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長崎県地学会誌 第31号  (1979)

私ども長崎県地学会は,昭和36年に第 1回の

地質巡検会を行いまして,以来9毎月 1回,日

曜日に同好の士が相い集いまして回を重ね。今

回がその第 100回 を記念する巡検会となったわ

けでございます。

本日は,遠来の石島渉先生からお話を聞ける

長崎県地学会第 100回 日曜地質巡検会記念

灰藻化石特別講演
立教大学名誉教授  石 島   渉 博 士

会 長 挨 拶

△
〓

会 長  小 林 茂

というので大変楽 しみにしております。天候が

どうかと懸念されましたが,今 日 1日 は大丈夫

のようでございます。

本会を催すに当り,世話人の方とか,事務局

の方々には大変お世話になりました。今日は,

よろしくお願いいたします。

先生は東京水産講習所9現在の東京水産大学

を御卒業後,東北大学理学部地質学教室に進ま

れ,今日お話をいただく石灰藻の化石について,

ず っと御研鑽を積まれて今日に至 っておられま

す。 もちろん,日 本における石灰藻研究の第一

人者であられると同時に,世界的にもそのお仕

事は評価されているわけであ ります。七釜鍾

乳洞の石灰藻の中から既に 4種類ばかり識別さ

れており,そ れは本会の名誉会員であられる野

田光雄先生の論文にも引用されております。

先生は,現在,立教大学の名誉教授になられ

ておられますが,現役時代には体育会長を永 く

勤められまして,現在のジャイアンツの長嶋監

督等が活躍 した黄金時代にも,体育会長をなさ

石 島  渉 先 生 の 紹 介

副会長  鎌  田 泰  彦

っておられたというように,ス ポーツにもお詳

しいと承 っております。

なお,それ以外の学問的な御経験や,ど うい

うことを御研究なさったかは,先生御自身によ

ってお話いただけるものと思 っております。

今日は,ち ょうど足 もとが石灰藻をふんだん

に含んだ石灰岩地域での巡検会であるというこ

とで,先生にお話をとお願いいたしましたとこ

ろ.早速お引き受けいただき,遠路お越 しくだ

さってのご講演で,私ども非常に喜んでいる次

第です。

それでは,こ れから約 1時間にわたって,お

話をいただきます。
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記念特別講演

石灰藻化石の分類・生態及び

地質学的意義

理学博士

は じめ に

長崎県地学会の 100回 目の巡検会だそうであ

りまして,全国的にもこういう地学会というも

のは,京都にもございますが, 100回 を重ねて,

これだけの多数の方々がお見えになる, しかも,

いろいろな階層の方がお見えになる非常に珍 じ

い会で,ま すます御発展になるようお祈 りしま

す。

なお, 100回 目ということでお招きを受けた

ことは,大変光栄の至りで, しかも石灰藻のた

くさん出る本場でお話できるというのは,私 と

しても嬉 しく思います。そこで,早速お引き受

けいたしまして参 ったわけですが,私,な にぶ

ん話がへたなんで,何がとび出すかわからない

んですけれど……。
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石灰藻というものを研究 して519 2年になる

んですが,実はまだ何 も分らないんです。分 ら

ないんだということが分 って頂ければ,こ れま

たありがたいことなんです。

どんなものでもそうですが,一つのことを長

くやっていましても,やや,日 本のものについ

ては分 らて来たという程度です。今は東南アジ

アのものから方々の国のものをや っております

が,日 本のものは大体ひと通りは見たつもりで,

やや分 ってきた。 しかし,ま だ不明な点が無数

にありまして,こ れからそういうものを後に続

く若い方にやって頂ければいいと思いまして,

石  島    渉  (立教大学名誉教授 )

何かの御参考になるというようなつもりで,ご

く概略をお話 したいと,先ず申し上げます。
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石灰藻と申します ものは,読んで字のように

