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要旨：昭和49年に山口県下関市豊北町神田海岸で発見されたスッポンの背甲について報告す

る．頚骨，椎板骨４，肋板骨10等が産出している．同一個体のものと考えられる．大きさは

前後径40cm，左右径40cmでかなり大型である．後期漸新世産のスッポン化石は少なく，古生

物地理学上重要な標本である．
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Fossil turtle from the Upper Oligocene, Taoyama Formation, Hioki
Group, in Tobou-cho, Shimonoseki, Yamaguchi, Japan
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Abstract：An incomplete carapace of a soft-shell suppon turtle was collected in 1974 by

Suyama, Y. of the Yamaguchi Museum, western Japan.  The present specimen is the first

record of suppon turtle fossil from Yamaguchi prefecture.  Taking into account the parts that

are broken and lacking, the shape of the carapace may be subquardrangular(see fig･4)., the

Length and width measuring 34cm.  No.8th vertebra (see fig. 3) is large and very flattend, but

its anterior part broken off.  The size of the carapace is nearly that of T. desmostyli

(MATSUMOTO, 1918) but, the dorsal ornnamentation pattern is different.

Key Words：Taoyama Formation, Hioki Group, Upper Oligocene, fossil turtle, Suppon,

Tobou, Yamaguchi Prefecture.

はじめに

昭和42年に下関市豊北町特牛（こっとい）の神田海岸

で筆者の一人陶山が化石採集を行っていた時に崖の中に

骨の断片があるのを発見した．昭和49年に発掘して博物

館に持ち帰りクリーニングを実施した結果，スッポンの

背甲10数点に及ぶ部分骨を剖出した．それぞれ部分骨は

同じ部位とみられるものはない．検討の結果，これらは

同一個体のものと判った．この甲羅の大きさは推定前後

左右径共に34cmのものでかなり大型のスッポンの背甲化

石である．日本の中新世からはこれに匹敵する大きなス

ッポン化石が各地から発見されており（古川，2003；平

山・田口，1994；平山，2006；三浦・卯山，1987；岡崎，

1977；大城・長谷川，1998；鹿間，1954；橘，1979）今



30 長谷川善和・陶山義仁・亀谷　敦

後大きさや種の問題が検討されるであろう．山口県下で

は須佐層群より報告されたスサガメ（Shikama and

Suyama, 1976）以来の亀類化石の報告となる．また，漸

新世のスッポンはあまり記録がなく，あっても種属不明

のものが多い．今後の研究に役することが大きい．よっ

て，ここで当該標本について記録を残すものである．

スッポン化石の産出層準について

ここに報告する標本は山口県北西部の下関市豊北町特

牛の神田海岸に分布する日置層群峠山累層の崖の一つよ

り発見された．当地域は古くから多くの研究があるが，

岡本（1970）以来あまり変わっていないと思われること，

陶山は岡本と共に現地を調べているので，岡本の層序に

従って記述する．特牛付近は峠山累層に属す．峠山累層

は青緑色砂岩および灰黒色が優勢で，細礫～無中礫岩お

よび木凝灰岩を伴う．この累層下部からはCrassostrea群

集が，上部はVenericardia群集又はDosinia－Glycymeris

群集がみられる．この上位部分からはサメの歯，鯨類お

よび当該スッポンもこの峠山累層上部層（図１★印）よ

り産出した（岡本・陶山，1975）．

この日置層群はさらに下位より上位に十楽，黄波戸，

峠山及び人丸の４累層が重なるものとされている．した

がって峠山累層は日置層群の上位部層になる．また，日

置層群は九州北部の大辻・芦屋層群，中国地方の備北層

図１　峠山累層産スッポン化石の産出地点（★印） 国土地理院５万分の一地形図，阿川・小串より

図２　豊北町特牛附近の峠山累層の柱状図（岡本，1970による）
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群あるいは油谷湾層群などに対比されている．日置層群

