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まもなく佐藤氏によって発見されたものだと考えられる．

まえがき

甲羅を充填する泥岩には四肢骨や頭部などの存在を思わ

1975(昭和50)年頃，福島県いわき市平薄磯に住む佐藤督

せるよう承断面など一切見られない．一方，骨の各縫合は

代氏が薄磯海岸を散歩していたとき，崖から落下したと思

完全に閉じているので，

われる黒色を呈するカメ化石1点を発見した．佐藤氏は長

骨格はすべて消失してから急速埋没したものであろう．本

男の一司氏と二人でこの化石を自宅に運んで保管していた．

論では，

1980(昭和55)年12月7日，豊間地区の地質調査をしていた

標本は，採集者佐藤督代氏が保管している．模型がいわき

橋本は，佐藤督代氏から声をかけられ，

市石炭化石館に保管されている．

自宅にカメ化石が

この個体の死後，遊離するような

この標本の名称を薄磯標本と呼ぶことにする．原

あることを知った．翌週の13日に橋本は友人らと佐藤氏宅

を訪れ標本を確認し， 同定のために長谷川に届けた．本論
では，

カメ化石の特徴と分類上の位置

この標本について報告する．

Testudines(カメ目）

Cryptodira(潜頚亜目）

産出層準および産状

Testudinoidea(リクガメ上科）

いわき市平，下高久から富神岬にかけて発達している，

Bataguridae(バタグールガメ科）

泥岩を主体とする高久層群下高久層が採取地点に分布して

Oc""αsp.(ハナガメ属）

いること，

カメ化石の甲羅内を充填している基質が泥岩で

あることから，産出層準はこの層であると考えて差し支え

甲羅内部の細部にわたって観察を進めるためには所有者

ないであろう．仮に別の所から流されたものだとしても当

の了解をはじめ，模型作製を行ってからサソドブラスト等

地域の地層は中期中新世に属するものが多く（須貝他，

による充填物の除去に時間を要するので，

1957)，時代的にあまり逸脱することはないと考えられる．

外観の観察を中心に記述した．

ここでは甲羅の

甲羅を充填する泥岩は一部は丸みを持ち，一部はえ<･ら

本標本の甲羅はウミガメ類を除くと比較的大型の部類に

れ明らかに摩滅の痕跡が見られる． また一部は明らかに破

属する,背甲の表面は黒色を呈し，平滑で顕著な彫刻はみ

壊された跡がみられる．一方，腹甲板は大半が消失し，そ

られない．骨の内側は濃い褐色を呈する．

れらの内型の印象が残存していることから，磨滅や破壊は

ー般に見られるように高く

甲羅はリクガメ

丸みが強い．右前半部は圧力

ごく短時間で発生したものであろう．骨の破断面ば新鮮で

によるものか奇形的なものか定かでないが，やや扁平化し

あることから，崩落時の衝撃で破損紛失したか，元の地層

ている.