炭酸カルシウムを細胞の膜の中か,又は,体の

中に含んで体が硬 くなっている藻類を総称する

んです。

とにかく,普通の海藻と違いまして非常に硬

い。従 って,化石によく残 って地層中に保存さ

れますので,古生物学の方でも,地質学の方で

も非常に藻類は化石としては重要なものです。

しかし, こういう石』疋藻という名前は多分に

生態学的意味をもった名前でして,先ず分類学

上の名前ではございません。従 って,石灰藻と

いうものは分類学的にいいますと,緑藻に入 る

ものが一つ。これにはコンブ・ ワカメ 0アラメ・

ヒジキとい ったようなものは,この科には全然

ありません。それから紅藻:こ の二つの中に石

灰藻というものは含まれているわけです。

その中で も,(こ の七 釜でもたくさん含ま

れているのですが)紅藻類中のサンゴモ科が圧

倒的で,若い時代の石灰藻のほとんどがこの中

に含まれています。そのほかにはギムノディウ

ム科・ ソレノポラ科,こ ういうものは石灰藻で

す。緑藻の中ではミル科・ カサノリ科などです。

そういうわけで石灰藻というものとサンゴと

は非常に密接な関係がありまして,こ れらが一

緒になって石灰岩を造り上げている例がほとえノ

どなんです。私達は岩石を造るもとになってい
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る藻類を造石灰藻類といっています。
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これか らたくさん出てまいりますが,そ の前

にちょっと余談なんですが,「海草」と「海藻」

とを,い っしょくたになさっては困るんです。

学問的には昔はやかましく分けていたんですが,

近頃はいっしよくたに使 っているようで,

舗agrass あるいは Seaweed といわれている

方は,ち ょうど暖い海岸地帯の砂地の中にショ

ウブの葉みたいに出て花の咲 く方を海草といい

ます。

コンブ, アラメ, ノリといったものは,Algae

という「藻Jと いう方を使わなければいけない。

それが,近頃は新聞なんかでも両方ともごちゃ

ごちゃに使 っているが,全 く別のものでござい

ます。専門的にいいますゾステラ (ZθS″宅 )

アジモという仲間とかピロスハイックス等とい

う仲間は,みんな「草」という方を使いまして

花の咲 く顕花植物で,海草には違いませんが本

質的には違うし,繊維をもっています。海藻の

方にはこれがありません。軟い:そ の中で炭酸

カルシウムを体の中にもっているから硬いんで

して,そ の仲間を総称 して「石灰藻」と,分類

学上はこのように分けるもんであるということ

を,最初に申し上げておきます。
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そして,植物ですからやはり同化作用が必要

