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要旨：群馬県安中市の碓氷川河床と妙義町高田川河床に分布する中期中新世の富岡層群原田篠

層およびその相当層から多数の保存良好な��������	
�����
���（��������）の化石が産出した��こ

れらを基に��これまで本種で知られていなかった部分を補い��ほぼ全身骨格の正確な復元を行っ

た��本種は北米やエジプトの新第三紀からも報告されており��現生のほとんどのウミガメ類と同

様に汎世界的な分布をしていたものと思われる��埼玉県奈倉層産の資料も加えて��頭骨口蓋部分

の形態の詳細が初めて明らかになったが��本種は海草類を主食とする生態を持っていた可能性

が高い�
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はじめに

　群馬県西部に位置する吉井町��富岡市��安中市��妙義町��な

どに分布する第三系は��富岡市を中心に北西―南東方向に

帯状に分布しており��碓氷川��鏑川��高田川流域に露頭がみ

られる��この第三系からは多くの動植物化石が産出する��近

年では大型海生脊椎動物が報告されるようになり��当時の

生息環境に関心がもたれるようになってきた��その中でも

ウミガメ類の化石は注目すべきものである��

　日本の第三系から報告されたウミガメ類は����������

（����）��������	���
�����	��（����）��藤井・森（����）��坂本

������橘ほか������群馬県立歴史博物館（�������������）長谷

川ほか（����）��������	��（����）��平山ほか（����）��平山

ほか（����）��平山・隅田（����）��高橋・林（����）など��中新

世のものがほとんどである��中でも��������	
�����
����

���������	
���に関する記述が多いが��これは日本ではクロ

ベケリス�������	�
���������������������	
��という学名

（ジュニア・シノニム）で報告されてきたものが多かった��

　群馬県内においては��橘ほか（����）により甘楽郡妙義町

から報告されたものが最初のウミガメ化石であった��筆者

の一人��中島一は����年頃から��富岡層群のウミガメ類化石

を多数採集してきた���そのほか群馬古生物研究会のメン

バーも����年以降からウミガメ化石を採集してきている��

これまで採集された標本は碓氷川流域の一定区域に集中し

ており��単一の分離した不完全な骨片から��１個体分がかな

りまとまった標本まで保存状態は多岐にわたっている。

����年に滝上二三男氏によって採集された高田川地域から

得られた２点の標本も含めると��群馬県内で発見されたウ

ミガメ化石は総数��点余り（表�参照）に達している��これら

はすべて��������	である��頭数を正確に数えることは難し

いが��体近いと思う�

　新第三紀を代表するウミガメ類であった���������	の全

身骨格の復元は��������	�（����）が初めての試みとして図

示しているが��これは多数の断片的な骨格に基づいた暫定

的なものであり��正確さという点で不十分なものであった��

今回の報告では��同一地域の同一層準から得られた多数か

つより保存良好な標本を用いることにより��これまで知ら

れていなかった骨格部分を明らかにできただけでなく��全

体のプロポーションをより完全で正確に復元することが可

能となった��現段階でも��特に指骨の大部分など未確認の部

分もあり��また保存良好な標本で剖出が不十分なものもあ

るが��化石ウミガメ類としては��かなり正確な復元が可能に

なった��

　�����（����）は���������	�
��など世界各地で報告された

化石ウミガメ類を���������	
�����
���	のジュニア・シノニ

ムとみなしたが��このことにより１属�種の化石種が第三紀

において汎世界的に分布していた可能性が出てきた��また��

����（����）などにより鮮新統からも��������が報告されて

きているため��その地質学的な生息範囲は下部中新統から

千数百万年ほどにも及ぶことになる��日本の鮮新世では��神

奈川県の中津層より産出した��������の甲羅では（長谷川

ら������）背甲に��������特有の３陵の隆起が見られない

が��背骨の構造や甲羅表面の彫刻模様などは類似している��

また��中津層産標本はかなり大型（甲長は約����と推定）で

ある．しかし��今のところこれだけの材料で種レベルまで

の差異について議論できない�したがって��これほど生息レ

ンジの長大な分類群が果たして同一種であり得るのかどう

かという疑問が残る��将来の課題である��ここでは群馬県産

を中心に本種の種内変異について記述し��分類学的課題を

解決するためできる限り多くの新しい標本を比較して再考

察した��

　なお日本国内では��������	�
��の名称が親しまれてきた

歴史的背景を踏まえて��本論では���������		
�����
���	の和

名としてクロベガメを用いることにする�

産出地点の地層・層準

　群馬県西部のいわゆる西毛地域に分布する新第三系は��

古くから��多くの研究者によって研究がすすめられてきた

が��大石・高橋（����）により包括的な地質・層序がまとめ

られた��下位より牛伏層・小幡層・井戸沢層・原田篠（はらた

じの）層・庭谷層・原市層および板鼻層からなり���一つの地質

単元として富岡層群と呼ばれてきた��庭谷層基底は下位層

と部分的不整合関係にあると報告されていた（大石・高橋��

����）��高橋・林（����）は��庭谷層の基底と原田篠層の間

には完全な不整合があることを認め���富岡層群を再定義

し��不整合の下位を富岡層群に��上位を安中層群とした��

　��������	の産出層準は原田篠層に相当し��狭義の富岡層

群（高橋・林������）の最上位にあたる��原田篠層は���������

（����）が命名したもので��模式地は富岡市原田篠付近の鏑

川河岸で��層厚��ｍ��層理の明瞭な硬質シルト岩よりなる��

模式地付近ではベントナイト質凝灰岩原田篠凝灰岩は

����（����）の�８にあたるとされている��神沢ほか（����）

の福島層原田篠砂泥互層��千地・紺田（����）��松丸（����）��高

柳ほか（����）�������	�	（����）の原田篠層に相当する��カメ

化石の多くは��磯部地区の碓氷川流域に露出する原田篠層

から採集されたものである��一方��滝上二三男氏の採集した

高田川流域の２標本の産出層準は��橘ほか（����）の曽木層

とした層準に該当すると思われるが��曽木層は渡辺（����）

の福島層に��神沢ほか（����）の福島層上部の曽木層に��高柳

ほか（����）の曽木層にあたる��松丸（����������）および野

村・大平（����）では��曽木層を原田篠層の一部として扱って

いる�

国内中新統産 ��������	の産出層準と古環境について

　日本からは次のような５県にわたる地域の中新統からク

ロベガメの産出が報告されている��ただし福島県のものは
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未報告である��また��平山ほか（����）は��千葉県鋸南町の千