に残っているかもしれなかったが，そのような調査は既に

であるが，欠損した部分を復元すると背甲は前後長340mm

発見から日数が経過していたため，できなかった．

に達したものと推定される．

いずれにしても遠くから運搬されてきたとか，発見地点

甲全長244mm,

甲の最大幅225mm, 甲最大高133mm

本標本は縁板の2点の断片が残るだけで他の縁板は全て

で長時間，波浪によって洗われていたというような痕跡は

欠損している．背甲の厚さは5mm程度である．

認められない．おそらく現地性のもので，崖から崩落して

は右第2肋板ががぼぽ完全に残っているが他は全て不完全

受付:2002年1月22日，受理: 2002年3月6日

さらに肋板
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図1

位置図。★印は化石発見地点。この地図は国土地理院発行のl/25,000地形図「平」

で，時に半分以上欠損しているものもある．頚板は失われ

ている．椎板(N)"7枚は完全であるが,

8番目は後部が

かけていて形態は不明である，第1椎板は亜楕円形，第2

「小名浜」図幅を用いた。

甲羅全体では3分の1以上が欠損することになる．
腹甲は大部分欠損する．残された部分での腹甲の厚さは
12〜15mmでかなり厚い．およそ半分近い左右腹板が残り，

〜4椎板は近遠心方向に長い角張った台形，第5椎板は四

左右の股鱗が推定できる程度である．下腹板，舌腹板の大

角形に近い台形，第6〜7椎板は左右に幅広い菱形の6角

部分がない．崩落時に破損．消失したものと思われる．上

形を呈する．

腹板， 内腹板とも欠損する．

リクガメ科(Testsudinidae)に見られるよう

な四角あるいは八角形の椎板は無い．盾鱗の痕跡はかなり

よって腹甲では不完全な形で

さえも外形を把握推定できる要素がぼとんどない．腹甲の

明瞭であるが甲板の残存に左右され，縁鱗はぼとんど見ら

ぼぽ中央に径80mmぼどの範囲で凹む印象があるので，腹甲

れず，肋鱗(LS)は右第2がかろうじて，

板も凹んでいた可能性がある．

ほぼ概形を推定

できるものの他は全て不完全である．頚鱗は失われている．
椎鱗(V)は第1が約半分で，第2〜4はぼぼ完全である．

これは後述するように雌雄

の特徴となる可能性があるが，雌雄は定かではない．
背甲と腹甲は右側腋柱の存在がわかる程度残っている．

第一椎鱗の形は不明で，第2〜3椎鱗は前凸後凹形で，前

それは第一肋板遠位端と連絡しているようにと見える．鼠

半は後半より幅の広い円筒形をなす．各椎鱗中ぽどの肋鱗

躍柱の位置は左右ともに観察できる．それらは第5と第6

前後縁縫合との交合点は側方に突出する．

肋板間に連絡するが，相対的には第6肋板近位部との連絡

椎板(N),肋板(C),椎鱗(V)および肋鱗(LS)の関係は，

が強いと見られる．縁板における臭腺孔の有無は不明である．

第2図のようになる．第1椎板の中央よりやや後方を第1
椎鱗の後縁が波状に横切る．第3椎板(N3)のほぼ中央寄
りを第2椎鱗(V2)後縁が直線的に横切る．第5椎板(N5)

考

察

中央を第3椎鱗(V3)がやや前凸形で横切る．第1肋鱗(L

日本産の新生代カメ類化石の情報も近年少しずつ集積さ

Sl)の後縁は第2肋板(C2)中ぼどを，第2肋鱗(LS2)後縁

れつつあるが，哺乳類などに比べると少ない．中新統産の

は第4肋板(C4)中ぼどを第3肋鱗(LS3)後縁は第6肋板

カメ類に関しては,Matsumoto(1918)をはじめとして藤

(C6)中ぼどをそれぞれ横切る．完形のものと比べると，

井他(1964),平山他(1997, 1994, 1982, 1983, 2001),石
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井(1967),三浦他(1987),岡崎(1977),坂本(1983),Shikama

個体は極めてよく似る．

(1956), Shikamaetal. (1976),

や椎鱗の形状はよく一致する．

白竹他(1980),橘(1979),

橘他(1987，長谷川他(1982)が報告されているが，標本の

大きさは岡山第1標本の前後長が375mmと推定され，本

報告の標本の推定前後長340mmより若干大きい．薄磯標本

不完全なものが多く，種名の確定したものは少ない．
本論で報告した標本は，平山他(1982, 1983)で報告され
たものと類似しているが，

図2の後面破断面にみられる外形

当該標本と比較できる記述が少

が新見市産のOcadiasp.と同様かなり大型であったこと
を指摘しておく. ChenandLue(1998, 1999)によると台

ない．特にOca成α属とされた特徴のいくつかは当該標本で

湾産の資料では最大甲長270mmに達する．

は失われているものもあるが，鼠躍柱が第6肋板に接する

台湾産資料では最大甲長280mmに達する．今後大陸産を含

などの共通点があり，写真など参照すると明らかに同種の

め，多くのデータと比較する必要がある．

可能性が高い．特に岡山県新見市の備北層群産の第2個体
は背甲が圧縮扁平化しているように見受けられるが，第1
薄磯標本の計測値

計測部位

最大前後長

最大幅
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またヌマガメ科(Emydidae)では鼠踵柱
薄磯標本はリクガメ科(Testu‑

dinidae)に確認できる四角もしくは八角形の椎板という
共有派生形質が認められない(Auffenberg, 1974)．
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がって，

した

薄磯標本は臭腺孔などバタグールガメ科としての

共有派生形質が確認できないものの，消去法的にバタグー

ルガメ科(Yasukawaeta1. , 2001)に含めることが可能
である．

薄磯標本をOcα戒α属に同定するに用いた特徴であるが，

腹甲の大部分を欠損していることもあり，現生種(0.
sj7fewsis) との明確な共有派生形質は確認できない．平山
／
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他(1982, 1983)の腹甲柱を主体とした記載も不十分である
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が第6肋板に達しない．
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平面図化（投影図ではない） した椎板(N),肋板(C) ,椎
鱗(V)および側鱗(LS)の関係を示す。
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が，新見市産の資料では外腹甲が保存されており，現生種