の地質時代については前期中新世に入れる考え（岡本，

1970）もあるが近年では漸新世に入れる考えが多い．

日置層群は産出する軟体動物化石群が芦屋動物群に対

比されている（岡本・今村，1964；布施・小高，1986な

ど）．またその年代については色々の化石群から概ね漸新

世とすることにあまり異論はない．植物化石群は後期漸

新世に位置づけられている．（Tanai and Uemura，1991な

ど），フィッショントラック年代としては長門市二位ヶ浜

の黄波層中部の凝灰岩から27.2±2.4Ma（村上ほか，1989）

および25.8±1.5Ma（尾崎，1999）が，また，峠山累層の

上にくる人丸層中部の安山岩からは22.8±1.4Ma（尾崎，

1999）などが測定されている．さらに日置層群と対比さ

れた芦屋層群のフィッショントラック年代や微化石から

前期ないし後期のフィッショントラック年代（尾崎・浜

崎，1990；Okada，1992）などが知られている（尾崎・今

岡・井川，2007による）また，鳥類化石（プロトプテル

ム）（亀谷・深田・長谷川，2001）からもこの後期漸新世

とする年代は概ね矛盾がない．

付　記

東法（とうぼう），日置層群（ひおきそうぐん），十楽累層（じゅう

らくるいそう），黄波戸累層（きわどるいそう），峠山累層（たおや

まるいそう），人丸累層（ひとまるるいそう），津黄安山岩（つおう

あんざんがん），日置町（へきちょう），油谷町（ゆやちょう），黄波

戸（きわど），特牛（こっとい），肥中（ひじゅう）

標本の記載

Super Family Trionychoidea Gray, 1873 スッポン上科

Family Trionychidal Bell, 1828 スッポン科

Subfamily Trionychinae Lyddekker, 1889 スッポン亜科

属種未定

採　集　地：山口県下関市豊北町神田海岸

採集年月日：1974（昭和49）年５月14日

地　層　名：日置層群峠山累層，27.0±2.4Ma

（尾崎，1999）

採　集　者：陶山義仁

保 管 場 所：山口県立山口博物館　YP-G-100204

当該標本は母岩より剖出したところ16点余りの部分骨

が得られた．１部欠けた頚骨，第２，第３，第４及びお

そらく第７椎板骨，大体完成品に近い右第２から７まで

の肋板骨と一部を欠いた第８肋板骨，不完全な左第３，

第６，第７肋板骨と一部を欠如した第８肋板骨．ほぼ完

全な第８椎板骨などからなる．第１椎板骨（n1），左右第

１肋板骨（c1），左第２肋板骨（c2），左第４肋板骨（c4）

が欠けている．同じ部位が重複することがないので同一

個体のものであると判断した．

これらの部分骨の大きさ，形，湾曲度などからそれぞ

れの部位を組合せ，もっとも無理のない状態で組合わせ

たところ図版Ⅰ及びⅡのような配列ができた．

頚骨前縁は極めて薄い．遠位の正中部は後方へ突出し，

その左横には一見近心への浅い凹みがあるが，それは破

損のためか長楕円形の穴が開いていたかどうかよく判ら

ない．また第１椎板骨と左右第１肋板骨を欠くために前

頚骨prenuchalの存在したかどうかは不明である．Hay

（1 9 0 8）の分類によると前頚骨が明らかでないから

AspideretesかAmydaに入るが，殻表の彫刻の形状から

Hay（1908）の図に類似する点がAmydaに似る．

しかしLynn（1909）によると殻表の彫刻の模様は複雑

で簡単に比較できないことが指摘されている．また，平

山（2006），平山ほか（2005）ではMeylan（1987）の基準

に従えば，これまでの国内の中新統や漸新統から報告さ

れたスッポン科の化石種はいずれも属・種レベルでの有

効な形質を欠いており，属種不明として扱うことが望ま

しいという．

入手した骨の部位を無理がないと考えられる配列にし

て全体の計測をしてみると表１および表２の通りである．

並べた肋板骨と椎板骨で計測できる前後長は第２椎板骨

から第８肋板骨後々端まで24cm，第１椎板骨は大体第２

椎板骨と同じ位とみて，５cm，頚骨長５cmで前後長はお

よそ34cm．甲幅は椎板骨の中央からほぼ中央の第５肋板

骨外側端までが17cmであるから２倍すると34cmとなる．

よって，背甲全体での前後長，左右幅共にそれぞれ34cm

である．背甲の外形は左右側方に丸味をもって張り出し，

前後はほぼ平坦に近く短い鼓形にみえる．この形は一般

にスッポンの外形によく合う．背甲のふくらみは弱く全

体的にみると扁平で，中央が特に隆起することはない．

表面全体にわたり，いわゆる迷歯類のような虫食い状の

凹みが発達する．各肋板骨では少なくとも外側から肋板

骨の半分ほどは，椎骨に対して同心円状に波状の山が走

り，谷と谷の間にやや間隔の狭く，低い山が内外方向に

できている．それぞれの凹みは正中方向に深くなる．椎

板骨側は外側の同心円状に走る山が目立つ割に，内側か

ら外側に放射状に走る山の方が目立つ．凹みは粒状では

なく，形のあまり一定しない虫食い状である．肋骨端は

右第７と左第６肋板骨で比較的よく残っているが他は殆

ど欠如する．肋骨は全体に扁平で薄く幅広である．遊離

した不完全な下腹甲骨の遠位端（図４）と考えられる．

骨片の骨端には円筒状の肋骨状突起が２本並行してある

うち，１本は先端が破損しているが２本ともほぼ同じ大

きさである．

また，第８脊椎骨（図３）は扁平な骨で幅広い．左右

上前関節突起部分は欠損している．下関節突起は斜後外

側に突出し，背面にドーム状となる．腹側は浅い凹みが
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表１　椎板骨計測値（mm）

