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である．

はじめに

アホウドリは北大東烏や沖大東烏では繁殖してい

た記録があるが，南大東烏でこの鳥の存在を示す証拠が得

ここに報告するのは，南大東島「星野洞」から採集され

られたのは初めてのことである．化石の年代はきわめて新

たアホウドリDio"1e血αα〃α純isを中心とする鳥類化石群

しいものと思われ，開拓が始まる前の鳥の鳥類相を知る上
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図1 ；産地図

南大東島「星野洞」の位世を示す（黒丸） ．周土地理院発行5万分の1地形図「南北大東烏」を使用．

Localitymap. Theblackspot shows thefossil localityHoshino‑doCave,Minami‑DaitolslandFigurebasedonthe
1:50{000scale

topographicmapoftheGeographicalSurveylnstituleofJapan, !0Nanbokudaitoujima'' .
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洞口からは斜洞となって，下っていく．

でも大変重要なものであろう．

南大東島は，近接する北大東島と南方150kmの沖大東島

（大東諸島）を除くと，琉球列島の奄美大島や沖縄島まで
ですら400km, 九州南端までは500km以上もの距離にある，

内部は，東側の洞

穴と西側の洞穴，そして両者をつなぐ･連絡洞から成ってい
る．

洞口付近には地表から流入した泥の堆積が見られ，その

太平洋上の孤島である． 南大東島は大東諸島3島の中では

堆積層中にはマイマイの化石が多く含まれる． また小型の

鰻大の島で，南北6.5km,東西5kmぼど，最高地点は海抜

ミズナギドリ類1種（別報北大東島鳥類化石群のPzJ版畑偲

75.8mである． 南北大東島はかつて森林が発達していた．
100年ほど前に始まった開拓によって，現在ではほぼ全島

にサトウキビ畑が広がるが，往時の面影が残っており，渡

アホウドリの島

リュウキュウカラスバ

トの可能性が高いハト類の化石2点も得られた．

東側の洞穴は，洞口からの斜洞を下ったところである．
この洞穴には石柱の発達が著しい．鍾乳石には黒っぽい色

り烏の飛来も多い．

しかし，現在の

sp.Aと同種）の化石10点余と，

陸烏の島

とは違って，南大東島に

としての時代があったことを認識する

ことは，島の生物相を理解するうえで重要である．本報告

は，採集された鳥類化石から，南大東島の鳥類相の変遷を

を呈するものが多いが，

これは大戦中に防空壕として使用

されていたことによると思われる．

その床は泥やフロース

トソに覆われている部分が多いが，その他のところでは散
岩や落盤が見られる．

東側の洞穴の北側から西方へ向かって，大きな落盤が多

示唆したい．

扱った標本は，すべて沖縄県立博物館（那覇市）に寄贈

く見られる連絡洞がのびる．

星野洞の進入路沿いでもっと

も低くなるのはこの連絡路の底部である．

され，保管されている．

この氏の部分に

は石灰岩の露岩が見られ，水流によって溶食された痕が観
察できる．

産地：星野洞

連絡洞にはコウモリグアノが大量に見られるが，現在，

南大東島・北大東島両島は大東海嶺の北西端に位置して，

コウモリの生存は認められない．

コウモリの骨は洞内各所

海嶺の沈降に伴って成長を続けたサンゴ礁を地質とする平

で見られるが，

グアノの量に比べて，その数は少ない．

こ

坦な島である. 南北大東島に共通することであるが， 中央

のコウモリ遺骸について，下謝名(1978)はキクガシラコウ

部が盆地状に窪んだ環礁地形を示し，幕上（ばく≠うえ）と
呼ばれる周囲の高度の高い部分には石灰岩溶食地形が発達
する．

また中央部の低地は幕下（はぐした）

Cave

と呼ばれて，

remBInS

低湿地や池が広がる．南大東島では幕上の一般標高は40
50m.幕下は西に向かって緩く傾斜しており，湖沼群は西
側に集中する．低海水準期に形成されたドリーネやウバー