なわけです。従 って,海の中をよく調べてみま

すと,海面か ら,つまり,太陽光線が入 ります

と,七色の光線のうち Red,Orangeこ れが一番

同化作用に必要な光線なんですが,それが表面

でみな吸収されちゃうわけです。従 って深い所

のものは赤い光が届きませんから,深い所には

石灰藻に限 らず藻類というものはないわけなん

です。石灰藻の場合には,そ の深度はだいたい

40mか らせいぜい60mです。50尋の所で獲 られ

たという例がございますが, 50尋 というと91m

で,こ れはほとんどありません。だいたいが40

～60mく らいを限度として,それより浅い所に

生活 している。

それでは, 400～ 600mと いう深い所にある

例えば深海サンゴというのがあるといわれるか

も知れない。海藻でもかなり深い所にある,と

いわれるかも知れませんが,そ こは,自然とい

うものは非常にうまくしたもので:深い所にい

るものは,そ の足りない赤い光線を補色と称 じ

て体の中に色素としてもつわけです。だから,

赤いサンゴは深い所にある。深い所にあるとい

うことは,いいかえますと非常に成長が遅いの

です。遅いということは,ま た体が硬 くなると

いうことです。従 って,深い所にいるサンゴは

ネクタイピンとかカフスボタンになるというよ

うに細工物になる。 しかも,採 りにくいから大

変高価というわけです。

海藻 も深い所 にあ るものは補色 ,つ ま り

Complementary c010rと して赤 い色素を もつ

わけです。浅い所には緑藻,中間には褐藻,深

い所には紅藻という順番に,だいたい分布 して

いるわけですが例外があります。例えば,皆 さ

んが召 し上るノ リ,浅草ノリ。あれは黒 く見え

ますが,火の上であぶりますと緑色に変 ってい

きます。赤い色素が抜けて しまうんです。これ

は浅い所にありますが紅藻なんです。
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こういう例外はありますが,要するにサンゴ

モという仲間は40mか ら,だいたい60m位の所

に住んでいる。戯度 (海水の塩気)は だいたい

27～ 30の ところが限度です。単位は%プ ロミー

ルですから l kgの 海水の中に27gの塩分がある。

薄 い方 は27gの ところを限度として生きてい

る。 これは限度 です。最少限度でして,も っ

と濃い方を喜ぶわけです。逆にいいますと,石

灰藻というものは非常に嫌いなのは淡水な訳で

す。それだから水の注 ぐ所9川 の出回等には絶

対といっていい位に住んでいません。これはサ

ンゴも同じであります。だから造礁サンゴ類と

-3-



石灰藻とは非常に共通 した生態条件をもってい

る。そこで,い ろいろな問題が起るんですが,

多少,大きな点で違 うこともあるんです。サン

ゴと共通な面 もありますが非常に違 う面 もある。

サンゴのことは後にしまして,藻類の中でこの

土地に一番関係のあるサンゴモ,こ れを主とし

てお話 し申し上げたい。
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サンゴモは,も っと詳 しくいいますと,二つ

の亜科に分けられます。科を細かくして亜科と

申しますが,一つをサビ亜科, もう一つを狭い

意味のサンゴモ亜科といい ます。七釜 に見 ら

れるように,あ る核 (底質,砂とか岩とか)が

あって,そ の上にコケのように薄 く付 くもの ,

これは昨日伊王島で採 ったもので現生のもので

すが,石がありますと石の上に薄 く一重に付い

ている。これもサビ亜科に入る。

サビ亜科というのは,要するに岩の上に,極

端な場合は一重に付いておりますが,そ の上に

コブのように出て成長 しているものとか,あ る

いは丸 くなっているものとか,要するに核 も何

もない石ころみたいなもの。これでサンゴモな

んです。サンゴモの中のサビ亜科なんです。

これを割 ってみますと,真ん中に付着 してい

る石がありまして,そ の周 りを成長につれて囲

んで,あ る程度大きくなるとこういうコブにな

る。コブを出さずに栗のイガみたいなものもあ

ります。こういう遮ゝ うに硬い。従 って,化石と

して完壁に残るんです。

こういうものでもって,全部含めてサビ亜科

と申しますが,それの一番たくさん出て くるも

のを絵にしたんですが,こ れを見まして,外側

が栗のイガみたいだから何属とか,一重だから

何属などとはなかなか言えない。全部薄片にし

て顕微鏡でその構造を見ないとどういう属であ

るかは判 らない。そういう厄介なものなんです。
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属の程度までは,どうしても解剖 して石灰を

抜いてしまうとか, ミクロトームにかけて切断

してしまうとか,そ ういう遮ゝにして調べるので

すが,こ ういう研究は1895年以来,ほ とんど行

なわれていない。そこで,私が,大学の卒業論

文に,日 本ではこういうものは判 っていないか

ら,ど ういうものが日本にあるのか調べろとい

うことで卒論で始めた。これが縁で,今日まで

その分野をや ってまいったんですが,あ まりに

も広すぎて,大変難渋 したわけであります。ま

ことに遅々としてお恥 しいんですが,ま だ,分

らぬものだらけです。

しか し,い ろいろ調べてみて,一番comm On

なもの,一番よく出てくるものは,こ こに書い

たものぐらいなんです。 (第 1図 )