畑層（後期中新世）よりクロベガメの甲羅破片を報告してい

るが��未記載である��

　ウミガメ科は��基本的に熱帯性ないし亜熱帯気候下の海

洋環境に適応した変温動物である��原田篠層堆積時の環境

に関して�������	�	（����）は原田篠層の貝化石群集を現在

の相模湾漸深海帯の底生貝類相と比較し��原田篠層堆積時

の環境は現在の相模湾中層水に近く��表層には暖流の影響

を受けた暖水性の浮遊性腹足類が存在したと考えている�

　富山県に分布する八尾層群からは��４個体のクロベガメ

が知られている��������（����）��藤井・森��（����）�津田

（����）�藤井ら（����）によると��黒瀬谷期には��海棲動物化

石群集の分析から��“熱帯性～亜熱帯性”気候の支配した内

湾��浅海域が北陸のほぼ全域に広がっていたとされる��植物

化石では台島型植物群が知られ��マングローブ植物群の花

粉が検出されている��マングローブやその周辺の内湾に生

息する�������	
�����������
���	��	
���	����など八尾動物

群の貝化石��さらに浅海域に生息する��������	
��や

��������	
などの大型有孔虫など��前期～中期中新世の示

準化石を多く産出する��脊椎動物では海生の����������	�
����

鯨類��陸生の��������	�
���象などと共に����������	いわゆ

るクロベガメが報告されている��平山ほか（����）によると��

����������	�
���������������������	
������������など��これ

とは異なるウミガメ類の共存していたことが報告されてい

る��また国府田ほか（����）は��この当時���������	�
���属が

全国的に分布していたことを示した．

　埼玉県の秩父層群奈倉層からは４個体のクロベガメが知

られている��奈倉層の古環境に関する見解はかならずしも

明確でないが��栗原行人氏（埼玉県立自然史博物館）の私信

によれば��原田篠層に対比される可能性を示唆され��貝化石

から温暖な環境下にあったという��さらに�奈倉層の上部の

平仁田層からは��多くのサンゴ類などが産出することから��

次第に熱帯ないし亜熱帯性の環境に移行していったと思わ

れるという（埼玉県立自然史博物館��坂本治氏私信）��

　福島県いわき市の中山層では��根本ほか（����）による第

３と第６の二層準から��おそらく��個体分ほどのクロベガ

メが産出している（鈴木・佐藤氏私信��未記載）��本層からは

�������などマングローブ帯の化石が産出しており��やはり

千葉県
�������	
��

福島県
��������	
����

埼玉県
���������	
��

群馬県
�������	
��

富山県
��������	
��

平山ほか（����）
未記載

鈴木・佐藤（����）�
�（私信）

坂本（����）
平山・隅田（����）

橘（����）
群歴博
（����������）
長谷川ほか（����）

�������（����）
藤井ほか（����）

鋸南町
佐久間層群千畑
層

いわき市
白土層群中山層

秩父郡皆野町・秩
父市大野原
秩父層群奈倉層

富岡市・安中市
富岡層群原田篠
層／曽木層

堂山南保
黒色シルト岩層
（八尾層群黒瀬谷
相当層）

表1．国内産 ��������	類の産地と層準

図1．　日本におけるクロベガメ ��������		
�����
���	の分布図．
　　１．富山県（３点以上），２．富山県（１点，未記載），
　　３．群馬県（10点以上），４．埼玉県（３点以上），
　　５．福島県（５点以上，未記載），６.千葉県（１点，未記載）
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熱帯－亜熱帯の環境が推定できる��根本ほか（����）は��貝化

