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要旨：群馬県吾妻郡中之条町に分布する, 沢渡層折田凝灰質砂岩泥岩部層（おそらく中期中新世
中頃）から新たに褐藻類化石が産出した. 標本（GMNH-PB-2632 とそれと対になるNHFM-KHDS 
[中之条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」唐澤寛寄贈資料]-0002）は, 枝や小枝（ないしは葉）への分
岐の付け根に円形の断面を持つ単一の気胞を伴うことから, ウガノモク属の一種Cystoseira sp.
に同定される. この化石は, 日本国内におけるウガノモク属の2例目の化石記録となる.
　現在の日本周辺に生息するウガノモク属3種はいずれも北半球の冷温帯から寒帯の海岸,すな
わち冷涼な海洋環境に分布している. このことから, 中期中新世中頃の東北日本の海洋表層には
暖流だけでなく,海洋表層に寒流も影響が及んでいたことが示唆される. 沢渡層で見られる冷涼
な環境と温暖な環境を好む生物群の混交は, 中期中新世の熱帯海中事件以降の冷涼化に伴って
温暖期と冷涼期とが振動したことによる影響かもしれない. また, ウガノモク属やいくつかの岩
礁などを好む魚類の化石が産出していることから, 沢渡層の堆積場の近傍には岩礁や暗礁のよ
うな硬い底質の場所が存在していたと推測される.
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Abstract： A new occurrence of fossil brown alga from the Orida tuffaceous sandstone and mudstone 
Member of the Sawatari Formation（assumed to be middle Middle Miocene）in Nakanojo Town, Gunma 
Prefecture, Japan, is reported. The specimen（GMNH-PB-2632；and its counterpart NHFM-KHDS-0002）
has round-shaped single pneumacyst in some bases of branches and twigs（or short rod-like leaves）, and 
is identified as Cystoseira sp. This alga is also the second recorded fossil of the genus from Japan.
Three living species of Cystoseira are distributed in coastal areas of Japan and are dominantly between 
cool-temperate and frigid regions of the Northern hemisphere. They prefer cool-temperate marine 
conditions. Through the basis of the distribution mentioned above, it is suggested that some cold 
currents also influenced surface water of northeast Japan, including Gunma, in the middle to late 
Middle Miocene, not only warm currents. The mixing of the biota that preferred cool- and warm- 
temperate marine conditions in the Sawatari Formation might be the result of climate oscillation 
between warming and cooling, after the Middle Miocene Climatic Optimum. And on the basis of the 
occurrence of Cystoseira and some fish fossils, it is also suggested that there were rocky shores, reefs or 
some hard substrates near the sedimentary environment of the Sawatari Formation.
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はじめに

　褐藻類（褐藻綱：Phaeophyceae）は，「紅藻類（紅藻綱：
Rhodophyceae）」，「緑藻類（緑藻綱：Chlorophyceae）」と並ん
で，いわゆる「海藻類」を構成する主な分類群の一つであり，

全世界に1500～2000種が知られている（Taylor et al., 2008）. 
この仲間はわずかな種類を除くと全て海生であり，多細胞

で，かつ褐色を呈している．その中にはコンブ，ワカメ，

ヒジキなど人類が食用としている種類も少なくない（田中・

中村，2004）．褐藻類の起源は先カンブリア時代まで遡る
ものと推定されているが，形態学的見地から褐藻類である

と推定されている化石は，古生代オルドビス紀後期のもの

が知られている．しかしながら，明確にこの分類群に同定

される化石記録は，それよりも4億年以上も新しい新生代
古第三紀漸新世のものが最古であり，それ以降の時代のも

のを含めても，化石記録は少ない（Taylor et al., 2008）．
　群馬県北部に点在する海成中新統（群馬県地質図作成委

員会，1999）のうち，吾妻郡中之条町折田地区に分布する
中部中新統の沢渡層折田凝灰質砂岩泥岩部層（中村，1986，
2005；以下折田部層と省略する）からは様々な化石が知ら
れている．中でも魚類化石（金澤，1930；内田，1930；斎藤，
1930；本多，1931；新野，1937；長岡，1938；Niino，1951；
佐藤・中之条古生態研究グループ，1968；昆ほか，2004；
長谷川ほか，2005）は有名で，複数の層準で確認されてい
る．沢渡層折田部層の古生物学的研究の歴史は，昭和初期

