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群馬県南西部に分布する富岡層群(中部中新統)から初めて産出したゴカクウミユリ科化石2

属について報告する，

ISs2"c""Issp.は安中市郷原の原田篠層と富岡市上黒岩の庭谷層下部から産出した．化石は

茎だけで，原田篠層からは長さ10～30m剛に断片化した単体の茎化石3点が得られた．庭谷層下

部では30～40mmに断片化した大量の茎化石が層理面と考えられる面に密集した産状を示す． ま

た密集部の中には，茎化石が覆瓦状に重なり合っている部分もある． どちらの産地の標本も茎

の断面形態はほぼ円形だが，若干の変形も見られる．側面は滑らかである． これらの標本は国

内の中新統の同属としては，三重県の一志層群，千葉県の安房層群に続いて3例目の化石記録

となる．

"JS0"""s?'' sp.は吉井町片山の庭谷居上部から産出した．長さ57mmの茎の化石1点で，茎

の断面形態は五角形ないしは星形を示し，節板には巻枝が関節していたソケットがある．害と

腕が未発見であるため十分な同定ではないが， 同属だとすれば， 国内では広島県の備北層群に

次いで2例目の化石記録となる．

これらの標本を含む日本の中新統のウミユリの化石記録は，前期～中期中新世前期の外部浅

海帯から中部漸深海帯にかけてウミユリ類が広く分布していたことを示唆する．

キーワード ： ウミユリ， ゴカクウミコーリ科， 中部中新統，富岡層群，原田篠層，庭谷層，群馬県

本論では，富岡層群原田篠層ならびに庭谷居の2累層か

ら発見された鰊皮動物ウミユリ類のゴカクウミユリ科化石

2属の産出ならびにその意義について報告する．

本研究は，平成11～13年度の群馬県立自然史博物館調査

研究事業「富岡層群の地質学的・古生物学的研究」の一部

として行われたものである．

なお，本報告の中で使用する，略号は以下のとおりである．

はじめに

関東山地の北東縁に位置する群馬県南西部には丘陵帯が

広がり，その大部分は中新統の富岡層群で構成される．富

岡層群には様々な化石が包含されているが，無脊椎動物化

石の一部についてはすでにいくつかの報告がある（平山，

1981 ；蟹江他, 1999;Kurihara, 2000;加藤, 2001など).

疎皮動物類についてはウニ類とクモヒトデ類(石田吉明氏

からの私信)の産出を確認しているが， いずれも未報告で

ある．

GMNH－PI :群馬県立自然史博物館無脊椎動物化石

部門

受付爵2〔)02年1月1(〕日，受理： 2002年3月6日



高乗祐司・福澤宗治・森平利政・黒澤利衛・中島一46

産出地の地質

ウミユリ化石は，富岡層群を構成する7累層(大石・高

橋,1990)のうち中部にあたる原田篠層の，ケ所と庭谷層の

2ヶ所の2累層3ヶ所で採集された．

2累層のうち下位にあたる原田篠層のウミユリ化石は，

安中市郷原～松井田町人見の市町境界を流れる碓氷川の河

床から発見された(図1）．化石は塊状の灰色シルト岩から

産出した．標本3点はいずれも中島によって採集されたも

のである．標本は12～32mm程度の長さに断片化したウミユ

リの茎で， 3点とも他の大型化石を伴わず，単独で産出し

た． また， この産地付近からは長さ150mm程度の長い茎化

石が層理面に対して斜交ないしは直立した状態での産出例

（石原克彦氏からの私信）や，茎が密集した状態での産出

例も確認されている（高山義孝氏からの私信） ． しかし，

いずれの標本も薯や腕は残っていない．
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図2庭谷層下部のウミユリ化石産地（富岡市上黒岩）

国土地理院発行5万分の1地形図「富岡」図幅に加筆．
「★」はGMNH-PI-001, 1261～1263の産地

Figure 2 Localitymapof isocrinid fossils inLower

NiwayaFormation(Kamikuroiwa,Tomioka-city)
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1261～1263.138｡ 48' E 138｡ 51' E

灘
36｡ 19' N

36｡ 17ノN

138． 57' E
36｡ 17' N""M

139｡ E

0 2km

36． 15′ N
図1 原田篠層のウミユリ化石産地（安中市郷原）

国二'二地理院発行5万分の1地形図「富岡」図幅に加筆．

「★」はGMNH-PI-1264～1266の産地

Figure l Localityof isocrinidfbssils inHaratajinoFoI=

mation(Goubara,Annaka-city)