n2 2 n3 2 n3 2 n7 7

47 34 37 20
21 18 13

25
32 31 28 19
 8     15     19 

表２　肋板骨計測値（mm）

+37 47 50 48 53 41 32 +36 40 40 33 
 36 33 35 35 31 28 34 32 29 

31 33 35 39 31 29 37 33

( ) 133 155 157 150 133 112 +30 +41 +137 +78 47 

できる．椎孔体はほとんど板状で遠位端は半円形となる．

椎孔はほとんどないほど扁平である．

考　察

かなり大型のスッポン類背甲化石を得て大体の復原が

できる状態まで揃った．もっとも欠如していた第１肋板

骨は他の類似標本との比較によって推定し，最小限の大

きさでみると背甲長，背甲幅共に34cmである．甲は扁平．

遠近側は平坦に近く，左右外側は若干突で脊の低い型を

なす．日本から中新世のスッポン化石の報告は数例ある

が完全なものはほとんどない．そのため種属の検討は極

め て 困 難 で あ る ． 北 海 道 産 Trionyx desmostyli

（Matsumoto，1918）は当該標本より僅かに小さい程度で

あって，大きさは同じ位といってよいであろうが外側の

彫刻模様はかなり明瞭な亜円形，亜楕円形の凹みを形成

していて当該標本の虫食い状模様とは異なる．椎板骨，

肋板骨の組合わせも若干異なるといえる．

岡本（1970）によって日置層群と同時代といわれる広

島県下の備北層群から三浦・卯山（1987）の報告した

Trionyx ishiharaensisは当該標本よりはるかに大きく，

およそ２倍の大きさの背甲である．この標本の椎板骨の

形や肋板骨との構造がよく解らないので比較がむずかし

い．また殻表面の虫食い模様もはっきりしないが，基本

的に当該標本を拡大したもののように見受けられる．大

きさだけで，平山（2006）のいうように簡単に種の決定

はしかねるが，一方，同一種とするには抵抗を感じる．

平山・田口（1994）は岡山県新見市の備北層群から巨

大スッポン類右大腿骨を報告したが，その大きさから推

定背甲の長さ90cmというから，イシハラオオスッポン

Trionyx ishiharensis（65×70cm）より一段と大きい．よ

って，峠山累層の標本とは比較にならない大きさである．

また，岐阜県可児層群帷子累層の左肩帯や福井県越前海

岸の国見累層大丹生部層の背甲断片についての見解は前

者は推定背甲長60cm，後者は約90cmだという．こうした

例をみてもわかるように，異なる部位又は断片での比較

は推定の域を出ないから検討がむずかしい．沖縄の宮古

諸島の大神の島尻層群からTrionyx sp．（大城・長谷川，

1998）とした背甲化石断片は特牛産のものと同じ大きさ

で彫刻も似ている．

平山（2006），平山ら（2005）は前期中新世のスッポン

化石は巨大なものが多く，産地は10ヶ所を越え，本州の

中部地方より西に集中しているという．これらの産出層

準は汽水性ないし浅海性の堆積物中から発見されており，

当時の瀬戸内にはマングローブ沼など汽水域であった可

能性を述べた．また，古環境を考えるには未だ論拠に乏

しいが亀谷ほか（2001）によって報告された非飛翔性鳥

類プロトプテルムや小型偶蹄類（未記載）の共産するこ

とは今後注目してよいものと思われる．

スッポン類は中生代以降かなりの化石が産出している

が，多くは甲羅の化石で分類学的に重要な特徴が見い出

せない．頭骨を含むようなより良好な化石の発見を待つ

ことが望ましいとはいえ，時空的にあまりにも差がある

のでなんらかの区別が必要と思われる．

結　語

①山口県下関市豊北町特牛地方から後期漸新世のスッ

ポンの背甲化石を得た．

②背甲化石は一個体分のもので20点余りの部分骨より

なり，完全な背甲の過半数に及ぶ．

③これらの部分骨より背甲を復原した（図５）．その結

果，この個体の背甲の大きさは前後・左右径はそれぞれ

34cmとなる．
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④既知の日本産中新世の大型スッポン化石と比較する

と約半分の大きさであるが，現生種と比べるとかなり大

きい部類に入る．

⑤分類の基準となる要素が少ないのでスッポン亜科の

属種未定とした．
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