の1930年代まで遡ることができ，当時この地域で化石を採
集した東京博物館の本多厚二は，折田において魚類と共

に，エビ，広葉樹（原文では闊葉樹）の葉，そして「あま

も」属と思しき化石が共産したと述べている（本多，1931）．
　これらの中でも特に「あまも」は興味深い．なぜなら一

般的に硬組織を持たないアマモ類や海藻類といった海生大

型植物の体化石の産出は稀であり，その産出は化石生成学

的観点からも重要だと考えられるからである．しかしなが

ら，本多の報告は1ページのみからなる採集調査に関する
短い報文で，掲載写真も化石産地と魚類化石各1点しかな
い．そのため「あまも」化石がどのようなものであったの

かは全く不明である．また東京博物館の後継機関である国

立科学博物館にも本多が採集した標本は残っていない（国

立科学博物館・植村和彦博士からの私信による）．沢渡層折

田部層産「あまも」化石が再検討できないことは遺憾であ

るが，いずれにしても海生の大型植物の体化石は分類学的

観点のみならず，これらの大型植物が当時の海洋生態系の

一次生産者の一端を担っていることから古生態学的にも重

要である．

　1993年5月，筆者の一人・唐澤は，折田地区を流れている
四万川を調査中に，網目状の構造を呈する化石を発見し，

これを海藻ではないかと考えて採取・保管していた．2011
年，沢渡層折田部層産エビ類化石を寄贈するために自然史

博物館を訪れた唐澤は，海藻と思しき化石も併せて持参

し，髙桒と共に標本を観察した．そして，この化石が海藻

である可能性が高いことを確認し，さらに検討を進めるこ

ととした．同年7月，現生海藻類の専門家である吉崎と髙
桒の間で連絡が取れたため，直ちに標本の写真を送ったと

ころ，海藻化石であることは間違いなさそうなので一度直

接観察したいとの電話が髙桒に寄せられた．

　2011年9月7日，東日本大震災で被災した岩手県山田町の
海藻標本のレスキュー作業などの合間を縫って，吉崎が群

馬県立自然史博物館を訪問した．唐澤も同席して一緒に標

本を観察し，予察的な同定を行った．そして吉崎が標本を

持ち帰って詳細に検討し，併せて全体の復元図を作成する

ことで，論文を共同執筆することを打合せた．

　ところがその三日後（9月10日），吉崎は心ならずも不帰
の客となってしまった．本研究も頓挫しかかったが，先述

したように褐藻類の化石記録が極めて貧弱で，その蓄積が

この分類群の進化を検討する上で重要であること，また沢

渡層折田部層における生態系を復元する上でもこの化石が

重要であることは明らかであった．そして吉崎も今回のよ

うな化石海藻類の研究を少しでも前に進めることを望んで

いるものと考え，現状で判明しているところまで公表すべ

きと判断した．幸いなことに，吉崎は9月7日の群馬訪問時
に属レベルでの同定を済ませていた．そこで予察的ではあ

るが，その結果を報告し，併せて日本産の大型海藻類化石

の概要をまとめた．なお，本報告で用いる略号は以下のと

おりである；GMNH-PB：群馬県立自然史博物館古植物コ
レクション；NHFM-KHDS：中之条町歴史と民俗の博物館
「ミュゼ」唐澤寛寄贈資料．

Fig. 1. The locality of new fossil material of brown alga（GMNH-PB-
2632 and NHFM-KHDS-0002 ［counter part of GMNH-PB-
2632］）; Using the topographical map“Nakanojo”, scale 1:50,000 
published by the Geographical Survey Institute of Japan.
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化石産地の地質

　褐藻類の化石標本は，群馬県吾妻郡中之条町の折田地区

を流れる四万川河岸から産出した（Fig. 1）．褐藻類化石を含
む母岩は風化して灰色～黄灰色を呈して，葉理を伴う凝灰

質泥岩である．葉理は炭質物の多く含む部分で顕著に見ら

れる．中之条町周辺に確認されている栃窪層，赤坂層，沢

渡層などの中部中新統のうち，四万川流域には沢渡層が分

布している（中村，1986，2005；群馬県地質図作成委員会，
1999）．沢渡層は岩相の違いにより，下位から順に折田凝
灰質砂岩泥岩部層（折田部層），寺社原軽石凝灰岩部層，在

