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短 報

沖縄県宮古諸島大神島の島尻層群のスッポン化石
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1988年3月1日，沖縄県宮古平良市島尻の北東約4kmに

位置する大神島（図’）の地質調査中に5cm四方の黒い

骨片1個を発見した．化石は沖縄県の代表的な新第三紀の

地層である島尻層群の最下部に相当する大神島層（矢崎，

1978)中の砂層に挟在する礫層に含まれ， スッポンの背甲

板の一部と判明した．

大神島では， 同層からゴンホテリウムゾウのぽぼ完全な

肋骨小頭が発見され（長谷川ぼか, 1978), また佐藤

(1988)は汽水性内湾棲の貝化石多数を識別している．

本標本は， スッポン化石としては沖縄県内では初めての

産出である． しかも産出層準が明らかであり，島尻層群下

部の堆積環境を推定する上で極めて重要なものと思われる

ので， ここに報告する．
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図1 大神島の位置図（×印は，化石採取地点）

基図は， 国土地理院発行2万5千分の1

鐸西平安名岬”の一部を使用した，
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宮古諸島の基盤は，島尻層群からなり，大神島層は同層

群の最下部層である．大神島の地質は，基盤の島尻層群下

部に相当する大神島層と， これを不整合に覆う琉球石灰岩

層からなる．

大神島層は，下位から砂岩泥岩のやや泥岩がちの有律互

層，含礫質粗粒砂岩，砂岩がち互層，それに泥岩がち互層

から厳る （矢崎, 1978).島尻層群は，沖縄島の南部を模

式地とした地層で，福田ほか(1970)によって下部から上

部へ豊見城累層，与那原累層，新里累層に3分され，地質

時代は新第三紀中新世後期～第四紀更新世前期である． 中

森(1982)は大神島層を大浦層と呼んでいる. Ujiiee/"/.

（1974）は，宮古島の基盤を島尻層群とし，浮遊性有孔虫

の層序は下位から上位へ南静園累層，与那浜累層，嶺原累

層とし，そしてN.17からN.22までの存在を認めている．

ただし，年代については「宮古島の島尻層群の最下部は中

新世に達することなく，鮮新世に留まると修正したい」

（氏家(1989)）としている． なお，大神島については直接
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図2 化石採取地点の柱状図
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は取り扱っておらず, Fukutaetal ． (1971)の大神砂岩

層としている．

化石産出地点は，大神小中学校の南東およそ50mに位侭

する海岸に面した比高8～10mの垂直な崖の基部付近であ

る露頭は，屏風状に長さ30m以上にわたり広がっている．

地層はレソズ状の礫層を挟み，下部は茶褐色の砂l曹からな

り，上部は粘土がちの砂屑との互層から構成されている

（図2）． なお，地層の走向・傾斜は, N72｡～85｡W,

7～9．Sである．以~ﾄ，層序の概要について述べる．

露頭下部は，厚さ8m以_|二の茶褐色の中粒砂岩からなる．

砂層は，赤褐色の偏平粘土礫が散在し，あるいは厚さ1cm

以下の脈状になって含まれていることが特徴的である． こ

の屑状の薄い粘土は斜交層理を示すところもあるが，連統

て強く湾曲する．前縁部は内側に向かって拡大する．腹面

の縁板骨と接合する突起は前方に位世し， これらの状態か

ら左側第1肋板骨の遠位部とするのが妥当である（図4）．

背面はわずかに凸面を作り，その表面には規則的な低い

稜が鱗板の外縁と並行し，同心円状に約4mm間隔で12稜走

る．各稜間には10mⅢ中に4ないし5個の準円形の凹みが発

達する．その特長は乃加“'属の彫刻によく似る．腹面は

平洲である．

肋板骨の大きさと表面の彫刻により，北海道手塩から報

告された刀"U沈火"720S心嘘Matsumoto (1918)に比較

できる． この種はこの地方のDesw20siy"s""""sの産

出層準から産出したと考えられている． 当該化石が同種か

どうかの議論もあるが，現時点で論議を進めるにはあまり

しないこの厚い砂屑の上部には，最大厚

50cnlの礫層がレソズ状に挟まれている．礫

層は粗粒砂～グラニュールを基質とした

円～亜円形の細～中礫からなり，淘汰が悪

い．礫種は砂岩，粘板岩，チャート，脈石

英，それに火成岩類である． また、礫層は

長径5～20cInの偏平な粘土礫を含むが， こ

れが層状に配列し，偽礫となっている．な

お， この礫層には， カキをはじめとする二

枚貝や巻貝などの貝類化石， クジラやゾウ

などの哺乳類化石，木片が含まれている．

佐藤(1988)は， この礫層から"/2sco抑"z

を含む汽水内湾性の貝類化石を報告してい

る．
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礫層の上部は，一般に茶褐色の砂岩と灰色～暗灰色の泥

岩の互層からなる． しかし，次第に上の方で泥岩がちの砂

岩との互届に変化する．砂層には，局部的に厚さ数Ii1nlの茶

褐色粘土層が含まれ， これが偽礫になっている．なお，泥

岩にはカキやその他の貝類化石が散在して含まれる．

化石の記載

SystematicPaleontology
ｆ
ｔ
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Chelonia

Trionychidae Bell, 1828

刀f切り砥Geottroy,1809

7》”Z)wsp.