I#*" indicates the localityofGMNH-PI-1264~
1266．
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図3庭谷層上部のウミユリ化石産地（吉井町片山）

国土地理院発行5万分の1地形図「富岡」図幅に加筆
「★」はGMNH-PI-1267の産地．

Figure 3 Localitymapof isocrinid fOssils inUppel

NiwayaFormation(Katayama,Yoshii-town)

l!*" indicatesthelocalityofGMNH-PI-1267
この産地付近の原|王|篠層からは，貝類化石(鯉江他,1999；

Kurihara,2000), 甲殻類化石(加藤,2001),軟骨魚類化石

(高桑， 2000, 2001)，哺乳類化石(宮崎， 1988)などが報告

されている． また碓氷川右岸の河床の一部には原田篠層が

広く露出しており，その層理面にはウニ類の化石も確認で

きる(未報告)．

原田篠層の年代は，浮遊性有孔虫化石の対比により中期

中新世前期(Blow(1969)のzoneN.8の上半部)にあたる

(大石・高橋, 1990;Kurihara, 2000).

同層の堆積深度は，底生有孔虫化石の種構成などから中

部漸深海帯上部～下部(秋元・長谷川， 1989)にあたると推

定されている．また同層の海洋環境は，貝類化石群集の属

組成が類似していることにより，現在の相模湾の中層水に

似ていたものと考えられる(Kurihara, 2000).

庭谷層のウミユリ化石は，富岡市上黒岩の元ベソトナイ

ト採掘場(図2）ならびに吉井町片山の鏑川河床から発見さ

れた(図3）．

富岡市上黒岩では， ウミユリ化石は採掘場内にあった擬

灰質なl1音褐色塊状泥岩の転石から産出した．標本は，福澤・

森平ら旧群馬県立自然科学資料館のスタッフによって採集

されたもので，その多くはこの泥岩の層理面と想定される

面に密集して産出した． また密集部の一部では， ウミユリ

の茎化石同士が覆瓦状に重なり合った産状も観察された

(図4）．

ウミユリの茎はいずれも約30～40mmの長さに断片化して

おり, 35mm前後のものが多い．長いものではその長さは45

mmに達する．その中には著しく屈曲したものも含まれる．
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地層の圧力でつぶれたものもある．薯や腕は未発見である．

この塊状泥岩の一部にはやや砂質な部分があり，そこには

貝類やウニ類の殻片が含まれる．凝灰質な泥岩であること，

共産化石として底質有孔虫や海綿の骨針が見られることな

どから総合的に判断して， この転石は富岡層群の庭谷層，

特に庭谷層下部に由来するものと考えて差し支えない．

吉井町片山の鏑川河床から産出した標本は，筆者の一人

黒澤が採集し，その後群馬県立自然史博物館に寄贈したコ

レクショソの一部である．片山付近には庭谷層と原市層が

分布するが，本標本は庭谷層上部の分布域から産出した．

庭谷層から産出する大型化石は， 貝類化石(平山,1981) ,

束柱類化石(長谷川他， 2000)，軟骨魚類化石(高桑， 2000）

などである． また富岡市上黒岩に分布する庭谷層からは高

橋誠氏(現・南牧村立南牧中学校教諭)らによってクジラ類

の脊椎(未報告)も発見されている．

庭谷層の年代は中期中新世前期であるが，浮遊性有孔虫

生層序によって同居下部がほぼBlow(1969)のN.9に， ま

た同居上部がほぼN.10にあたる(尾田, 1986)．庭谷層の

堆積深度は，底生有孔虫化石の種構成によって， 同居上部

が外部浅海帯と推定されている(大石・高橋,1990).

ｏ

Ｉｕ
ｌ

ⅢⅥ１
．
９

帆１
ｓ

ⅥⅡい
り
７

Ｍ
‐
ｅ

肌
１
巳

帆Ⅱ
１
４

叩
‐
ａ

Ⅱ
Ｉ
宝

ⅡⅡＩ
ｌ
ｌ

ｌ

ｏ

図4 庭谷層産心se"c7'iwMssp. (GMNH-PI-1261)の産状

Figure4AnoccurenceofISSc"c""Ssp.(GMNHPI 12

61)

標本の記載

SystematicPaleontology

ClassCrinOidea (ウミユリ綱）

Orderlsocrinida (ゴカクウミユリ目）

Familylsocrinidae, Gislen, 1924 (ゴカクウミユリ科）

GenusISSe"C"""SRovertol914

JSse"c7'jwzJssp.