この様な環境の中に生息したと考えられるO"伽α属がいわ

との共有派生形質(外腹甲の背側面前方が幅広く肥厚する）

き市からも発見されたことは，以前から貝類化石などで言

が確認でき, Oc(z"α属に分類することが可能である．

われてきた，熱帯あるいは亜熱帯性要素が関東地方から福

現生種の背甲表面には前後に3列の隆起があるほか，肋
板や縁板に年輪の彫刻が発達する．薄磯標本に関しては

甲羅の表面は平滑で顕著な彫刻がない や現生種の最大

島県下まで広がっていたこ,とを支持する新しい材料が増え
たことになる．

現生のOcα〃αS""si､GRAY)#,

台湾，海南島，

中

個体よりも有意に大きいという形質に関して新見市産の

国の福建省からベトナムにかけて分布しているが，

OC"difZ sp.と共通しており，

Oc"伽α属の系統進化に関する知見がより深まることを期

これを根拠として薄磯標本

をO"伽aSp.と同定した．

この

待するものである．

なお現生バタグールガメ類では，雄は雌よりも小型であ

ることが多い. Ocα伽asi""sisも同様であり，雄は雌より
も20％ほど小型である(ChenandLue,

1998,

謝

1999).腹

辞

甲中央部分がくぼむことや腹甲後半部の左右幅が狭いよう

この報告をまとめるにあたり，標本を研究のために快く

に見えることなどは薄磯標本がより小型の雄個体であるこ

提供していただいた佐藤督代ならびに佐藤一司氏の両氏に

とを示唆するかもしれない．

厚く御礼申し上げる．

なお新見市産資料では，

より

また鈴木千里氏，松本武雄氏には調

大型(甲長375mmと推定)で腹甲のI幅の広い久原標本(個人所

査時にご協力いただいた．群馬県立自然史博物館の高桑祐

蔵：模型は京都大学所蔵)が雌個体，やや小型(甲長340mm

司氏には原稿作成時にご協力いただいた．以上の方々に厚

と推定)で腹甲幅の狭い土井標本(帝京平成大学所蔵)が雄

く御礼申し上げる．

個体の可能性があると推定されている(平山，未公表)．
国内の化石カメ類の分類に関して，

多くの不備があるこ

とは平山他(1983)の述べるとおりではあるが，
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Abstract

Mioceneturtle ("a"sp. : FamilyBataguridae; SuperfamilyTestudinoidea)
fromtheTakakuGroup,Usuiso,Iwakicity,FukushimaPrefecture,Japan.
HAsEGAwAYoshikazu',HIRAYAMARen2 andHAsHIMoToKazuo3
]GI"z汎αA伽se"wfo/Mz伽γα/Ms/ory .･ 1674‑1,Kα""ん"γ0"", 7b"0向α一α〃,G"wz"3712345,/tz""
27W"yo""eiseiU""""y .・ 228 23,"7"",丘〃ﾉzam−c"v，C〃6"290c09I､ """
K"〃"Iaco"""""z〃 噸〃.･銘一Z,"""s〃"娩況柳αO邦娩0s",KK"S賊加α‑加αc〃 ん 〃‑c"y, F》ｨだ"s〃""971‑814Z, ノ"α〃

Anincompleteturtleshell,lackingtheextremities

estimatedas340mm long) andthesmoothsurfaceof

of thecarapace andthemost of theplastron,was

thecarapace,lackinganyridgeor sculptureexcept

collected fromtheUsuiso seacoast cliffofTaira,

for scute sulci,

IwakiCity,

inOc"di(z sp．

Fukushima

Prefecture,

northeastern

arecommonlyobservedaswell as

(FamilyBataguridae)

reported from

Japan・ Thefossilwas supposedasderivedfromthe

theMioceneofNiimi,OkayamaPrefecture,Western

middleMioceneTakakuGroup

inthis

Japan.Thus, this specimenisidentifiedasasame

developed,

taxon.Discoveryof suchlargeOc"""suggests that

area.The

plastral

buttresses

andconnectedwiththe

plates,

suggesting

its

first

distributed
arewell

andfifth‑sixthcostal

testudinoid

affinity

suchas

thetropical orsubtropical faunaduringtheMiocene
wasextendingtonortheasternJapan.

batagurids, Its relativelylargesize (thecarapaceis

KeyWords:Testudines,Bataguridae,Ocα戒α,Mioceue,TakakuGroup,
Iwakicity,FukushimaPrefecture
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即助三咄苔・判Ｅ熟・諏針１幕

図版I

福島県いわき市平、薄磯の高久層群下高久層分布域で発見されたカメ化石のαdi(z sp. (薄磯標本)

1．背甲背面、 2. 甲羅の前面観、 3.腹甲腹面観

