・H ・...・H ・......・H ・....・ H・(1500 円)

(35号〕後期三畳紀二枚貝 Monotis の古生物学的意義その他…H・H・....・ H ・.....・H・-… H ・ H ・ H ・ H ・...・H ・H ・H ・. (1500 円)
(36号〕中山層員化石，放散虫チャートの起源，異常巻アンモナイト，その他・H・H・..……H ・H ・........・H ・... (1500 円)
(37号〕創立 50 周年記念号.付:会員名簿…...・H ・...・H ・-… H ・H ・....・ H ・....・H ・.....・H・-…...・H ・.....・H ・.....・ H ・." (2000 円)

(38号〕北海道小平地域北東部上部白亜系の1t沼層序学的研究，その他H・H・...・H ・......・H ・ H ・H・-…・…H ・H ・-・ (1500 円)
(40号〕ジュラ紀・白亜紀境界付近における放散虫化石群の変化，その他…......・H ・...・H・-…...・H・...・H ・-… (1500 円)
(41号〕西南日本白亜系の古地理と古環境，その他……・H・H ・....・H ・...・ H ・H ・H・...…...・H・..…・・・…H ・H ・...・H ・. (1500 円)

(42号〕青森県尻屋層群の放散虫年代，その他・H・H・-…...・H・-…H・H・......・H ・....・H ・H ・H ・.，.・ H ・H・....・H ・...・ H ・. (1500 円)

l43号) Cyrtoca;針ella tetraμra Haeckel (Radiolaria) の頭部殻室の微細構造，その他...・H・....・H ・...・H ・-・・ (1500 円)
(44号〕日本産のフジツボ類の時空分布，その他...・H・...・ H ・......・H ・-…...・H ・...・ H ・....・H ・.....・ H ・.....・ H ・...・ H ・(1500 円)

(45号〕日本産 Glossau伽 (Gastropoda: Naticidae) の進化，その他…H・H・-…H ・ M ・...・H ・....・ H ・-… H ・H ・. (1500 円)
(46号〕石灰質ナンノ化石からみた秩父盆地新第三系最下部の地質年代，その他・H・ H・........・H ・........・H ・.. (1500 月)

29 , 30. 39号の残部はありません.
パックナンパーを御希望の方は，代金を払い込みの上，お申込み下さい.
大学研究機関等で購入の際は，見積請求書等必要書類をお送りしますので御請求下さい.
申込みと送金先:

干980 仙台市青葉区荒巻字青葉 東北大学理学部地質学古生物学教室内
化石編集部 (振替口座仙台 1-17141)

または日本学会事務センター内日本古生物学会
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