黒 く塗 ってあるものは底質で,石でも本でも

岩でも何でもよい。その上に,基層といいます

が,斜めに細胞が並びます。それから直角にず

っと出て上はこぶになったり,平たくなったり,

いろいろと形は変わりますが,要するにこうい

う構造をもったもので,芽の出る穴が幾条にも

なっている。つまり,こ れは芽の出る穴でコン

セタクル,極端に言うと幾つにも分かれている。

こういうものを Lグノんαんαπηグ%z,こ れは今で

も生きていますから,和名でイシモと言います。

今,表面 か ら見た ところでは,七釜のもの

もイシモが大変多いのではないかと思 っており

ます。 (M2)

それから多いのは,こ の基層がきれいに弓な

りに湾曲 していて,上の直角の構造のものと分

化 している。 しかし,芽の出る器官は全然違い

まして,穴は二つしかない。こういうものを

Lグ′力ψカタ〃%解  ,つ まり和名でイシゴロモと

普通呼んでいます。これは,現在の海にもたく

さんあるんです。(NQ 3)

それから,芽の出る器官が一列にず っと数個

ずつ並んでいる。これを 4/θ力αθθ″′力θ′んαzηグπ笏,

古いイシモと呼んでいます。 (No l)
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第 1図  サ ンゴモ科無節群 (サ

1. 五″θんαθθノグ′力θ′みα%πグ%%
2.ιグ′力θ′力απ%グ %π (イ シモ )

3.Lグ′力α滋ノルπ (イ シゴロモ)

4.ル rθぶのヵノ〃%π

5.  Dθγ%α′θノグ′力θπ

ビ亜科)の代表的属の基本構造

6.  ′θ%θノグ′力θπ

7.Gθπグθノグノん
"

8.ゴ/θあわθsグα

9。 Lグノカ″θ″ノル
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ですから,構造を見るとこれくらいの区別は

つくんです。これらの構造はどんなものにでも

残 っていますから,す ぐ区男Jがつきます。さら

に, もっと種類を調べていきますと,中 には

Gθηグθπ′力θπ (第 1図 )と いって,基質はイシ

モと似ているが,普通の中層をつくっている細

胞の数倍 も大きな異形細胞が縦に並んでいるの

や,そ れが横に並んでいる Pθγθ″′力θπ。それか

ら,今 ここに持 ってまいりました一重の薄いも

のが覆 っているという νθノθbθ Sグα , これがも

う少 し厚 くなったものを 膨′んψθπ屁′ と言い

ます。

これ くらいのものが一番,こ の石灰岩にもた

くさんでてくるということだけは申し上げても

いいと思います。そして, Lグノカθ′んαππグ%物 を

除いては,大体温帯から亜熱帯にかけて最も繁

殖が盛んでありますが, シ′んθ′んαπηグπ%の 伸

間のある種類は極地にまでおります。北極とか

の海の中にも生きています。あとのものは,み

な大体温帯から亜熱帯 0熱帯にかけて繁殖 し,

中には,そ ういうものばかりでサンゴ礁という

か礁をつくっているわけです。つまり,島があ

りますとそういうものだけで礁をつくっている

もので,私は藻礁と呼んでいます。
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サンゴ礁と一日に言いますが,た くさん調べ