レに浸水したものである．

これらの湖沼群は，

日本最大の

カルスト湖沼群である．最大の池である大池の北岸には通
常はマソグローブ植物であるオヒルギが群落を形成してお
り，

国指定天然記念物となっている．

星野洞は南大東島の北西部に位置し（図1 ） ，

島内最大
50m

の洞穴である．現在は村によって管理され，観光鍾乳洞と
なっている

吾÷

な垢， かつては「星野の穴」とも呼ばれてい

た・星野洞内から表面採集によって，

Site2

（Iは｡.B）

載する（図2） ．
星野洞については愛媛大学学術探検部(1972)や山内・新
垣(1978)などの報告があるぼか，

山内正らによって1990年

に詳細な平面図と縦断面図が作成されている．長さはlkm
洞口からの深度‑40mで海水面と思われ

る水面に達して，それ以上の進入ば不可能となる．

茂している．通常入洞する洞口は北側にあって，

幅4m,

現在は西側の洞穴に向かって人工のトン

ネルが造られていて，

ここが入り口となっている．

図2 ：南大東島・星野洞の平面図（上）および行程断面図（下）

と，鳥類遺骸群発見地点．

自然の

白丸は個体の遺骸と認められたもの，

黒丸は複数個体分が集積していた地点． アステリスクはコウモ
リ遺骸の発見地点． 山内・新垣(1978)を改変して使用．
ThemapofHoshino−doCave,whichis showing the
location

where

洞口は4カ所にあり，陥没地形となっていて，樹木が繁

高さがlmある

amVeSBa

ここに報告するアホ

ウドリ類の化石が多数得られた．以下に星野洞の概要を記

以上に達するが，
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ユイ

モリの一種(RﾉzMo/0餓妬sp.)として報告した．現在大東

と右足根中足骨は完全である．椎骨は約13点残されている．

に生息するコウモリはダイトウオオコウモリP"""s

骨化石は乳白色で， やや桃色がかった黄灰〜暗灰色のトラ

"sy加α"〃s""ognsisのみで，小型のコウモリ類はまった

バーチソを伴っている．

く知られていない．前田(2001)も星野洞産小型コウモリ化

各要素の標本長は以下の通りである．

石について論評しているが， 直接の研究はしておらず，種

右烏口骨残存部最大長

は同定されていない．

しかし， かつて島内に小型コウモリ

同

が生息したことは明らかである．

西側の洞穴は幅35m・長さ90mのホール状の洞穴が主で，

…･………62.0mm

最大幅……･

･…55.7mm

左上腕骨遠位残存部最大長

…･201.0mm

右尺骨全長

…. . . .…･ ･ ･ ･ ……298.0mm

北側と西側にのびる支洞がある．西側の洞穴の床は落盤の

左尺骨全長………………… …･ ･297.0mm

堆積であり，

骨盤残存部最大長…….

ホールの周縁は落ち込んでいて，その落差は

…

……･73.2mm

10mに達するところもある．床の落盤の下部には洞穴状の

右大腿骨残存部最大長………

隙間が多く存在する．その天井にはストロ一・つらら石・

右脛足根骨遠位残存部最大長…124.8mm

ヘリクタイト ・カーテンが発達している．床の落盤の上に

右足根中足骨全長…………

は石筍や石柱が発達する．

･…79.7mm
……96.3mm

ホールは，幅は35mあるが天井

高は5〜6mであり， その広さは実感しにくい．

地点3の化石群（地点3 ；図版3）

頭蓋骨・上腕骨・尺骨・大腿骨・脛足根骨．烏口骨など
の良い標本を含み， ほかに長骨片があり，合計約30点ほど

星野洞の鳥類化石群
星野洞内より表面採取によって，
α/6""sの化石が多数採集された．

の骨化石群が得られた．最大の標本で長さ20cm余で，化石

アホウドリDiowe""
同定は現生骨格標本と

の比較で行った．北大東島の化石群にはクロアシアホウド
リかコアホウドリと考えられる小型の種も発見されている

はすべて全体が暗黄土色のトラバーチソに包まれ， 固い．
多くの標本は骨の一部を失っているが，

トラバーチソはそ

の破断面も一緒に覆っている．

化石はすべてアホウドリに同定された．化石群には， 同

が，星野洞産の化石はすべてアホウドリ1種に同定された．

一の部位（左大腿骨，一方は完全，

これに加えて，

上腕骨遠位部・右尺骨近位部， 片方は近位端周辺のみ）で

カラスバト類と小型ミズナギドリの一種も

洞内および洞口近くの表土の流れ込みから発見された．
ホウドリの化石には，

ア

明らかに1個体分の骨格と認められ

もう一点は近位部．右

それぞれ2点含まれるものがあり， その最小個体数は2羽
と考えられた．

るものが2カ所で残されていた．

地点4の化石群（地点4 ；図版4）
アホウドリ(D/omedeaa/bamJs)個体A (地点1 ;図版1 )