石群集の解析から��温暖な水塊の影響を受けていたと推定

している��また��本層では��������	
�����������������������

����������	群集が卓越することから��亜沿岸帯で堆積し��下

位の本谷泥岩層堆積後期以降は暖水塊の影響下にあったと

される（竹谷ほか������）���

　これらの層準はいずれも����（����）の��８に相当し��ほ

ぼ同一層準である（������ほか��������柳沢������）��このこと

から考えると��国内でこの層準に対比されている和歌山県

熊野層群��岐阜県瑞浪層群��静岡県相良層群��宮城県名取層

群および岩手県門野沢層群などからクロベガメが産出する

可能性がある�

産出化石の保存状態

　群馬県碓氷川流域の原田篠層から産出した材料に欠損し

ている部分については既報の材料��高田川流域の材料ある

いは��富山県産の標本�������	
などで補充した��とくに

頭骨と下顎骨の記述に関しては��比較的保存のよい碓氷川

産の標本��������	
��������１および高田川産の標本

��������	
�	を使用した他��平山・隅田（����）の報告し

た��埼玉県秩父市の奈倉層産の未記載資料を参考にした��こ

の他に�����（���������	）も参考とした��なお��骨格の復元

とは別に��様々な保存状態のものを例示してある��

　扱った資料は群馬県立自然史博物館（�������）と群馬

古生物研究会（���）��および国立科学博物館（����）の所

蔵である��それぞれの資料の保存部位について一覧をあげ

ておく（表２参照）�

　ここに扱った標本群は��いずれもノジュール状となり��多

くは露頭から�又は崩壊によって転石化した母岩から採集

されたものである��採集時の上下関係がはっきりしないも

のが多く��骨格の地層中における本来の埋積状態を知るこ

とは極めて難しい��

　採集された化石の保存状態を見ると��本来の骨格化石の

内型や外型であったり��あるいはその雄型・雌型など��４つ

の異なる段階が認められる��標本によっては��露頭での磨減

の影響もあるため��本来の産状の判定が難しくなっている

場合もある��

　複数の骨格が保存されたものを見ても�������	
������

����のように一個体分があまり遊離せずに保存されたも

の�������	
���などのように大きく分離する直前のもの��

など多様な保存状態を示している��保存された部位が単一

の骨片である場合もある��背甲は数多く見つかっているも

のの��周辺部分が欠けているのは、明らかに地層中に埋積

する以前に��腐敗や水流による物理的な破壊があったこと

を示している��������	のように背甲腹面雌型のものや��

�������のように背甲背面雄型と腹面雄型のものなどは��

地層から露出した後の機械的破損によるものである��

　死後直ちに埋没した骨格はほとんどないと思われるが��

��������	
��　����は埋没当時��一部の軟体部（鱗板や

腱など）が残っていた可能性がある��遊離した単一の骨格に

磨耗した痕跡が認められることもある��なお��原田篠層で

は��斜交層理など顕著な波動の痕跡を示すような強い堆積

環境の跡はほとんどみられない．

　以上の状況を総合すると��原田篠層におけるクロベガメ

の遺体は比較的穏やかな環境下にあって��若干の腐敗を経

ながら��海水の流れの影響を受けつつ埋没したものと考え

られる��

ウミガメ化石の記載

爬虫綱　　���������	
����

カメ目　　����������	
�����

潜頚亜目　　��������		
��������

ウミガメ上科　　�������	
��������
�
���

ウミガメ科　　��������	
��������

シロームス属　　��������������

クロベガメ　��������	
�����
����（��������）

�������������������������������������

特徴��上顎骨と口蓋骨��および下顎歯骨の咀嚼面には鋸歯

状の顕著な舌側隆起が二・三列発達する��前上顎骨と鋤骨

の咀嚼面は著しく深い凹みを形成する��甲羅表面には虫食

い状の彫刻が発達する��第�から第�椎鱗は前後に長く��ほ

ぼ長方形に近い��背甲には前後に�列の直線的な稜が発達

する；外腹甲は前後方向に肥厚する��上腕骨外側突起は前

方に著しく突出し��また上腕骨のほぼ中央部分に位置する�

頭骨

�奈倉層標本（前上顎骨先端から後頭顆まで������長）と

��������	
�	（前上顎骨先端から後頭顆まで������長）

および��������	
��（前上顎先端から後頭顆後端まで

����長）のいずれとも��圧密により背腹方向に圧縮変形を

被っており��前者では約��％��後者では約��％の圧縮が認め

られる�������	
����では��下顎が上顎に噛み合わさった

うえに��二次口蓋の部分が破損しているため��上顎骨や口蓋

骨の咬合面の形状は不明であり��また変形の影響から前前

頭骨から頭頂骨にかけての背面部分が扁平化している��眼

窩は��������	
��では長楕円形を呈する��

　前前頭骨��前頭骨��および頭頂骨の輪郭は��������（����）

が図示した通りであり��現生のウミガメ科のものによく類

似している��前前頭骨の外側後端は後眼窩骨とは接合せず��

したがって前頭骨が眼窩上縁に達する��奈倉標本では��頭頂

骨の下方突起が前後に短縮し、三叉神経孔の前後長よりも

短いが��これはウミガメ上科独特の海生適応である涙腺の

肥大と関連した共有派生形質であると考えられる．

（���������	
���）�

　�頬骨は��奈倉標本では保存されていないが�������	
�
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����では��上顎骨や後眼窩骨��および方形頬骨と接合が確認

できる��鱗状骨は��������（����）が図示したように��典型的

なウミガメ上科の特徴を備えており�������	�
�������	（カ

メ類に固有の鼓室に相当する円錐状の空間）が非常に退縮

している（��������	
���）��

口蓋部

　������（����）による頭骨復元では��一次口蓋を持ち、底

蝶形骨が鋤骨に達するように描かれていたが、これは口蓋

部分が不完全に保存されていた標本（�������	
��）に基

づく誤認であった（平山・隅田������）��口蓋部分が完全に保

存されている奈倉標本では��上顎の咬合面は��前上顎骨��上

顎骨に加えて��鋤骨や口蓋骨も加わり��いわゆる二次口蓋を

形成している（���������	
�
�����������	

�）��また��鋤骨と

口蓋骨は内鼻孔の前縁で接合し��上顎骨を内鼻孔の周縁か

ら排除する形になっているが��これはウミガメ科の共有派

生形質である（���������	
���	
���）��上顎骨と口蓋骨の咬

合面には���併せて�列の舌側隆起が発達しているが��これは

������（����）が図示した通りである（平山・隅田������）�

��������	
��（図版１��図版２）でみられる口蓋部の歯列

は��奈倉標本（図２-C）や������（�������	
�１）の図にみられ

るような顆粒状の歯ではない��薄く高い前顎骨に並列して��

口蓋部に２列の鋸歯状骨質歯とそれらの内側で正中口蓋縫

合直上に低い台状骨質歯が形成されている�外側列は��－

����長の薄い連続した板状骨質歯で�唇側は高さ���であ

るが遠心に向って低くなり�最後は口蓋に収斂する��内側は

外側に平行しているが�左側は２個�右側は３個に分かれる�

唇側の歯は左右が連結し��遠心に広く開く�字状をなす��そ

の高さは外側の一番高い部分とほぼ同じである�上・下顎骨

の咬合した��������	
�	標本ではこの内側列最前部の骨

質歯にあたる歯の先端が２個確認できる�この内側近心の

Ｈ状骨質歯の前は深い窪みを作り��ここには下顎内側正中

の大きな突起が咬合する��内側列の後端は外側列の後端と

ほぼ同じ位置に収斂する��それは眼窩の中央より前になる��

内側歯列に囲まれた正中口蓋縫合直上には��長さ５���幅

１��ほどの低い台状の骨質歯がある��このような薄く切

りたった板状の凹凸の激しい骨質歯は磨耗していない草魚

の歯を連想する�

　前上顎骨の周縁部は上顎骨下端よりやや上に位置する��

��������	
�	�	
��では��前上顎骨前方の上端が上方に強

く突出するが��これは圧密による変形の影響と考えられる��

すなわち�前頭骨が���以上も落ち込んだことになる．前

上顎骨下端は上顎骨近位端と共に上方にせり上っている。

それは�����（�������	
�１）の復原とは逆形である．下顎の先

端が大きく上後方に湾曲していることに対応している．奈

倉標本では��前上顎骨の咬合面は��鋤骨の咬合面とともに深

いくぼみを形成するが��これは下顎歯骨の中央部前方にあ

図２．　クロベガメの頭骨（国立科学博物館所蔵）
　　埼玉県秩父蓼沼の秩父町層群奈倉層産。�：前面観，�：背面観，�：腹面観，�：左側面観　　
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る高い隆起に対応した構造であると考えられる��前口蓋孔