上凝灰岩部層の3つに分けられる（中村，1986）．化石産地
である折田地区周辺には最も下位の沢渡層折田部層が分布

しており，褐藻類化石を含む母岩の岩相も同部層の岩相の

特徴と考えて矛盾しない．よって，今回報告する褐藻類化

石は沢渡層折田部層から産出したと判断した．沢渡層折田

部層産の化石としては，先述の魚類の他に，甲殻類（金澤，

1930；長岡，1938；Niino，1951；長谷川ほか，2005；唐澤，
2009）や貝類（髙桒ほか，2006），哺乳類（長谷川・福田，
1987），植物（本多，1931；中村，1986）などが知られている．
　褐藻類化石はほぼ層理面に沿った上下2つのブロックが
採集され，片側（GMNH-PB-2632）が群馬県富岡市にある
群馬県立自然史博物館に，そしてそのカウンターパート

（NHFM-KHDS-0002）が群馬県吾妻郡中之条町にある中之
条町歴史と民俗の博物館「ミュゼ」に登録・保管される．

化石標本の記載

黄藻植物門　OCHROPHYTA（Cavalier-Smith）
Cavalier-Smith et Chao, 1996

褐藻綱　Phaeophyceae Kjellman in Engler et Prantl, 1891
ヒバマタ目　Fucales Kylin, 1917

ホンダワラ科Sargassaceae Kuetzing, 1843
ウガノモク属　Cystoseira Agardh, 1820

ウガノモク属の一種

Cystoseira sp.
（Fig. 2）

標　　本：GMNH-PB-2632（Fig. 2-A）and
　　　　　NHFM-KHDS-0001（Fig. 2-B, counter part of GMNH-
　　　　　PB-2632）.
採 集 者：唐澤　寛

産 出 地：群馬県吾妻郡中之条町折田

産 出 層：沢渡層折田凝灰質砂岩泥岩部層

時　　代：中期中新世

記　　載：標本は黒色ないしは暗緑～緑褐色を呈し，葉理

とほぼ平行な状態で埋積し，保存されている．化石は部分

的に2mm程度の厚みがあるものの，母岩との分離は良くな
い．太さ1.1～1.7mmの茎と推定される部分が56.6mm保存
され，そこから両側に枝が伸び，さらにその枝から小枝（あ

るいは葉）が分岐する．また，枝の一部では小枝より太く

丸い気胞と推定される部分しか確認されない．本標本では

24本の枝（あるいは気胞）が確認できる．枝は長いもので
約29mm保存され，その先端は母岩の破断面に露出してい
る．気胞は枝や小枝（あるいは葉）の付け根のほか、小枝

の先端等にも存在する．層理面におけるこれらの気胞の形

態は円形で，大きいものでは直径2.4mm程度ある．
　標本に付着器は保存されていないものの，多数の気胞が

確認できる．枝の上下間隔は狭い．こうした気胞は，主に褐

藻類のヒバマタ目で発達することが知られている．また枝

や小枝の形態と茎との分化が不明瞭であることから，化石

標本は同目の中でもウガノモク科Cystoseiraceaeに属すると
推定される．さらに小枝の一部が膨らむ事で気泡が形成さ

れ，かつその気泡が楕円形ないしは卵形を呈する点は，同

科のウガノモク属Cystoseiraに見られる形質と類似してい
る．現生する本属の大部分の現生種では最末の小枝に気泡

を有するので，こうした形態的特徴から本標本は最末に近

い茎の上端に近い部位だと推定される．

　現在，日本近海に分布するウガノモク属藻類としては，

ウガノモクCystoseira hakodatensis, エゾモクC. geminata, ネ
ブトモクC. crassipesの計3種が知られている（環境省，2008；
吉田・吉永，2010）．ウガノモク属は近年のミトコンドリ
ア・リボゾームDNAの部分配列と葉緑体コードのpsbA遺伝
子を用いた分子系統解析結果に基づいて，6属に分けられ
るとされた（Draisuma et al., 2010）．しかしながら狭義のウ
ガノモク属をはじめとする6属の形態的特徴が現時点では
明らかとなっていないことから，本報告では従来の分類体