（図3）

Family

Genus

不完全な肋板骨の一部が1点発見された．長さ50-|-1IIm,

妓大1幅（近縁心)48mlil,最大厚5IIInl･不完全なため，肋板

骨の位世を決定するには至っていないが，後述するような

形状から左第1肋板骨遠位部分と考える．後縁はIﾘjらかな

縫合部でカメ特有の凹凸が見られる．側方は前方へ向かつ

bﾛ．参チー

FIG、692.-』4my<Ja ifγα"Q. Cara-
PaceoftyPe･ ×t.

図4既知種と産出部位（暗部）との比較

(Hay,1908に加筆）
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にも不完全であるから， ここでは相当する大きさで， 同繩

と考えられることを記すにとどめる． なお，北米ユタ州

Uinta層産Aγ"y"""s"Hay(1908)にも類似する事も

指摘しておく．
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Rep.Fac.Sci.,KagoshimaUniv.,(EarthSci.,

Biol .) ,(3) : 23-28.
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鹿間時夫

1975 カメ群．新版古生物学111 :271-279. ,朝倉書店，東京．

白竹武夫・水野幹司

1980越前海岸における野外観察の一考察；エチゼソオオスッ

ポンの発見とその周辺の古環境について．福井県教育研

究所研究紀要, 77:87-100.
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Ryukyulslands.Mem.Nat.Sci.Mus,,7 : 31 52.

氏家宏

1989陸域地質の実証的再検討による琉球弧の地史． 月刊地球，
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矢|崎清貴

1978宮古島の島尻層群について．琉球列島の地質学的研究，

3 ：81－88．

矢|II断清貴・大山桂

1979 5万分の1地質図，宮古島北部および同説明書46p. ,

地質調査所．

1980 5万分の1地質図，宮古島および同説明書83p. ,地

質調査所
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S. ,C, (18) :1-112, pls､21､ (InChinese) .

化石発見の意義

スッポンの化石は，北海道から九州まで6カ所の古第三

紀漸新世～新第三紀鮮新世の地層から報告されている

(Matsumoto, 1918 ; Chitani,1925 ;Otsuka, 1969,

1970;Okazakietal.,1977; 白竹・水野, 1980).沖縄

県からの発見は初めてである． 第三紀中新世の頃，大型の

スッポン類が日本列島に広く分布していた可能性を示唆し

ている．化石産出層準は，新第三系島尻層群の最下部層に

あたる． 同層からは， これまでに陸生脊椎動物化石として，

ゴソホテリウムゾウの化石が報告（長谷川ほか， 1973；長

谷川ほか， 1978） されているにすぎない．

スッポソ化石の発見は，琉球列島の第三紀末期の堆積環

境を考察する上で貴重な材料である． また， スッポンは淡

水性動物であり，化石の産出により地層の堆積時に宮古島

周辺に陸域があり， ゴソホテリウムゾウが生息するような

汽水域もあった．現在の琉球列島とは異なる琉球列島の古

地理の解明に重要な資料と考えられる．
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Abstract

OnaMio-PlioceneT)io7zyrfromLowerShimajirigroup

ofOgami-jima,Miyakolislands,Okinawa, JAPAN

ItsuroOsHIRo

Oh加α〃αPγeたc""α／及加ｱα""C""

and

YoshikazuHAsEGAwA

Gz"z"z(zMMsc""fo/Mz畑γα/His/0'くy

ShimajiriGroup. Thespecimenwasobtainedfrom

conglomerate. It isafragment but thestate is

preservedgood. It isthefirstoccurrenceof the

fossil turtlefromTertiaryoftheRyukyulslands.

Of this specimen,thefossilboneprovedtobea

partofturtlecostal, andismorphologicallyreferable

toadistalpartofthefirst leftcostalof7Wowyxsp. .

Thefossil isasignificantmaterial inunderstanding

thesedimentaryenvironmentsof lateTertiaryof

Rvukvulslands.

Inconclusion、 thediscoveryof7)TOmyrsp.indicates

that the landmassexistedaroundtheMiyakolslands

andmoreoverbrackishenvironments.

Inl988afossil boneofturtlewasdiscoveredfrom

seacliffatOgami-jima,whereisabout4kmnortheast

offMiyakoisland,SouthernRyukyus,Okinawa,

Japan. Thefossilhas I"enobtainedfromtheOgami-

jimaformationbelongingtothe lowerShimajiri

Group,whichwas formedfromlatestMiocene to

earlistPleistoceneinage. TheOgami-jimafonnation

composesofsandstone,mudstone,andconglomerate.

Theupperpartconsistsofalternationofsandstone

andmudstone, inwhichsandstone isdominant,

andvields fossilsofOs"2fz sD.andsomemolluscs.

Thesandstone is theOgamiSandstoneofFUKUTA

“α/. (1971)whoregarded it as the lowermost
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