は認められないが��これはウミガメ科の共有派生形質であ

ると考えられる（���������	
����		
��）����������	
�	の

上顎骨左側の外側縁には�����������	
（�����������������������）

に類似した波形の鋸歯が発達している（図版３���，��）��

しかし当該標本の右側では��前半に僅かな波形の痕跡がみ

られる程度である��������������（図版３������）では波状

の痕跡が両側にみられる��しかし��奈倉標本では��このよう

な上顎骨外側縁の鋸歯は認められない��したがって��上顎骨

外側縁に見られる鋸歯の発達程度には��著しい個体差があ

るものと思われる��現生カメ類でも��リクガメ科などで��や

はり上顎骨外側縁の鋸歯には同種内での大きな個体変異が

見られる（平山��私見）�

皮骨部

　前前頭骨や前頭骨��頭頂骨には��鱗板の境界部が浅い窪み

として残っており��少なくとも前前頭骨鱗��前頭骨鱗��前頭

骨頭頂骨鱗��および頭頂骨鱗の存在が確認できる��左右の前

前頭骨鱗は細分割されておらず��現生のウミガメ科ではヒ

ラタウミガメ（��������	
�	����）やアオウミガメ（�������	


�����）と同様の配列パターンである（�������	�
	����	���）�

������（����）は��扱った標本（�������	
��）の保存状態

が良くなかったこともあり��これらの鱗板溝については何

も触れていない（平山��私見）�碓氷川標本群の中には鱗板

溝の判る頭骨がある（図１, ２, ３）．それぞれ個体差はある

が基本的には������とあまり違わない．

図３　図版２に示した碓氷川産クロベガメ��������	
��の頭
骨および下顎骨（�），舌骨（��）の産状．頭骨鱗の溝の
印象は不鮮明にて不正確な部分が多い．��：�������	
���，
����：��������	�
��	�，���：������������	，��：��������，���：
��������	
，���：��������	
，���：��������	��，���：�������	．

図４　図版��に示した碓氷川産クロベガメ，��������	
の頭
骨．頭骨鱗の記号は図３の説明と同じ．���：������������	

図５　クロベガメ��������	
��標本，扁平化がみられる．頭
骨背面でみられる頭骨鱗（�）の配列と形態，記号は図３
と同じ．同じく頭骨背面構成部分骨（�），縫合かなり不
鮮明．���������	
����	���	���	
�����������������	