てみますと,南洋あたりの海でもサンゴ礁とい

われているけれども実際はサンゴ礁ではなくて

′θγθノグノんθπ 礁である。あ
｀
るいは Gθπグθ″′んθπ

礁であるという例がありまして,そ ういうもの

は全部 Coral reef(コ ーラル リーフ)と 言わ

ないで Algae reef(アルゲーリーフ)と 私は

呼んでいるわけです。

藻ができている礁でありまして,そ ういうも

のが現在の日本の陸地の中にたくさん分布 して

いるのです。つまり,石灰藻などは,非常に古

くなると石灰岩という岩石に変わりますが,こ

れの薄片をつくってみて藻類が圧倒的に多けれ

ば藻類石灰岩と言い,そ のようにして,サ ンゴ

石灰岩,貝殻石灰岩,海ユ リ石灰岩,有孔虫石

灰岩等というメゝうに石灰岩の中を占めている生

物の種類によって,こ れを形容詞にして前に付

けて言 っていますが, この藻類石灰岩というも

のが非常に多い。よく調べてみますと,今まで

単にサンゴ石灰岩といっていましたものが,藻

類石灰岩と名前を変えなければいけないような

例が実は相当にあるということが分 ってまいり

ました。そういうことのあらましが分 ってきた

という程度で,ま だ細かいことはこれからたく

さんやらなければいけないんです。
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御承知のように,日 本の国で今,地下資源の

中で輸入 しないで,特に輸出できるものは何か

とい ったら石灰岩と硫黄 しかないでしょう。あ

とのほとんどの地下資源は輸入 している状態で

す。その石灰岩が秋吉台や安家洞など日本中に

たくさんあります。そして,こ れ らは 2億年前

のアジア大陸縁辺,古生代の海の中のものであ

りますが,そ れが隆起 して日本中の全島に分布

しているわけで,こ の古生代の石灰岩の中に,

実は藻類がたくさん入 っている。その藻類はサ

ンゴモとは全然違 うものでして,そ れはカサノ

リ科の仲間に入るものです。

現在カサノリ科というものは,熱帯の海にわ

ずか数属生きているだけという程度のものです

が,古生代から中生代にかけての石灰岩から出

てくるカサノリ科は大体60属 ぐらい判 っており

ます。これらは何百という種類のものでありま

して,私は日本の陸地の植物と同じように,海

の中も大体,サ ンゴモ科の時代が今の時代から

第二紀にかけての新生代・ カサノリ科の時代が

中生代からさか上 って古生代と,は っきり分け

られると思います。これは,分布を見ましても

かなりはっきりしていますので,現在生きてい

るのは生き残 りのカサノリ科のいくつかである

と,こ ういうメゝうにはっきり分けられます。
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話をもとに戻 しますと,先 き程言いましたよ

うに,石の上に平たく付 くんではなくて,普通

の海草のように立体的に伸びる海藻。それの中

の狭い意味のサンゴモ科といいますが,そ の一

例がここにありますように立体的に上に伸びて

いく。これも硬い。その絵をプリントに一部書

いておきましたが,ていねいに見ますと,やは

り芽の出る器官が真中にできるもの,頂天にで

きるもの,両裾にできるもの等あるわけです。

大部分がこういうものによって分けられます

が,化石に出てまいりますので,どなただって

ちょっと見れば半Jる わけです。立体的に育つの

が狭い意味のサンゴモで,同 じ立体的に育つの

でも, ミル科の仲間に 〃ググ%πα (サ ボテング

サといっています)と いうのがありますが,こ

れもよく出てきます。現在生きているものはこ

ういうものです。

これは昨年タヒチ島で取 って来たんです。大

きいんですが,そ の一部をちぎって取 って来た

んです。立体的に育ち9葉 っぱの形に大変よく

似ていますが,こ れも,こ れば っかりで石灰岩

ができています。そういうものを 〃αノグ笏θ力 石

灰岩といって,南洋あたりにはたくさんありま

す。

こういう」、うにひと口に石灰岩と申しまして

も,そ れに入 っているものによって私達は時代

を決め,古環境を決め,古生態を考えるわけで

す。

概論としては石灰藻の Lグ′力″力αtt πグ%物 を除

いては,と にかく温い環境でできたということ

はまず間違いない。
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この七釜の ものを初めて見てびっくりした