系（吉田・吉永，2010）に従った．
　これら3種は，付着部や付着部直上の枝の形態，個々の気
胞の形状やその並び方，茎の断面形態や小枝（あるいは葉）

の分枝様式や形態などの差異に基づいて分類されるが，化

石標本で観察可能であるのは，主に気胞に関する形質であ

る．先述の現生種3種では，ウガノモクの気胞は上下方向
に伸びた円柱状を呈し，それらが連続して連なる．ネブト

モクの気胞は球形を呈し，2～3個が短い間隔を持って連
なっている．一方，エゾモクの気胞は球～紡錘形で，複数

が連なることもあるが，単一のこともある．化石標本は堆

積後の圧密作用によってつぶれているが，層理面に見られ

る気胞の形態は円形で，円柱形を呈していたとは考えにく

い．また気胞の連続性は標本の現状では確認できない．以

上の点から，今回報告する化石標本の形態は全体的に見て

ヒバマタ目の中でもウガノモク属と類似しており，気胞の

形質（形状，連続性）で比較すると，日本近海の現生ウガ

ノモク属3種の中ではエゾモクと類似点が多いものの，完
全には一致しない．絶滅した未知種である可能性も否定で
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きないが，この点に関しては将来的に多くの標本を得た上

で検討すべきだと考えられる．そこで本報告では，この化

石標本をウガノモク属の一種Cystoseira sp.と同定する．

国内中新統における褐藻類の化石記録

　日本国内におけるこれまでの褐藻類の化石記録は，報告

年の古いものから順に埼玉県深谷市（旧大里郡川本村）菅

沼の比企層群土塩層（上部中新統：Horiguchi，1965），島
根県松江市美保関町上酌の牛切層（中部中新統：山陰古生

態団体研究グループ，1976；堀口，1987），新潟県西頸城郡
名立町神葉沢の難波山層（中部中新統：Ishijima，1977），
長野県安曇野市（旧南安曇郡豊科町），中谷の別所層（中部

中新統：川瀬・小池，2003；2005）が知られている（Table 1）．
　Horiguchi（1965）は，土塩層産褐藻類の形態を検討し，カ
イフモク比較種Cystophyllum cf. caespitosum YENDOに同定
した．牛切層からは褐藻類2種類（アミジグサ属の一種
Dictyota sp., ワカメ属の一種Undaria sp.）の他に，緑藻類1種
類（ミル属の一種Codium sp.）と紅藻類2種類（ヒメガラガラ
属？の一種Galaxaura? sp., カニノテ属の一種Amphiroa sp.）

も報告されている（山陰古生態団体研究グループ，1976）．
Ishijima（1977）は難波山層産化石の形態を検討し，ジョロモ
ク比較種Cystophyllum cf. sisymbrioides J. AGARDH，カイフ
モク比較種Cystophyllum cf. caespitosum YENDO，ウガノモ
ク比較種Cystoseira cf. hakodatensis（TURNER）FENSHOLT
の3種を報告した．その後，現生種の分類を再検討した
Yoshida and Kawai（1987）は，現生のジョロモクCystophyllum
caespitosum YENDOとカイフモクCystophyllum sisymbrioides
J. AGARDHをシノニムとして取り扱い，それらに対して
Myagropsis myagroides（TURNER）FENSHOLTの学名を用い
た．これに従えば，土塩層産化石，ならびに2種とされた難波
山層産化石は，いずれもジョロモク比較種Myagropsis cf. 
myagroides（TURNER）FENSHOLTとなる（川瀬・小池，2003）．
難波山層からはその他に紅藻類のフクロフノリ比較種

Gloiopeltis cf. furcata（Postels et Ruprecht）J. Agardh，ならびに
海生の被子植物であるアマモ属の一種Zostera? sp.も報告さ
れている（Ishijima，1977）．最近では，北部フォッサマグ
ナの別所層から川瀬・小池（2003，2005）が多数の標本を
用いてジョロモク属の一種Myagropsis sp．を報告した．こ
れらの他に標本が図示されていないものの，松尾（1979）

Fig. 2. New fossil material of brown alga， GMNH-PB-2632（A）and NHFM- KHDS-0002（B：counter part of GMNH-PB-
2632）． Arrows indicate a part of pneumacysts（same portion of paired slab）． The pneumacysts exist near the joint 
of almost branches and twigs（or leaves）， but also the tip of some twigs．
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が長野県埴科郡坂城町胡桃沢から産出した別所層産植物化