���
����������，
��������	�

����	，���������	��
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脳函部とその周辺

翼状骨の外側突起は発達が弱いが��これは���������	
�など

最も原始的なウミガメ科を除いた��大半のウミガメ上科に

見られる共有派生形質である（���������	
���）��翼状骨の後

端では��底後頭骨との接合部付近に内頚動脈後孔が認めら

れるが��このように内頚動脈の開口部が後方に位置するこ

とは新潜頸類の共有派生形質である（��������	
���）��方形

骨は後方で耳小骨裂を形成するが��他のウミガメ上科と同

様��後方に大きく開いている��前耳骨は前方で方形骨ととも

に耳骨滑車突起を形成するが��アカウミガメ���������

��������に見られるような著しい棚状とはならず��アオウミ

ガメに類似する��底蝶形骨の腹面には��前方に突出した�字

型の隆起が発達するが��これはウミガメ科の共有派生形質

と考えられている（���������	
����		
��）��底後頭骨��外後

頭骨��および上後頭骨が大後頭孔を形成し��また後頭顆は底

後頭骨と外後頭骨より構成されている��これらは��他のカメ

類と共通した特徴である��

　なお国内の標本では��剖出が不完全なため脳函内部の形

態は観察できなかったが��平山が北米産の標本（�����

������）で観察した限りでは��現生のウミガメ科によく類似

しており��特に底蝶形骨の背部（��������	

�	）が高く発達

する��ウミガメ上科の共有派生形質を持っている��

下顎

　��������	
�	では��下顎が上顎と噛み合ったままなの

で��詳細は観察できない�������	
����では��不完全な頭

骨や腹甲などと共産した下顎が完全に剖出されているが��

その特徴は������（����）が示した通りである��歯骨の咬合

部分においては��外側と内側の�列にわたって鋸歯状の突起

が発達する��その間は深い溝となっているが��ここには上顎

骨の咬合面に発達した頬側列の鋸歯状突起が咬み合う構造

になっている��下顎の舌側列の内側には��さらに上顎の口蓋

骨に発達した鋸歯状突起が咬み合わさる��外側の鋸歯状隆

起はより浅く不規則に配列し��後方に向かうにつれて弱く

なる��外側の鋸歯状部は��内側部より低くなっている（図版

���）��こ の よ う な 構 造 は��������	
��（図 版���）と

��������	
��（図版���）でも確認された��これは��この

種の特長として注目される��しかし�������	
����（図版

����）のように��左側内側の稜には大きな山状隆起が１個

あるだけで�������	
����の歯列とは異なる��こうした下

顎の咬合面が��内側部が一段高くなった構造は��現生のアオ

ウミガメやリクガメ科などでも観察できる�������	
�

����の中央近心��すなわち下顎骨縫合部直上の鋸歯状突起

は他のものより一段と高く��特に外側先端部にある突起は

最も発達が著しく��また内側遠心に強く湾曲しており��外側

から見ると鉤状を呈している��この構造は��上顎咬合面の前

上顎骨と鋤骨から構成される先端部分が上方に大きく凹む

のとよく対応している��内側近心の鋸歯状突起は�番目に大

きく��三角錐の形を呈している（図版������）��その後方に

続く鋸歯は次第に小さくなるが一律ではない��

　������（����）が記載した標本（�������	
��）では��下顎

歯骨の先端部分が欠損しており��この特徴的な鉤状の突起

は図示されていない��しかし��同じ北米産の���������	でも

鮮新統から産出した下顎歯骨（�������	
�	）には��同様の

突起がはっきりと残されている（��������	）��

　��������の歯骨には��ヒラタウミガメ以外の現生ウミガ

メ科に見られるような後方の上角骨からの突出部を欠いて

いることが����������（����）により指摘されているが��これ

は��������	
��でも同様である��これは����������	が��ヒ

ラタウミガメ以外の現生ウミガメ科に共有された派生形質

を持たない��より原始的なグループに属することを示して

いる��

背甲

　��������	の背甲に関しては��������（����）が個体変異も

含めて��かなり詳細に論じている��

　背甲の表面には��スッポン科を思わせる��だがより細かく

て浅い��虫食い状の彫刻が発達する��椎鱗と側鱗の溝が交差

するところを中心に放射状に伸びるような配列がみられる��

背甲の中央部と肋板骨の中程には��縦方向に走る�列の低い

稜が発達するが��後半部では消失することもある��この陵は��

椎鱗や肋鱗などそれぞれの鱗板域の中程で最も高くなり��

鱗板の境界部で逆に低くなるという特徴を持っている��こ

れら虫食い状の彫刻と�列の稜は��他のカメ類では同一個体

で見られることはなく����������	固有の派生形質と考えら

れる��背甲の輪郭は��後方に突出した流線型と表現でき��現

生ウミガメ科では��アオウミガメやタイマイなど遠洋性の

ものに類似する��

　頚鱗は第１縁鱗との境界が観察できる標本は２・３点し

かない��それらによると��������（����）が図示したように

前方に拡がった低い台形を呈している��第�椎鱗は前方に拡

がった五角形を呈する��第�から第�椎鱗は近遠心方向に細

長い八角形であり��むしろほぼ長方形に近い��これほど左右

幅に対して前後に伸長した椎鱗は��ウミガメ科でも稀であ

り����������に固有の派生形質と考えられる（���������	

����）�������	
���標本（図版���）では第�椎鱗が二分され

ているが��これは奇形の一種と考えられる��第�椎鱗から後

方に関しては��国産の標本では不明な部分が多い��������

�������標本（図版���）では��椎鱗や側鱗を示す鱗板溝が見

あたらないが��おそらく露頭から崩落した後に��骨表面が磨

減した結果である��

　椎板骨は��ウミガメ科に見られる一般的傾向として��非常

に個体変異が多い（�������	
����
�����	
����）��ただ��お

そらく確実に言えるのは��椎板骨の数が常に９ヶ以上ある

と思われることで��これはウミガメ科の共有派生形質の一

つと考えられる（���������	
���	
���）��

　本論で扱った国産の標本では�������	
����が��上尾板

骨と尾�骨の両方が同一個体で確認できる唯一の標本であ
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図６　クロベガメの背甲，��������
����の椎板骨と肋板骨および椎鱗と側
鱗の形状．椎鱗と椎骨の関係がもっと
も明瞭な個体である．この標本では図
８などと比較すると，椎板骨が細分化
している．ｎ�，ｎ�，ｎ�，ｎ�はそれ
ぞれ椎板が２分している�椎鱗・側鱗は
普通の形状である．�：椎板骨，�：肋
板骨，�：椎鱗，��：側鱗．

図８　クロベガメ��������	
�	標本．
磨減していて鱗皮部分との関係不明，
椎板骨（�３～７）の分化みられない．

図７　クロベガメ��������	
標本の椎
板骨と肋板骨および椎鱗と側鱗との関
係を示す．第４椎鱗は２分されてい
る．椎板骨はｎ�，ｎ��は２分されてい
るようなくびれ形をなす．ｎ�，ｎ��は
それぞれ二分し，遠位部方形．図５で
はｎ�，ｎ�，ｎ�に分離がみられるが，
この標本ではｎ�，ｎ��が二分してい
る．

図９　クロベガメの背甲�������標本．
かなり保存のよい標本．�５と��４の
境の溝のあとはハの字形にゆるい前凹
となる．

図10　クロベガメ�������標本．表面彫
刻明瞭な割りに破損が激しい．左側鱗
���と��の境界の溝は図８の�������
と同じようなハの字形となる．

図11　クロベガメの背甲��������	
�

の第４側鱗（���，���）と第５椎鱗��
の境界の溝は図９，１０とは逆の後凹形
ハの字形となる。
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る��尾�骨は��この他にも��������	
�
などで少なくとも

�標本で確認できるが��その遠位端は２分岐する形になる��尾

�骨およびこれと接合する縁板骨の形成する角度は��

��������	
では���度ほどであるが�������	
���では

��度とかなり鋭角になる��これも個体変異であろうと思わ

れるが��性的二型である可能性も検討する必要がある��ま

た���������	
��（図版�����）��������	（図版����）�������

�������（図版����）では��縁板骨の後半部の周縁部が鋸歯

状となる点で他の標本と異なる�この特徴は一般のウミガ

メなど普通にみられる��

腹甲

　������（����）および���������（����）は����������	の腹甲

のうち��外腹甲や内腹甲に関しては復元する材料を持たな

かった��腹甲の表面も��背甲と同様に虫食い状の彫刻で覆わ

れている��

　外腹甲骨は���������	
����������
�	������（富山

県産の未記載標本）や��������	
��にみられるように��内

側部分がかなり前後に拡張もしくは伸長した��ウミガメ類

のものとしてはかなり大きな形態を呈している�������

�������では��左右の外腹甲の正中後端に細長い内腹甲が

接合する��内腹甲は�������	
��や�������	�
���のよう

に分離したものの保存がよく��現生ウミガメ科のものによ

く類似している��

　腹甲は��������	
�������	��������の模式標本（��������	
��）

では��上腹甲と下腹甲のみが保存されている��上腹甲と下腹

甲は��周縁に発達する指交部を除けば��ほぼ方形に近い��全

体として腹甲全体の発達が良好で��腹甲中央部の空隙部も

小さいが��現生ウミガメ科では��ヒラタウミガメが最もよく

類似している��

　下腹甲は��国内産の標本では富山県産の標本��������

（����）が最も保存が良い��碓氷川産や高田川産のものは不

完全なものが多く��不正確さがある�������	
����の遊離

骨の中で��上腹甲と共産した不完全な下腹甲骨�������（図

版����）は�������（�������	
�������）の下腹甲に類似する��ま

た平山ほか（����）が��千葉県鋸南町の千畑層（後期中新統）

から���������	として報告した甲羅断片（未記載）は��下腹甲

の一部と思われる�

図12　クロベガメ��������	
��標本．下顎骨の形は北米の
��������		
�����
���と類似する．外腹甲骨が最も完全な標
本．�：肋板骨，��：烏口骨，��：上腹甲骨，��：下腹甲
骨，�：下顎骨，��：肩甲骨，��：頭骨，�：指骨，�：尺骨．