わけですが,こ んなに一つのものが一か所にサ

ンゴを混ぜないで (ち ょっと見たところでは,

ほとんどサンゴがないようですが)集まってい

るというのは例を知りません。これは非常に珍

サ ンゴ の成 長

が 速 い

―
新 し い海 水

第 2図

しい。 しかも, もう一つ時代が古第二紀です。

こんなところで申し上げなくとも,皆 さんは

とっくに御存知だと思いますが,地質時代の区

分も.歴史の方で昭和の時代とか明治の時代と

いうぶゝうに分けるのと同じ理屈です。昭和内の

時代を分けるとすると,戦争前と戦後とに分け

るでしょう。天皇が亡 くなられたとか,戦争と

か,政治の形態が変わ ったとか。国民生活が変

わ ったとかいうことで歴史の区分がしてある。

それがなくなると,こ んどは伝説とか神話とか,

それもなくなると,地中から出るものによって

区分する。理屈は同じでして,地球の歴史 も,

その時代時代に圧倒的勢力として繁殖9繁栄 し

た生物によって,大分けに恐龍が栄えた中生代

とか,そ の前の古生代とかいうように分けるわ

けです。その大分けの中で,新生代というもの

をもっと小さい単位でいえば,暁新世,始新世,

漸新世,中新世9鮮新世というように分けてい

ます。

こういう新生代に時代 を占めてい る七釜の

例は,日 本の鍾乳洞の中にはおそらくあるまい。

みんな日本の鍾乳洞はどこのを見ましても非常

に古い。古生代のものが圧倒的に多い。それは

先程申しましたように,日 本の陸地とい うのは

時代が若い。海底になった時代がず っとあるわ

けです。少なくとも古生代の終 りまでは海底だ

ったわけですから海底時代の堆積による古生代

の石灰岩が当り前なんです。ですか ら,こ の七

釜のように,若い時代の石灰岩は全国的にみて

も,沖縄を除いてはまずないん じゃないか。と

すると,大変特殊な環境の中にできたというこ

とだが,なぜサンゴが入 っていないのか,先か

↓

辮

-7-



サンゴは育たず (断崖絶壁)

第 3図

ら考えているのですが非常に不思議だと思いま

す。大体は共存するんです。古生代の石灰岩で

も藻類とサンゴはほとんど一緒に出ている。そ

れが,今ちょっと見たところではサンゴが見え

ませんので,大変不思議な環境下にできたん じ

ゃないか。時代が大変若いし,い ろいろな点で

非常におもしろいと, こういうも、うに思 ってい

ます。

-12-
ついでながら,サ ンゴには御存知のようにせ

いぜい40mく らいの所までしか生息 しない浅海

サンゴがあります。 100m～ 200mの 深い所の

サンゴもあります。先程言いましたように,飾

りにするのは深い方のもので,石灰岩をつくっ

たり,サ ンゴ礁をつくったりするのはみな浅海

サンゴです。これがなかなか重要なんでして,

私は毎年のように南方に出かけるんです。昨年も,

ある本を読んでいましたところが,私 と同じよ

うなことをしているアメリカ人が書いたものの

中に,南方の中でもタヒチ島,ニ ューカレドニ

アの海に行 くと見られると書いてある。そんな

ことってあるのかなと思 って,そ の本を読んだ

のが動機で,急に成田開港 1か 月日の 6月 10日

に成田を発ち,ニ ューカレドニア,フ ィージー
,

サモア,タ ヒチまで行き,タ ヒチからモーレア

島という所に行 って,そ こで滞在 して実際を見

て来たんです。

＼   サ ンゴ

―
一

石灰岩

第 4図

サンゴ礁というものは御承知のように,海岸

がこうありますとサンゴ島がこうあるんです。

そして,その縁へずうっとサンゴが付いている。

これがサンゴ礁の中の裾礁といわれているもの

で,そ の幅は数 kmか ら10数 klnの ものまでありま

す6上 か ら島を見 ますと,潮が干いた海の中

ヘー面 に生 きてい るサンゴ礁がずうっととり

囲んでいる。その下は死ん じゃって石灰岩にな

っている。この所を見て感 じたんですが,サ ン

ゴモの仲間を含めて石灰藻は真水は大嫌いだと,

これは証明されています。 (第 4図 )