暗灰色ないし黄褐色のトラバーチンがごくうっすらと表

ほぼ全身分がよく保存されている．椎体21個や左右の方

面につくが， 本地点の化石はみな焼かれたように非常にも

形骨も回収されている．ただし，各部位は例外なく何らか

ろい．最大の標本で13cmほどである. 50点余の標本ととも

の破損状態にある．化石骨はうっすらと黄色味がかる．表

に，粉末状に破砕してしまった骨片も多く回収された．

面の一部に黄灰色のトラバーチソが薄く覆っている．

ラスバト類Co/況加6"sp.の幼烏の右尺骨1点が含まれるほ

各要素の標本長は以下の通りである．

かは，すべてアホウドリの化石と同定された．

頭蓋骨残存部前後長 … … ･……70.5mm
右下顎骨近遠心長.

カ

…．………

64.9mm

アホウドリ化石群には椎体や頭骨の一部などもあり，

ま

た全身の要素がまんべんなく見られるので，少なくとも1

左下顎骨近遠心長……･ ･ ･…………64.9mm

個体のほぼ全身分が含まれるようである．

叉骨残存部最大幅…………･…

…56.3mm

脛足根骨遠位端・左尺骨近位端・右上腕骨遠位端）で3点

右肩甲骨残存部最大長 ･…･ … ･62.9mm

含まれるものがあり，その最小個体数は3羽と考えられた．

右烏口骨残存部最大長･ ･ ………･ ･64.1mm

病変が認められるアホウドリ趾骨：図版4−8に示すのは，

同

最大幅…

同一の部位（右

･………50.9mm

水かきを支える趾骨の一つ（詳細な位置は不詳）であるが，

右上腕骨近位残存部最大長…･ ･ ･113.0mm

本来ほぼ平坦であるべきこの骨の下面に，表面がきわめて

右手根中手骨全長 .…….

粗な，異常な骨増殖が見られる．生時に長期間の傷を負っ

….…110.1mm

右大腿骨最大長（ほぼ全長）…･ ･ ･83.8mm

ていた証拠である．上面は直線上であるので骨折ではなく ，

右足根中足骨最大長（欠滑車）…92.8mm

足の裏に何らかの原因で外傷をうけたことを示すものと推
察される．

アホウドリ(D/omedeaa/bamJs)個体B (地点2 ;図版2)
頭部を欠く,ほかは，全体の保存状態はよい．左右の尺骨

カラスバト類の幼烏の存在：図版4

9に示すのは左尺骨

であるが，級密骨の形成が不十分で，巣立ち前の幼烏の化
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石である．形態が完成していないために靴の' '1定はｲ<可能