（図4～6）

③瀞戯
標本番号:GMNHPI 001, GMNHPI 1261~

1263 (庭谷層下部）

GMNH-PI-1264～1266 (原田篠層）

記 載：

茎部のみの中型のゴカクウミユリ科の化石である． やや

変形しているが茎板の断面形態は円～楕円形である．庭谷

居下部の標本は褐色～黒褐色を呈し，茎の最大直径が8.5

mm,保存されている茎の長さは最大で45mmである．原田篠

層の標本も褐色を呈するが，風化の進んだ部分は白色であ

る． 原田篠層から産出した3点の中で最も保存が良いGM

NHPI 1264では直径が8mmで，保存されている茎の長

さは33mmである． しかし，原田篠層産の標本は庭谷層下部

産の標本に比べると風化が進んでいるため，保存が悪い．

そこで本論では主に庭谷層下部の標本を元に記載を行う．

茎には節板(nodalplate)と節間板(internodalplate)が

見られ，節板には1ヶ所あたり2～3本の巻枝(cirrus)の

図5 原田篠層産ISse""加況Ssp. (GMNHPI 1264)

a 茎の側面観 b 茎の関節面

Figure 5 JSse/ic7'""ssp. (HaratajinoFormation ;GMNH

PI-1264)

a. lateralviewofpartofcolumn b・ close-up

ofarticularfacet

ソケット(cirrussocket)が見られる． このことから節板

から伸びる巻枝は5本ではなく， 2～3本であったことが

半lる. GMNHPI 1261のブロック中に含まれている茎

の中には， 14枚の節間板が確認できるものがあり, GMN

HPI 1263のブロック中に含まれている茎の中には, 12

枚の節間板が確認できるものがある． しかしこの標本を含
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a

b

庭谷層下部産ﾉssc""i""ssp. a 茎の側面観(GMNHPI 1263の一部）

b茎の関節面(GMNHPI 1261の一部）

6ISsc"""Jssp． (LowerNiwayaFormation) a. lateralviewofpart

ofcolumn(partofGMNH-PI 1263). b. close upofarticularfacet

(partofGMNH-PI-1261).

図6

Figure
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め， 2枚の節板が一つの茎の断片に保存されたものが無く ，

節間板の詳細な数は不明である．節間板の側面は，非常に

滑らかだが， かすかに溝状に凹んだ部分もみられる． また

節板と節間板の直径はほとんど変わらない

関節面については，庭谷層下部産の標本では茎の中心か

ら5方向に放射状に広がるpetaloidareolaeとその周囲を

円形に取り巻くsymplexialcrenulariumが観察できる．

一方, lumenは数点の茎で内部が充填された状態を確認で

きたものの， その存在が確認できない茎がほとんどであっ

た． 原田篠層産の標本は風化こそ著しいものの， 3点の標

本のうちGMNH-PI-1264, 1265で関節面の中心にある

lumen, ならびにそこから5方向に放射状に広がる

petaloidareolae, そしてそれらの周囲を円形に取り巻く

symplexial crenuraliumが観察できた．保存の良好な庭

谷層下部産の標本でlumenが確認しにくい理由としては，

同居産の化石の風化が進行していないためlumen内部の

充填物もあまり風化していないこと，そして同層の茎化石

が地層の圧密作用を被って変形している部分が多いことも

関係しているものと思われる．

これらの特徴のうち，茎の断面形態がほぼ円形を示すこ

と，節間板の数が多い(少なくとも12枚以上)こと，巻枝の

数が少ない（2～3本）ことなどから，これらの標本は

JSse"c"""s属に同定される．

る等，腕の化石が発見されるまでは, Rasmussen (1961

1978）に従い， “ん0"加況s?" sp.とするのが妥当である．

産出の意義

本論で報告した8点の標本は，富岡層群から報告される

初のウミユリ化石である．

日本の第三系産ウミユリ化石は, Oji (1990)によって3

種が記載され，古生物地理が議論された．それによると

ISse""”4s属の化石は今までに三重県の一志層群片田累層

薬王寺部層(前期中新世後期:Yoshida (1991)ではBlow

(1969）のN.8の下半部) ,千葉県の安房層群大帷子層(中

期中新世前期:N.9～N.10)の2層から発見されている

のみである． よって，富岡層群原田篠層(中期中新世前期：

N.8の上半部)ならびに庭谷層(中期中新世前期：ほぼN.9

~N.10に相当)から産出した本属の標本は，既知の国内の

化石記録とほぼ同年代であり， 日本の中新統からの3例目

の化石記録となる．

一方, ISo"加況s属の化石は，広島県庄原郡新築の備北層

GenusJS0C""S (vonMeyer,1836)

"JSO〃伽"s?" sp.