図13　クロベガメ富山県産�������	
標本にみられる外腹
甲骨��と最も完全な内腹甲骨���との関係を示す�
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図14　クロベガメ��������	
��（�・�）標本の産状幼体．
���：座骨，���：左外腹甲骨，���：左上腹甲骨，���：左下
腹甲骨，�：縁板骨，��：尾�骨，�：頭骨（図�‐�・�参
照），�：脊椎骨，��：剱腹甲骨（最も完全なものの一つ）．
���：右外腹甲骨．

図15　クロベガメ��������	
��標本の産状・幼体．ゆるい渦
巻き状態の水流の影響が考えられる．�：肋板骨，���：座骨，
���：左上腹甲骨，���：左下腹甲骨，�：縁板骨，�：指骨，
�：橈骨，�：尺骨，�：脊椎骨．

図16　クロベガメ��������	
標本．背甲の腹側がよく揃っ
た標本（図版���参照）．縁板骨も比較的揃っているために
外形がわかる．�：肋板骨．

上腕骨

　原田篠層からは��少なくとも�個体に相当する９点（左６

点��右３点）の上腕骨が産出しており��幼体のものから成体

のものまで含まれる��これらの特徴は��������（����）や平

山（����）が記述した通りである��海生適応したウミガメ上

科の共有派生形質として��骨体部分は扁平化し、その長軸

は骨頭の長軸方向に対して���度ほどの角度で交差する��内

側突起は非常に強く発達し��その上端は骨頭よりさらに上

に突出する����������	の外側突起は著しく遠位方向に移動

し��上腕骨のほぼ中央部に位置する点で特異であり��一見す

るとオサガメ科のようであるが��三角筋稜が付着する��ウミ

ガメ科に特有のＶ字型の構造がはっきりと確認できる（平

山���������	
�����������	����������）��

　��������	
�
標本の上腕骨はこの標本群中で最大であ

る��最大長�������遠位端最大幅����である��この上腕骨

と共産した背甲標本は不完全なもので��背甲の中央部は

残っているが��外周部分はほとんどない��中央部の第���第���

第�の椎鱗の大きさは��������	
�
よりも��������

����の方がわずかに大きい��しかし�������	
����に属す

る上腕骨は最大長������遠位端最大幅����で�������
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�������のものより逆に小さい��こうした違いは��とりわけ

内側突起遠位部における化骨の程度に生じる個体変異に左

右される可能性を考慮すべきであろう��

腰帯

　��������	
�
や����では��遊離した左右の恥骨や腸骨

が認められる��特に恥骨の形態を見ると��他のウミガメ科の

ものとよく一致しており��ウミガメ科の共有派生形質であ

る��左右がつながった大きな閉鎖孔を発達させていたこと

がうかがえる��また��外側突起は��あきらかに中央部の突出

部よりも短い��なお��������（����）の復元した骨盤の復元

図（������）では��恥骨中央部が左右ほぼ一直線になり��外側

突起のほうが前方に突出するように描かれているが��これ

は不完全な標本に基づいた誤解であろう��

考　　察

クロベガメのプロポーションと大きさ

　富岡層群産の標本群の中では�������	
����が最も保

存が良好であり��全体のプロポーションを知るうえでも重

要である��当該標本では��頭骨��舌骨��下顎骨��上腕骨��大腿骨

および複数の指骨や椎骨などが共産している（図版１）��頭

骨は��最大長�������最大幅������高さ約����である��ま

た�本の舌骨（���������	�
���）が左右共に残存しており��共

に長さ������直径���である��背甲の頚板骨から上尾板骨

までつながっており��前後長�����に達する��その後方に

は��尾�骨とそれに連結する一部の縁板骨が遊離した状態

で残されている��尾�骨は中央部で前後長����あり��これ

を加えると��背甲長は少なくとも�����となる��背甲幅は

縁板を欠いているため不確かであるが��残っている背甲部

分から計算される最大幅は�����あるので��少なくとも

���～�����以上の背甲幅となる��したがって��長さと幅の

比は���に近く��前後に長い楕円形の甲羅を呈する��しかし��

後端はオサガメのように鋭角に突出するが��これは遠洋性

のウミガメ類には広く見られる特徴である（���������	

����������）�������	
���では��背甲の腹面が露出している

が��左側の縁板がほぼ完全に保存されており��甲長�������

甲幅�����に達する�������	
����は��母岩に残された

背甲腹面部の雌型であり��右近位部縁板と左遠位部縁板お

よび尾板骨を欠損するが��その甲長は�������甲幅�����

図17　クロベガメ背甲外形の復原図．��：頚鱗，����：椎鱗，
��：側鱗，���と��の境界線の溝は��������	
�
による八
の字形で，�����（����）���・�とは異なる，この下位に
ある尾�骨の前方の凸形の溝は��������	
��標本に同じ
かと思われる凹みがあるが確認できていない．ほとんどの
縁鱗の形・大きさなどは確定的できていない．

図18　クロベガメ背甲骨格の模式的復原図．頭骨は�����
�������を基にしている．縁板骨の構造は不明．�：椎板
骨　�：肋板骨
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図19　クロベガメ背甲の骨格と鱗板とを組合せをした復原
図．頚部は��������	
��，その他多くの材料による．下
顎骨は��������	
�	，����，����などによる．縁鱗と縁
板の関係はほとんど確認できていない．

図20　クロベガメ腹甲側の復原図．外腹甲骨は��������
����，����，����，�������	
などによる．内腹甲骨は
�������	
，��������	
��，����などによる．上・下腹
甲骨は��������	
�
，����，�������（����）他による．
剱腹甲骨は��������	
�	，����，����などによる．縁板
骨遠位部は��������	
�
，����，����，尾�骨は�����
�������，�������などによる．