めであると指摘した．

この指摘は的確で， 南大東島におい

であるが，湾曲の具合など全体の様子から， 人ﾉ'i'1ハト類に

てもそのような環境恋化とアホウドリが多数飛来する状況

同定される．別報の北大東烏の鳥奴化ｲj群には，

カラスバ

から陸烏主体のものへと鳥類相の交代があったのだと考え

ICO加加6αノα""z""とリュウキュウカラスバトCノ0")'『の

られる．かつて南大東烏には，現在では伊豆烏島などに残

可能性が高い糠の，計2種が認められている．本標本もこ

されたアホウドリ営巣地のような，

のいずれかのものと考えられる．

景が広がっていたのであろう． ただしカラスバト類の化石

ススキがそぼ生える光

も共産しているので，一部に森林も存在したと考えられる．

議論：化石群一現世鳥類相一そして現在
アホウドリは北大東島や沖大東島ではi氾録されていたが

（山成, 1935;長谷川博, 1979a, b) , 本報告は南人艸〔

その年代については現在何らのデータもないので，今後化
石骨の絶対年代測定なども行い，
最後に開拓開始後の，

明らかにしていきたい．

「現状」について付記したい．上

記のようにユニークな変遷を経て森林性動物相をそなえた

島にアホウドリが去来したことを示す妓初の祁告である．

南大東烏であったが，現状としては， その環境・動物相は

星野洞の特徴として，鳥観化ｲ丁群にはアホウドリが独占的

甚だしく自然状態から歪められたものになっている．現在，

である．

また，遺骸が流入したものか，生きたili'i体が自ら

南北大東島はサトウキビ畑に覆われている． 南大東烏に人

入り込んでしまったものかは不￨ﾘlであるが, {l,iil体にlll来す

が崎住するようになったのは100余年のことにすぎないが，

る遺骸群が2カ所で認められた．

こうした化石榊の特徴か

22名の開拓山によって明治33年（1900年）開始された島の

ら， アホウドリの飛来は偶発的なことではなく ， 普迪の現

開拓はしかし，驚異的なスピードで進行した． 1920年代に

象であったことが示唆される．

は早くも島1m積の40%以上がサトウキビ畑になり， 人口も

さらに，

アホウドリ類は繁

殖期以外に陸に上がることはないことから，
発見された星野洞の化石群は，

多数の仙休が

アホウドリが￨村大東,'約で繁

殖もしていたことを示すものであると考えられる．

一方，現在の￨村・北大火,'約で海ル伽が観察されることは

4000名以'1に達した．

さらに砂糖生産のため燃料として大

詰の樹木が伐採され， 開拓開始後20年ほどで島の森林は丸
裸になったという．先に挙げた固有亜種も，

サザイ ・ダイトウヤマガラ・ダイ ｜､ウウグイスは初期の記

稀で， むしろ両島は陸鳥の,I(!｝である （人沢・大沢, 1990;

録以外にない．

大沢・大沢, 1997) . ただし今￨ Iの￨fｲ ・北人火肋の烏顛ｲ:￨ ￨

り広げられたのである．

は，孤島であることと，

人類活動によって，新たな生物相擾乱が繰

附拓￨)M始後100余年を経てもとも

との環境は改変されていることから，比'litl'￨勺衝判である．
また，

ダイトウミソ

ダイトウノスリa""I)"/200s〃γ0i ・ダイ ｜、ウコノ

ハズクO"s scops

〃" "s""s ・ダイ トウヒヨドリ〃yか

s"""α柳α"0"s

加ﾉり(W710w.s ・ダイ トウミ ソサザイ

まとめ：南大東島における完新世の鳥類相変遷史
南人東島の完新￨ ￨｣:における鳥類相変遷史は以卜のように
まとめられる．

Oγ〃・ダイ トウウグイスCg/"α

アホウドリが飛来した時代：星野洞内で採集された化石群

"加切礎γ""cM/"s・ダイトウヤマガラP"zIs〃α""s ("〃・ダ

により， かつて島内にアホウドリが飛来していたことが￨ﾘ]

イトウメジロZbs"7'opsノα"ﾉ" 〃α"02ﾉお/sの,i1･7固有亜種

らかになった．おそらく島内にはアホウドリの営巣に適し

が記載されているが， いずれもその有効ﾔ'2は疑わしく ，特

た裸地が広がっていて，営巣・繁殖もしていたと推定され

TW7gl0dy"s

"09ﾉ0(fy/2s

徴的なのは，幕下の湿地やその周辺の林にﾙﾓ来する渡り鳥

る． 同時期に大型ハトが生息するような森林も一部には存

で，総じて留鳥は少ない．例えば近年南大東川の湿地畷境

在した．

で記録された水辺の鳥類74種のうち，留鳥は16.2%12種な

森林が発達し，海鳥が消えた時代： さらに森林が発達し，

のに対し，旅烏や冬烏・迷烏は合わせて62樋（83.8％）記

営巣に適した裸地が無くなってアホウドリは島に飛来する

録されていて断然支配的である （沖細りiL環境保健部自然保

ことはなくなった．

護課, 1997) .