石のリスト中にホンダワラ属の一種Sargassum sp．について
記述している．本報告の沢渡層折田部層産ウガノモク属の

一種は，難波山層産のウガノモク比較種に次いで国内にお

けるウガノモク属の2例目の化石記録となる．
　これらの日本における褐藻類化石産出層の年代は全て新

第三紀中新世であり，またユーラシア大陸の太平洋岸域で

は，日本からしか化石は知られていない．全世界に目を転

じても，形態的に現生の褐藻類との類縁関係が明らかな化

石記録は，古第三紀漸新世のわずかな例を除いていずれも

中新世のものである．それらの記録の中でも有名なのは北

米大陸西海岸の上部中新統モンテレー層（Monteray Forma-
tion）のダイアトマイトから報告されたもので（Parker and 
Dawson，1965），緑藻類1種（Caurerpites denticulata），褐藻
類14種（Julescraneia grandicornis, Paleohalidrys californica, 
P. dendritica, P. linearis, P. linguliformis, P. lompocensis, 
P. occidentalis, P. superba, Cystoseirites ornata, Paleocystophora 
acuminate,  P.  delicatula,  P.  lacerodentata,  P.  plumosa,
P. subopposita），紅藻類7種（Paleosiphonia oppositiclada, 
Paleopikea cranei, Chondrides recurva, C. flexilis, Paleothamnion
acicularis, Delesserites acuminata, Chondrides remulosa）が知
られている．一方，ヨーロッパではオーストリアやチェコ

などヨーロッパ中央部に分布しているパラテチス堆積物か

ら複数の化石記録が知られている（Givulescu, 1975；Kovar, 
1982；Molhanov, 2004；Hably, 2006；Grunett et al., 2010など）．

沢渡層の海洋環境

古気候と海洋生物地理

　先述したとおり，現生ウガノモク属Cystoseiraは日本近
海では3種が知られている（吉田，1998；環境庁，2008）．
それらの地理的分布は，ウガノモクCystoseira hakodatensis
が北海道から本州太平洋岸北部，エゾモクC. geminataとネ
ブトモクC. crassipesが北海道周辺である（環境庁，2008）．
以上のように，これら現生種3種の地理的分布は北海道が
その中心となっていることから，日本列島周辺に現生して

いるウガノモク属は冷温帯～寒帯に生息する褐藻類であ

り，北方系要素の生物だといえる．

　褐藻類化石が見つかった沢渡層折田部層からは，ウガノ

モク属と同様に現生属の分布から北方系要素と見なされる

硬骨魚類2種（クボタアカガレイ”Protopsetta kubotai”，マ
ツバラギンポ”Stichaeus matsubarai”）が報告されている（Ni-
ino, 1951）．貝類ではオウナガイConchocele bisectaが卓越
し，その他にもツキガイモドキLucinoma acutilineatumやエ
ゾバイ科の一種Buccinidae gen. et sp. indet. が産出しており
（髙桒ほか，2006），これらも北方系要素と見なせる種類で
ある．また，Niino（1951）が記載したオリタタラバエビPan-
dalus oritaensisも同属の現生種の分布を見ると北方系要素

である可能性が高く，例えばタラバエビ属の現生種のうち，

日本近海に生息するホッカイエビP. latirostrisは北西太平洋
域では岩手県付近が分布の南限となっている（三宅，1983）．
　これらの北方系要素の化石が産出する一方で，沢渡層折

田部層からはノムラサバScomber nomurai, ヤガラ属の一種
Fistularia sp．を代表とする南方系要素の魚類化石が知ら
れている（Niino, 1951；昆ほか, 2004）．例えばヤガラ属の
現生種は日本近海に2種が知られ，いずれも暖温帯から熱
帯にかけて分布しており，その北限は本州中部である（瀬

能，2000）．その他にも予察的な同定ではあるが，南方系要
素と見なしうるイタチウオ属の一種Brotula sp., イットウダ
イ属の一種Sargocentron sp．といった魚類化石が知られて
いる（長谷川ほか，2005）．
　沢渡層が堆積した中期中新世は日本列島の原形ができつ