（図7）

標本番号: GMNHPI 1267 (庭谷層上部）

記 載：

茎部のみの小型のゴカクウミユリ科の化石である．保存

されている長さは57mmで，茎の最大直径は上部で5.3mm,

下部で6,1mmである．巻枝のソケットの直径は2.3mmである．

やや変形しているが，茎板の断面形態はほぼ五角形であ

るが， 関節面の形態を観察するのは困難である． この仲間

では茎の直径はその基部付近(上部)で小さく，末端(下部）

に向かって徐々に大きくなる傾向がある． このことから本

標本は茎の中でも善に近い基部に近い部分であったと考え

られる．

節板は6ヶ所みられる．節間板の数は，上から4十，9，

9 ，7，9 ，9である．節間板の側面はほぼ平らで，節板は

やや大きく高さも高い．節板から巻枝が伸びている様子が

2ヶ所で観察される．節板には5つの巻枝が関節していた

ソケットが観察される．従って節板からは5本の巻枝が伸

びていたと考えられる．

本標本には腕，薯の部分が見られず，属の決め手となる

特徴が不明である． こうした形状の茎は, ISoc"""s,

ﾊ化加〃iwzJs, C〃α"c7'j""sなどに見られるが，決め手とな

a&湧淘鯵
鐸

図7 庭谷層上部産"JSoc""s?''sp.(GMNH-PI-1267)

a 茎の側面観b茎の関節面

Figure 7 "JSOc"FMs?'' sp.(UpperNiwayaFormation;

a. lateralviewofpartofcolumnb. close-

upofarticularfacet GMNH-PI-1267)
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群上部層(岡本， 1987, 中期中新世前期)からの報告が唯一

のものである．富岡層群庭谷層産の標本は，善ならびに腕

部が保存されていないため, "ISocγ加"s?" sp.として同定

せざるを得ない． しかし， もしこの標本が確実に同属に帰

属するものだとすれば，富岡層群からの産出は国内でも2

例目の化石記録となる．

また，清水・藤井・葉室(2000)は, A〃γjαとその共産化

石に関する報告の中で，北陸層群東別所層（前期中新世後

期:N.8)から産出したウミユリ化石を図示している． こ

の標本については， 本文中ではウミユリ化石としか表記が

無く，属名・種名等についての記載がない．実物標本を観

察していないため断定はできないが，茎の断面形態が五角

形あるいは星形であることから， この標本も"ISoc7'j"zIs?"

Sp.に同定される可能性が高い．

原田篠層のウミユリ化石産出層準付近からは，深海性の

貝類化石(Kurihara, 2000)や，深海性の軟骨魚類化石(高

桑, 2000, 2001)などが産出している．底生有孔虫化石に

基づく古水深推定も中部漸深海帯上部～下部であり，全体

的には深い堆積環境であるといえる．庭谷層上部の堆積環

境は，底生有孔虫化石の種構成によって外部浅海帯である

と推定されている．

"JSocγ加"s?" sp.が産出した庄原付近の備北層群上部層

からはウミユリ化石のほか， 貝類化石， 貝形虫化石などが

産出している(Oji, 1990).それらのうち掘足類のDe"α"‐

""z (FYssi""α""班) yohoya加硴は現在でも日本近海に生

息している種で， 日本南部の大陸斜面のいわゆる

"bathyneriticzone"の優占種と見なされている．

富山県の東別所層においてはウミユリ化石は, AcIifzmx

/0””“やPo"/α"〔加池加""など下部浅海帯～漸深海帯

を示す貝類化石(清水他， 2000)と共産している． 同居から

IjtMiddlebathyal zoneの堆積深度を示す底生有孔虫，

Ui"離"""060sci"αとU・"'eg""も産出している

(Hasegawaetal., 1992) . これらを考慮すると同層の堆

積深度は漸深海帯であると推定される． よって中新統のウ

ミユリ化石の堆積環境は，下部浅海帯以深であるといえる．

現在， 日本近海にいる有柄ウミユリ類で最も多いのは，

A化加"jwzJs属とS""cγ加zｨs属である． これらのグループは，

新第三紀中新世以降にゴソドワナ大陸の一部とユーラシア

大陸とが衝突したことにより，西太平洋地域へ新たに移住

してきたグループと解釈されている(Oji, 1990).