を利用する渡り鳥とによって占められるようになった．

それでも南大東島は， 沖繩烏では1904年の記録を妓後に

かわって鳥類相は，森林性の種と湖沼

人類による擾乱の時代: 100年ほど前に開柘が始まり，

島

絶滅したリュウキュウカラスバトが1936年まで生存した島

の森林は破壊された． 同時に鳥類相もダメージを受け， 固

でもあり， 少なくとも￨]HIIi初期肌までは森林性の鳥知ｲ:11が

有illi極のいくつかは絶滅したし，

発達していた．そうした環境になる以Iiilに,

は南大東島を敢後の分布地として絶滅した． そして'荊けた

星野洞の化石群から￨ﾘlらかになった，

I何人火!蛤には，

アホウドリが多数飛

来する状況があったことになる．

リュウキュウカラスバト

土地にﾉ￨亨.息する種と渡り鳥のみが見られるようになった．

化石記録の調査すなわち「古生物学」は，過去生息した

I l l成(1935)は燐鉱地質学者の立場から， 髄の恥枝が燐鉱

生物の存ｲIIを直接的に示し，元もとの動物ｲ￨1を復元するの

を形成するほど多数生息したｶﾘ,￨約撤がﾉlf米しなくなるのは，

に杓効な手段である．幸い南北人東島は全島更新統の石灰

島に森林が発達して，海 '3知が営巣する裸地がli1i失するた

岩からなり，溶食地形が発達して，その充填堆積物はきわ

南大東島星野11から採集されたアホウドリ化石群と同!島における鳥類相の変遷

めて有望な研究対象となりうる．それによって

アホウド

長谷川博, 1979a:アホウドリーその歴史と現状(1).海洋と生物，

リの島 以前の状態を知り， さらに長期的かつ詳細な鳥類

1(4) , 18‑22.

長谷jl l

相変遷史を編むことも可能となろう．

19
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Abstract

AlbatrossremainsfoundfromtheHoshino‑doCave,Minami‑Daitolsland
withnoteonthehistoryofavifaunalchangeontheisland.
MATsuoKAHiroshige｣,OsHIRoItsuro2,YAMAucHITadashi3
YAMAucHIHeizaburo4 andHAsEGAwAYoshikazu5

｣"2"γ/脚e"0/Geo/09ツα"(ﾉ雌"em/ogy,Gγα血α/cSc/z00/0/Sc/2wcc,Kyo/0[/j"肥γs"y.･幻ﾉ0/0, 606‑8502, ノ"α〃
20""""R'e/Fc畑7瓦／〃"
α伍馳scIzOO/ .･ 86Z"",た〃たα抑α一s",O内加α〃α, 904−皿15,"p"
，Yα脚α砿P〃C"wSz"wy"塔Lα加γ"oKy .･ 3‑"2",nzたαSαgひ， A伽/SZfyα疵α,EE""e, 7910822,""z
40"MzzMC"""gAssoαα""z .･ 231−〃4, Gi/i,Koch伽！"‑"z"",S〃脚α〃j‑gW2, 904‑"02, ノ""
5Gz"加αA伽s""0/Mz""海/"s/ory .･ Z674‑Z,Kα加i""0"ｨ"z, 7b"0虎α,Gz"@脚α, 37&2345, ノtz加卸

Avianremainswerecollectedfromthecavefloor

ofHosino‑douCave,MinamiDaitolsland.Mostof

Minami‑Daito

as

an

island

ofmarine

birds

and

suggests that the islandenvironment changedfrom

theremains,whichareprobablyveryrecent inage,

apoorlyvegetated islandtoaheavilyforestedone.

are identifiedasDiOwfe血αα/6αが郷S.

That is､heavifaunaofMinami‑Daitoischaracterized

This is thefirst

reportof evidenceof theShort tailedAlbatrosson

by landbirds todaybut thepresent status isquite

Minami‑Daito,

recent．

that

indicates

the former status of

Keywords:Minami‑Daitolsland,Hoshino‑docave,Albatross, avifaunal change
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6a