つあった時代である．また，前期中新世～中期中新世初期

の熱帯海中事件（Tsuchi, 1992）の後，南極における氷床形
成による海水冷却システムと南極循環流によって，中期中

新世以降には世界的に寒冷化が進行し，その結果として後

期中新世前期に入ると，東日本の大部分は暖～中間温帯に

なったと推定されている（小笠原・植村，2006）．つまり沢
渡層折田部層が堆積した中期中新世の中期から後期にかけ

ての日本周辺は，熱帯もしくは亜熱帯の気候から温帯へと

移行する時期にあたる．一般的に，こうした長い年代ス

ケールで寒冷化が進行していく際には，より短い年代ス

ケールで寒暖を繰り返しながら，徐々に寒冷な気候へと移

行していく（例：fig. 3, in Zachos et al., 2001）．
　沢渡層折田部層のウガノモク属化石は，寒冷な時期と温

暖な時期を繰り返しつつ寒冷化が徐々に進行する過程で，

その内の寒冷だった時期に北から日本列島に侵入し，群馬

まで南下して分布を広げてきたものだと考えられ，表層に

も寒流の影響が及んだ時期があったことを示している．一

方の南方系要素の魚類化石は，寒冷化が徐々に進行しなが

らも，この時代にできはじめた古黒潮（谷村，2006）が熱
帯海中事件以降も沢渡層の分布域を含む中部日本まで影響

を及ぼしていたことを示している．しかしながら，既知の

北方系要素だと推定される種類の多くが魚類を含め底生生

物で，一方の南方系要素が表層性生物に限定されていたこ

とを考えると，暖流は表層に大きく影響を与えていた可能

性がある．その類例の一つとして考えられるのは，沢渡層

折田部層より新しい安中層群原市層（中期中新世後期～後

期中新世最前期）の同層上部の貝類群集である．ここでは，

底生種に関しては寒流の影響を強く受けていたと考えられ

るものの，タコブネやオウムガイのような遊泳性頭足類の

存在から表層に暖流の影響もあったことが明らかとなって

いる（長谷川ほか，2005）．

堆積環境と微地形

　沢渡層折田部層では，泥岩やシルト岩が卓越する中に，
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　Table 1. The list of fossil large-sized algae from Japan．
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凝灰質の砂岩や角礫岩が挟まれているが，貝類化石が産出

するのはそれらの中でも泥質な岩相の層準であり，また泥

質岩の一部には生痕化石が確認されている（髙桒ほか，

2006）．オウナガイやツキガイモドキなど沢渡層折田部層
から卓越して産出した貝類の現生種は，潮間帯直下から上

部漸深海帯の砂泥底～泥底に生息している種類であり（奥

谷，2000），垂直分布の幅が広い．そのために，貝類群集に
よる沢渡層折田部層の堆積環境を推定することは困難であ

る．しかしながら沿岸表層を群遊するサバ属や原形をとど

めた陸生植物の葉が産出すること，その一方で沖合などに

も生息するヤガラ属が産出すること，そして生痕化石が存

在することから，沢渡層折田部層が堆積したのは下部浅海

帯で，かつ暴浪時作用限界水深より深い場所であった可能

性が考えられる．

　日本列島周辺に分布する現生ウガノモク属3種は，潮間帯
から潮下帯の岩盤など硬い底質の場所に付着して生息して

いる（環境省，2008），海洋表層に巨大な群落を形成するキャ
ノピ種として知られ，これは北東太平洋岸や地中海などの

他の海域でも同じである（Lüning, 1990）．沢渡層折田部層か
ら産出している魚類化石のうち，イットウダイ属やイタチ

ウオ属，メバル属，ギンポ属は沿岸域の岩礁のような岩場に

生息している（中坊（編），2000）．このことから折田層が堆積
した場所は主に泥底であったが，その海域の近傍には，硬い

岩盤からなる岩礁のような環境があったと推定される．

　また，タラバエビ属では現生種の多くが中層域などを浮

遊生活しているが，日本近海にも分布しているホッカイエ

ビPandalus latirostrisでは，内湾沿岸の藻場で生活する事が
知られている（三好，1982）．こうした沿岸域の藻場は，エ
ビ類のみならず，魚類や頭足類にとっても産卵に適した環

境である．このことから，オリタタラバエビについても

ホッカイエビのように藻場を好む生活様式だった可能性も

考えられる．
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