南洋に行きますと沖の方で波が立 っている。

船の上から見 ると夜など島からはるか離れたと

ころに波が立 っている。船は一体,ど こに着け

るんだろうと僕 らはちょっと不安になる。そう

すると, 自然というものは非常にうまくできて

いて,島の中から川が出ています。川の注いで

いる所は断崖絶壁で9サ ンゴは全然育 っていな

い。そういうところを船は入 って行 くわけで,自

然の良港ができている。 (第 3図 )

真水が流れこんで塩分が薄 くなるところでは

これくらい徹底 してサンゴは育たない。そこで,

南方なんかでも,大陸の海岸には発達 しない。

川の影響でして,大洋中の孤島にサンゴ礁はで

きるというのがよく分る。それと共に,サ ンゴ

モも造礁サンゴも真水が嫌いだということれ こ

ういう例を見ても非常によく判る。

そういう裾礁が,次第に島が沈降の傾向にあ

って,他に条件が変 らなければ,だんだんサン

ゴ礁は変わ ってい く。つまり,沖から新 しい海

水が来るということは,新 しい栄養分,プ ラン

-8-
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第 5図

ク トンを含んだ海水が来るわけですから,沖の

サンゴの成長が速 くなる。陸に近い方は遅 くな

る。同時に島は沈降の傾向にありますから中に

湖ができる。それが礁湖 ラグーンというわけで

す。

やがて,島が完全に沈んでしまうと, もとの

島の周 りに環になってサンゴ礁が残る。これが

環礁といわれるもので,説明をしたのがダーウ

ィン。その説を沈下説といい,世界的に有名な

説なんです。 (第 5図 )