6b
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I
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図版1
南大束島・星野洞内ポイント1において発見・採築されたアホウドリZ〕""2F(/をαα/6α/ zs個体A. 1,胸骨： a，頭側面； b，
右側面． 2，右肩甲骨，背ｲ則面． 3， 叉骨結合部，腕仙｣ ￨r[i . 4,頭蓋'閂． ： a,右佃'1面; b,背側面； c，腹側面. 5,右角骨，頬側面． 6，
左角骨： a，頬恨｣面； b，舌仙1面． 7，右烏口骨： a，腫仙1 1fII; b,背仙￨｣面. 8,右上腕骨近位部，学側IHi . 9,右手根中手骨，外側面．
10，右大腿骨，前面． 11，右足根中足骨，後面． スケーノレバーは5cm， 4aを除いて図版左のバが対･応‑する． 4aのバーはその上にあ
るもの．
The fossil

Daito,

1，

lndividualAofaShort

sternuIn.

a，

tailcdAlbatross

pr,Oxlmalvie叺/;

b,

right

foLlndat

lateralvicu7.

2,

thcPoint

lof

1‑ight scapula,

cavc

floor，

dorsalvic､八/､

HoshinodoCave，

3,

furcula,

、Ⅱinalnl‑

syrnphysisarea,

ventral vle,八7. 4, carnlum
a， right latcral vIe1入/; b, 〔lor‑sal vle,入ﾉ; c, ventralview. 5, right angular, buccalvie,入7. 6,
leftangular: a, buccal v1e,〃; b, lingual vie,八J ､ 7, right coracoid: a, ventral v1c,八パb, dorsalvlc,入7. 8, righthulnerus,
proxirnal part, palrnarvieu7. 9, right carpornctacarpus, extcrnal vicwv. 10, right felnur, anteriorvieIx7. 11, right
tarsonletatarsus, posteriorview. Scalebarsareboth5cmlong.All spccilnens except4a ，〃hich isbythetoponeare
scalcdbytheone 1nthe lcftofplate.

IW大東旧星野洞から採集されたアホウドリ化石群と同島における鳥類相の変遷
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､

4b

4a

1a

I

1b

b

！I

a

6a

2a

2b

3a

3b
b

7b

7a

挫 餌

9a

9b

8b

8a

図版2
南大東島・星野洞内ポイント2において発見・採集されたアホウドリ、 "zeaeaa必αか郡s個体B、 1，左̲上腕骨： a，肘ｲ則； b，
掌側． 2，右尺骨： a，肘ｲ則; b,掌側． 3，左尺骨' : a, ITi‑側； b，掌側． 4， ′胃･盤近位部： a，背面； b，腹面． 5，左足根中足骨： a，
前面; b,後面． 6，右足根中足骨： a，後面; b,内側面． 7，右脛足根骨： a，前面; b,後面． 8，右烏口骨： a， ノ腹面； b，背面．
9，右大腿骨： a， 前面； b，後面． スケ ーノレバーは5cm， 1， 2， 3， 7には図版左の拳バーが， 4， 5， 6， 8， 9には右のバ
が，それぞ
れ対応す‑ろ．
Thefossil lndividualBofaShort

Daito､
ulna.

1，
a，

lefthuInerus・
anconalvie､入7;

a，
b，

anconal

tailedAlbatross

vle,凡7；

palnlarvle,入7.

b,

4,

palIT1aI‐

pelvis,

foundat

vle,八7.

2,

thePoint

right

pl‑oxlInalpart:

a，

2○f

ulna､

a，

cavefloor，

anconal

dorsalvic,八ｱﾗ

b,

Hoshino−doCave,

vle,凡ｱﾗ

b,

ventralview､

ハⅢinanll

pallrlarvle,〃､
5,

3,

left

left taI soIT1etatar‑

sus･ a， anterlorvle,凡7； b， poster1or vlew、 6， right
tarsoInetatarsus・
a， posterlorvle,入7； b， medial vla〃、 7， right
tibiotarsus， lackingproxllnal part: a, anterlOI‐ v1e圦7 ; b, posterlorvle1入r、 8, right coracoid: a, ventralvie'"; b, dorsal
vle,八7. 9, right felnur、 a， antel‑lorvle,八ﾉ; b, posterIOrvle,X7． Scalebarsareboth5cmlong､ 1, 2, 3and7arescaledby
theonelnthcleftofplate，

and4,

5,

6,

8and9arebyrightone､
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2b

2a

5b
5a

b

3a

6b

4a

6a

図版3
南大東島・星野洞内ポイント3より採集されたアホウドリDiowe咋ααめ
sの化石群1,頭蓋骨背面(specimenlength,
73.2mm). 2,左烏口骨(mediallength,59.6mm) : a,背面ラ b,腹面. 3,左上腕骨遠位部(specimenlength, 162.0mm) : a,掌側；
b,肘側. 4,左尺骨近位部(specimenlength, 167.2mm); a,掌側; b,肘側． 5,左大腿骨(greatestlength,89.0mm): a,後面；
b,前面. 6,右脛足根骨遠位部(speCimenlength,98.9mm) : a,前面; b,後面．
2本組のバーが対応する．

Themixed

スケールバーはすべて5cm.