以上のことから，富岡層群を含む日本の中新統のウミユ

リの化石記録は，西太平洋地域におけるこうした有柄ウミ

ユリ類の種構成の入れ替わり前の状態を示す(Oji, 1990)

だけでなく，前期中新世～中期中新世前期において日本周

辺の外部浅海帯から中部漸深海帯には絶滅した血se""iwzfs

属やISoc7'"tzJs属などのウミユリ類が広く分布していたこと

を示唆するものである．

要約

1 ．群馬県南西部に分布する中新統，富岡居群の2累層3ヶ

所から産出したゴカクウミユリ類2属を報告した．

2・んSc"cγj”ssp.は原田篠層ならびに庭谷層下部から産

出した．本種化石は茎が断片化した状態で見つかることが

多く，庭谷層下部から産出した標本では断片化した茎の長

さは30～40mmのものが多い． また同居からは，断片化した

茎が層理面と考えられる面に密集して産出したが，その一

部では茎化石同士が覆瓦状に重なり合っている．

茎の断面形態はほぼ円形で，その側面は非常に滑らかで

ある．節板のソケットの配置から，巻枝は2～3本であっ

た．節間板は少なくとも12枚以上である． 本属の化石は，

一志層群，安房層群から知られており， 本報告の標本が国

内では3例目の化石記録となる．

3． “た“γ加況s?" sp.は庭谷層上部から産出した．標本は

長さ57mmの茎の一部である．茎の断面形態は五角形ないし

は星形を示し，節板には5本の巻枝のついていたソケット

がある．節間板の数は7～9である．

害ならびに腕の部分が保存されていないため，十分な同

定はできないが， 本属の化石は備北層群産の標本に次ぐ国

内で2例目の化石記録となる可能性が高い．

4．富岡層群を含む日本の中新統のウミユリの化石記録は，

前期～中期中新世前期において外部浅海帯から中部漸深海

帯の堆積物に多い． このことは， 日本周辺ではこの時代の

そうした環境にウミユリ類が広く分布していたことが示唆

するものである．
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Abstract

Fossillsocrinidae(Crinoidea)fromtheTomiokaGroup(MiddleMiocene) ,

GunmaPrefecture,Japan.

TAKAKuwAYuji]･FuKuzAwASoji2･MoRIDAIRAToshimasa3･KuRosAwAToshie4andNAKAJIMAHajime5

1Gz"脚αA伽sgz"w0/Mz""α/Msrory.･ 1674-1,K"""70""", Tb"0片ﾛｰc"y,G〃"""3712345,"""

E－柳α〃A(ﾉﾋ舵ss .･BXｿり4105@"jiy.池.ﾉ，

2HIgzzs〃ん"『”疏帥Scﾙ00I .･864,九噸m々α, Tb"0片α一c".y,Gz"z加α3712316,〃"”

35733,NN""0""c",To"0月α－c"y,G""沈α37"2343, ノロpα〃

42&3, 2J肋"z9,Mz"yo-"i,Yosﾙ"一/Omﾉ",Tα"炉gW",G〃"脚α37"210I,"""

§少15, 1℃加"花，A”α〃a-c".y,G〃祁加α3720016,血加〃

Wereporthereinthefirstoccurenceof lsocrinids

fromtheTomiokaGroup(MiddleMiocene) , Gunma

Prefecture, centralJapan.

JSsg"c"wMs sp.werecollected fromtheHaratajino

andlowerpart of theNiwaya Formations. They

were fragmentary columnals . Inthe caseof the

Lower Niwaya formation , many fragmentary

columns were concenrtated ona single bedding

plane・ Andsomepart of this concentrated area,

columnals shows imbricatiOn like structure. These

arethethirdfossil recordofthisgenus inJapan.

"JSocγ加況s?'' sp.was collectedfromtheupperpart

oftheNiwayaFormation. Onlyasinglefragmentary

columnoccuredfromthis formation. This isprobaf

bly the second record of this genus fromthe

MioceneofJapan.

TheoccurencesofTertiarycrinoidswereconcen-

tratedtotheFArlvMiocenetoearlvMiddleMiocene

inJapan.Thepresumedpaleoenvironment of these

crinoids ranges outer sublittoral tomiddle bathyal

zone.Thepresentnewrecords,inadditiontothe

previous data, suggest that the isocrinids were

widely distributed around Japan during this age

interval.

Keywords: Isocrinidae, Crinoidea,MiddleMiocene, TomiokaGroup,HaratajinoFormation,

Niwayaformation, GunmaPrefecture