このラグーンは,島が沈下 しても礁湖の中の

深さというものがほぼ一定 しているという点が

神秘的なんです。ほとんど70～ 90mま での間な

んです。それに,礁湖は広 くなる,狭 くなるが

大体一定 している。その一定 している点に目を

つけてダーウィンの沈下説を否定 し,氷河説と

いうものができた。デーリーの氷河説です。

もちろん,現代の南極の氷が,仮 りに皆融け

たとすれば地球の海面は50m上がる。50m上が

れば今の都市というものは,ほ とんど海の中に

入 ってしまう。逆に氷河時代がくるとすると,

大陸を覆 う氷河が持 っていく水は海の水ですか

ら,海面は下がる。この海面の上下運動という

ものが最近まで繰り返 し,繰 り返 しあった。こ

の海面の上下運動とサンゴ礁の成立とを結んだ

のはデーリーで,こ れも大変有名でして,現在

どちらがよいのかはまだ議論があるところで解

決しているわけではない。

-13-

こういう基本的問題まで未解決のものはある

んですから,我々がこんなものをいじっていて

も,総べてが分るなんて,そんなことは私はと

ても考えられない。コツコツと,今後日本の石

灰岩はどういうものによって,本当に構成され

ているのか,そ ういうことを考える意味で,基

本的な,今は分類ということにそれ一筋に手が

けてコツコツやっている。

私のように怠け者は,な かなか一挙にそうい

うことは解決することはできませんが,今 日は,

造岩藻類はこういうものであるということと,

こんなものが海藻なんだということを御認識 し

ていただければそれでよい。

これはタヒチで採 った〃αノグπθグαなんですが,

軟かそうで触 ってみると普通の海草とはちょっ

と違う。これはイシモです。こういうものが藻

類だということを見ていただければ……。これ

と同じものがそういう所に入 っている。中に入

っているものは今日採 って調べてみるつもりで

すが,は たして,見 たところイシモのような感

じがいたします。 彫′んθ′力αππグ%% の中のもの

か νθSのあノ〃%%の仲間ではないかと考えてい

る。それを楽 しみにして持 って行 って調べてみ

ようと思います。

こういう現在のものと比較 してみないと分り

ませんので,現在の石灰藻 も折りあるごとに,

方々の海岸で採 って調べているわけです。

-14-

学問というものは,どんなものだってエンド

レスなもので,コ ツコツ少 しずつ分 っていくも

のです。一人の時代に分るもんではございませ

ん。

この石灰藻の研究でも,日 本で端緒を開いた

のは西原キュウガクという人で,1895年なんで

す。それ以来,ほ とんどない。それから1928年

に東北大学の矢部教授が一度書いておられる。

-9-



その先生が,私にこういう方をやれというわけ

です。

世界的に見ますと, ドイツ・ オース トリア 0

ノールウェーとか。アメ リカはちょっと遅れて

始まり,今はアメリカとソビエ トが一番こうい

う研究は盛んでございます。開いた人は外国な

んですが,日 本では学者が採集 したものを,い

ちいちヨーロッパに送 って名前を付けてもらっ

て知 った。その歴史が非常に長いですね。

ようやく,日 本でも,日 本人がやって大体の

ものは見当が付けられるようになってきた。こ

の頃は逆輸出するものも出てきていますが,遅

ればせながら, ボソボソとこれからそういうこと

をやっていこうと考えている。

―-15-―

この表は,一番新 しい現代の石灰藻のサンゴ

モの細かい分類表でありますが和名がほとんど

ありません。仕方なく属名を右に並べたわけで

す。これだけが今,世界に知 られているサンゴ

モの仲間です。研究中ですから,ま だまだ増え

ても減ることはもちろんありません。(表省略 )

ただし,地質学者と生物学者のやっている海

藻学者とは意見の違 うところがあります。それ

はどういうところかというと,生物学ではこう

いうコンセクタルのできるまでとか,細胞と細

本日,長崎県地学会 100回巡検を記念いたし

ま して, この七釜 で開催いたしましたところ9

石島先生には遠路おこしくださらて,御講演を

いただき,御指導賜わりますことに深く感謝申

しあげたいと存 じます。

私達の地学会は,非常に階層が広 うございま

して,本 日も,子どもさんから大学の先生まで

という次第でありましたが,た だ今の御講演は,

皆さんに判 りやす く,手 にとるように御説明を

いただきました。益するところ非常に大きなも

胞のつながりがどういう機構でなるんだとか,

そういう非常に細かい事で分けるんです。とこ

ろが化石はそういうことは分りません。軟質部

はこわれてしまっています。

したが って,形質を主体として形態学的に分

ける方が便利だし,それで Horizon makerと

しては役に立つわけで,我々がいうところの

スた力αθθノグノカθ′力α%πグ%%と いう名前は生物学者

は使わないんです。 、わθγθ″′んθπ とぃう名前

を使 っています。同じことなんです。生物学者

の方は シ θ知ノグノカθπ の方がいいんだなんて言

いますがそれは嘘で,実は化石が先に見つかっ

た。その口,ト クラッチという人は

■π力αθθ″ノんθノカαππグπ%と いう名前を使 って発

表 した。それを知 らないで,後の人が

シ θγθノグ′んθπ という名前を付けた。これが正

しいんだという人 もありますが,こ れは間違い

で,実は ■π力αθθノグ′力″力α解″%%と 同属異名な

んでして,こ れを使 うべきだ。

む す び

取りとめもなく,誠に雑駁な話で申しわけな

いんですが,私がや っています一端をお話 した

次第です。どうもありがとうございました。

(拍手 )

副会長  西 村 進

のがありました。

また,こ の道の学問の現状につきましても,

あるいは研究の方法につきましても,い ろいろ

と示唆 していただき,私達非常に喜んでいる次

第でございます。

今後共9折 りにメゝれまして,先生の御指導が

得 られますれば幸いと存 じております。

今日は本当にありがとうございました。

(拍手)

(テ ープ再録・編集 渡辺博光 )

拶挨のネLお

-10-