1を除いて図版右上の

1のみその上の横バーが対応する．

assemblageconsist ofShort‑tailedalbatross

remains fromthePoint 3ofcavenoor,

HoshinodoCave,

Minami−Daito. 1,cranium, dorsalview. 2, left coracoid: a,dorsalview; b,ventralview.3, leftHumerus,distal
part: a, palmarviewi b, anconalview. 4, leftulna, proximalpart; a, palmarview; b, anconalview. 5, left femur:
a, posteriorview; b, anteriorview.6, right tibiotarsus,distalpart: a, anteriorview; b,posteriorview.Scalebars

are5cmlong.lisscaledbythetopone.Allothersarebythetwinoneintheright topofplate.

ifj大火烏星IWII1から採集されたアホウドリ化石群と同烏における鳥類ｲ:l lの礎進

、
1

1

1b

a

3a

f､勺

竺0

3b

8a
2a

2b

8b

蕊鰯

4a

5b

4b

図版4

6a

5a

6b

7a

7b

南大束島・星野洞内ポイント4より採集されたアホウドリD火〕加忽ぽαα必

9a

9b

"fsおよび大型ハトを含む化石群.

1

8,

アホウ

ドリDiowe士ααめα純4S. 1,左脛足根骨(49.2mm) : a,外側; b,内側. 2,右脛足根骨骨体(138.2mm) : a,前面; b,後面. 3,左手
根中手骨(102．4mm) :

a,外面;

b,

内面. 4,穿脾足根骨(128､2mm) : a,前面; b,後面. 5

7,右脛足根骨遠位端部3点(5, 20．8mm；

6， 47．6mm; 7, 53.2mm) : a,前面; b,後面. 8,病変の見られる趾骨(5().91nm）？ a， b，両側面． 9,
左尺骨(59.2mm) :

a,外面；内面．

カラスバト類Co/況加b"sp． ，幼烏の

スケールバーは5cm、

ThemixcdassemblageconsistofShort‑tailedalbatross (18) andCO/z"""sp.
noor,Hoshino−doCave,Minami‑Daito、

(9) rcmains fromlhePoint4ofcave

1‑8,DjowEP"αα必αか"s. 1,left tibi()tarsus,pr()xipalendpart:

b, internalview.2, right tibi()1arsus, shufl: a, anteriorview;

a,externalview;

b,posteriorview. 3, leftcarpometacarpus:

a, external

view; b, internalview.4, 1eft libiotarsus: a,anleriorview; b, postcriorview.57, right tibiotarsi, distalendparts:
a, anteriorview; b, posleriorvicw. 8,pathologicalphalanx: a, b, laLeralviews.9, juvenileCO伽wb"sp. , leftulna:
a,

externalview;

internalvicw.

Scalcbar is5cm long.

画﹄

軍 国 踊 繍 ・ 汁 茸 蒔 翌 ・ 一 一 一 コ 門 ． Ｅ 卦 判 Ⅲ 要 ・ 即 或 一 一 咄善

兵…

図版5

1 :鍾乳石の発達する星野洞内の様子.AviewoftheinsideofHoshino‑doCavethatshowsmassivestalactites.

2 ： トラバーチソに覆われたアホウドリ肢帯要素の化石の産状.ModeofoccurrenceofthefossilpostcranialelementsidentifiedasDiOww
bytravertine.

3 ：アホウドリ頭骨の化石の産状.Modeofoccurrenceofafossil skull identifiedasDiOwze

αα/伽"z4S，

4 ：星野洞内で発見された現世のコウモリ遺骸.RecentremainofasmallbatfoundintheHoshino‑doCave.

αα必α加4s,whicharecovered