である��これから推定すると�������	
����の甲長は

�������甲幅は�����に達したものと思われる��

頚椎など脊椎骨は少なく��ほとんど分離されていないが��単

純に頭骨長を甲長に加えると��富岡層群産のクロベガメの

大きさは少なくとも全長����以上のものが存在したこと

になる��

咬合面に見られる鋸歯状突起の機能と食性

　カメ類の頭骨咬合面には����������に見られるような骨

質歯を思わせる鋸歯状突起がしばしば発達する��カメ類の

骨質の咬合面は角質の嘴で覆われる土台に相当する部分で

あり��角質部分では突起などの特徴がさらに強調されるこ

とが多い��������（����）は��この鋸歯状突起を擬似的歯列

（���������	
	
��）と呼んでいるが��実際にはリクガメ科など

植物食の傾向が強いカメ類には広く見られる特徴である

（��������	
���		�����	���	��������	
���）�現生のウミガメ科

でもアオウミガメがこのような鋸歯状突起を上顎と下顎に

発達させているが��アオウミガメはウミガメ類の中でも海

草を主食にしていることで知られる（�������	
�������）��

つまり��この鋸歯的な突起は��エナメル質の歯を失ったカメ

類が��繊維質に富んだ植物の採食を容易にするための二次

的な構造と考えられる��したがって����������も現生のアオ

ウミガメに類似した��海草類を主食とする食性を持ってい

たのではないかと推察される����������は上顎と下顎の咬

合面に見られる鋸歯状突起が２列又は３列にわたって発達

する点でアオウミガメより特殊化が進んでいるが��同様の

構造は現生の��������	�
��に見ることができる����������は

東南アジアに分布する淡水性ないし汽水生の大型イシガメ

科（���������	�）であるが��ほぼ完全な植物食の食性を持つ

ことが報告されている（��������	�
�����������）����������

は��後述する甲羅や上腕骨の特徴から��現生のアオウミガメ

に見られる以上の遠洋性の生態を持っていたことが推定さ

れるが��同じ海草類でも��海面を浮遊するようなタイプのも
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のを好んで採食していたのかも知れない��

これまで見てきたように��群馬県富岡市および安中市に分

布する富岡層群原田篠層から��点以上にも達するクロベガ

メの化石が産出している��当地域でのクロベガメは��甲長

������、全長����大のものが最大と考えられるが��これは

北米産のものと大差ない��またエジプト産の�������	
����

の模式標本�（��������	）の推定甲長もほぼ同一である��

すでに������（����）が指摘しているように��甲羅表面に見

られる虫食い状の彫刻や��背甲にある�列の稜��また前後に

細長い第��から第���椎鱗などは��いずれも世界各地の

��������に見られる固有の派生形質と考えられる��群馬県

産の頭骨では��特に咬合部分に関して��������（����）の記

述とは異なる点が見られたが��これは北米産の標本が不完

全であったことによる誤認によるものか��極めて変異幅の

大きいものであるか今後検討を要する��国内で最初に記載さ

れた���������である��������	�
�������������の模式標本も

含めて��日本産のものと海外のものとを明瞭に識別できる

ような特徴は見あたらない��したがって��ここでは������

（����）ならびに平山・隅田（����）の見解にしたがって��国産

の標本もすべて�������	
����に含めることにした��このこ

とから本種はアオウミガメやアカウミガメ��タイマイ��オサ

ガメなど��大半の現生ウミガメ類と同様に汎世界的な分布

を持っていた可能性が高い��

　なお��鮮新世の中津層より産出した��������の甲羅では

（長谷川ほか������）背甲に��������特有の�陵の隆起が見ら

れないが��残された部位が中新統のものでも個体変異の起

きやすい後半部であることは注意を要する��また��中津層産

標本はかなり大型（甲長は約�����と推定）であるが��これ

をもって種レベルでの差異に相当するとも言えない��脊骨

の構造や甲羅表面の彫刻模様などはよく類似している点は

注目される��

　すでに��北米東部からは��下部鮮新統の���������	が報告

されている（�����������	
����������
������）��北米産のも

のはいずれも�������	
����として報告されているが��本種

の最古のものが前期中新世から報告されていることから��

その生息レンジは優に����万年間ほどにもなってしまう��

現生ウミガメ類と同種と思われるものは��すでに鮮新世統

前期には出そろっていた（�����������	
������）が��この

ことはカメ類における種のレンジが哺乳類などにくらべる

と相当に長いことを示唆している��いずれにしても��

��������のような��きわめて特殊化の進んだ汎世界的な分

布域を持つ海生脊椎動物が��これほど長期間にわたって��ほ

とんど形態的に変化することなく存続していたという事実

は認めなくてはならないだろう��ちなみに��本種とほぼ同時

期に生息し��同様に形態的にほとんど変化することなく存

在していたとされる分類群としては��大型板鰓類の

����������	
��	������な ど が 挙 げ ら れ よ う（���������

���������	
���）��このような汎世界的な分布を持つ海生脊

椎動物の分類群に見られる長期におよぶ生息期間が何を物

語っているのか��今後の研究の進展が待たれる��
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藤井昭二�（����）��富山県朝日町東部の新生代層��富山県の地形学的研

究������～���

藤井昭二・森群平�（����）�：富山県明日の中新世堆積物��地質学雑誌��

�������	

藤井昭二・森群平�（����）�：富山県明日産の中新世海亀について��富山

県地理学研究論集���������	
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長谷川善和・小泉明裕・松島義章・今永勇・平田大二�（����）��鮮新

統中津層の古生物��神奈川県立博物館調査研究報告��自然科学�����
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平山�廉（����）��ウミガメ上科における上腕骨の形態的多様性��その

機能形態学的・系統学的考察��穂別町立博物館研究報告��������	�
�
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平山�廉・後藤道治・森作三恵子（����）��富山県八尾町井栗谷から産

出したウミガメ化石��富山市科学文化センター研究報告��������	

（�����）��

平山�廉・甲能直樹・矢部英生・後藤仁敏・上野輝弥・蟹江康光（����）

�千葉県南西部の新第三系千畑れき岩層（上部中新統）産出の海

生脊椎動物（予報）��日本古生物学会����年年会講演予稿集�������

平山�廉・隅田�実�（����）��埼玉県秩父市の奈倉層（中期中新統）よ

り発見された���������	
�����
���	（カメ目��潜頸類��ウミガメ上科

��ウミガメ科）の頭骨��日本古生物学会第���回例会��
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	���	����	����（�������	���）�������Ⅲ�����－�����

木村敏之・��祐司・長谷川善和�（����）��中島コレクション（クジ

ラ類）の概要について��群馬県立自然史博物館研究報告��������		
�

国府田良樹・高橋修一・長谷川善和（����）��山形県朝日村から発見

された中期中新世���������	�
���属（長鼻類）頭蓋化石��日本古生

物学会第���例会予稿集����
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栗原行人・堀内誠示・柳沢幸夫�（����）��埼玉県岩殿丘陵地域に分布

する中新統の岩相層序と珪藻・石灰質ナンノ化石層序��地質学雑誌��
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松丸国照（����）��関東山地北縁～北東縁の新第三系の層序��地質学雑誌��
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根本修行・佐藤�篤・大原�隆（����）��常盤地方の模式中山層から産し

た貝化石とその堆積環境��平地学同好会会報（��）��������

野村正弘・大平寛人�（����）��群馬県富岡層群中に挟在する中新世原

田篠・塩畑堂凝灰岩のフィッション・トラック年代��群馬県立自

然史博物館研究報告��������	
��

大石雅之・高橋雅紀�（����）��群馬県高崎地域に分布する中新統�と

くに庭谷不整合形成過程について���東北大地質古生物研邦報��

��������	�

坂本�治�（����）��秩父盆地の中新統産出のウミガメ化石��埼玉県立自

然史博物館研究報告������������図版�
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須藤�斎・高橋雅紀・柳沢幸夫�（����）��群馬県藤岡市鮎川セクション

の中部中新統珪藻化石層序�とくに珪藻生層準���と���������

年代との対応���地質学雑誌��������	
��
���

高橋雅紀・林�広樹�（����）��群馬県富岡地域に分布する中新統の地質

と複合年代層序��地質学雑誌����������	�
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橘伸一朗・妙義団体グループ�（����）��群馬県甘楽郡妙義町より発見

されたウミガメ化石について��日本地学学会第��年度学術大会公

演要旨�������
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備　考碓氷川産．後頭部破片？最大長����，最大幅����．��������	


碓氷川産．２分割，左上腹甲骨・左下腹甲骨，最大長�����，最大幅�����．右上腹
甲骨，最大長�����，最大幅�����．内側棘８個，外側１個．不完全な下腹甲骨．肋
板数片．肩甲骨他．

��������	


碓氷川産．不完全な背甲破片．位置不明，最大長�������������	


図版���碓氷川産．背甲腹面．不完全なるも頚部，左側肋板骨，左側縁板骨はほぼ完全であ
る．肋板骨８，第７番目は後方へ湾曲が強く，第８番目は特に強く曲る．甲最大長
����，最大幅���ｍｍ．

��������	


碓氷川産．極めて保存の悪い背甲および腹甲など．判定困難なものほとんど．��������	


図版���Ａ
図�

碓氷川産．不完全な頭骨背面，各鱗板の溝不鮮明であるが，推定別紙の通りである．
最大前後長����，最大幅����，前前頭骨最大長����，同最大幅左右共����．

��������	


図版����碓氷川産．２分された背甲の前半部，この上に腹面を上にした腹甲片がのる．尺骨，
指骨，座骨，肋板骨，縁板骨などよりなる．いずれも不完全である．残された背甲の
表面の彫刻は明瞭である．

��������	


碓氷川産．不完全な背甲．第１椎鱗の遠位１部から第４椎鱗の近位部を中心に残る．
各椎骨板はほぼ同形同大である．最大長�����，最大幅�����，第４椎鱗の大きさ
は最大長����，最大幅����．

��������		

図版���
図�

碓氷川産．不完全な背甲．全長�����．最大幅�����．第３椎鱗は長短形に近い．
第４椎鱗は２分され，近位のは四角形で第３側鱗の範囲内に在る．遠位は不等辺６
角形をなす．

��������	


碓氷川産．縁板骨末尾および破片３点．尾てい骨の先端は２尖に分かれる．最大尾
てい骨径����．

��������	
�

碓氷川産．不完全な左上腹甲とほぼ完全な左下腹甲骨．突起は下半部に偏する．内
側８突起，外側７突起．下腹甲骨，最大前後長����，最大幅�����．

��������	
��

図版���Ａ高田川産．滝上兵四郎氏採集．かなり保存のよい標本．色は黒色を呈する．頭骨・下
顎骨（咬合したまま），脊椎骨，烏口骨，腸骨，恥骨，左右座骨，右上腕骨，尺骨？，
指骨数点，不完全な左右外腹甲骨，内腹甲骨，上・下腹甲骨，右？剱腹甲骨など．上・
下腹甲骨長�����．幅�����，剱腹甲骨＋����，幅����最大長����，遠位端幅
����，骨頭頚��×����．烏口骨＋�����．右外腹甲骨長＋�����，幅�����

��������	
�	

図版��Ａ
図�

高田川産．背甲腹面雌型．最大長�����．最大幅�����．特長��������	
によく
似ている

��������	
��

表紙
図版��
図版���
図版�������

碓氷川産．かなり保存の良い標本．ほぼ完全な頭骨・下顎骨，右上腕骨，上腕指骨��
点余，太腿骨，下肢指骨６点余，背甲は頚部および右外側縁を欠くがほぼ全体を考察
できる．とくに遠位部が良く残る．外縁部は尾�骨とそれに続く縁板骨のみである．

��������	
��

図�碓氷川産．保存の良い背甲である．第４椎鱗後半から，第４椎鱗中程を通って右第
４側鱗の一部を残すように，遠位部が斜に切断されている。縁板骨部もよく保存さ
れている。左上腹甲骨，下腹甲骨および右上腹甲骨．左外腹甲骨，内腹甲骨，脊椎骨
２，左右肩甲骨，右烏甲骨，指骨６点等共産．第１椎鱗は�������	
�（�����，����）
よりも等五角形をなす．背甲最大長＋�����，最大幅±�����，腹甲最大長＋
�����，最大幅＋�����，肩甲骨最大長＋�����，鳥口骨最大長＋�����．内腹甲
骨最大長＋�����．背甲の保存状態最も良い．

��������	
��

図版���碓氷川右岸産．２個に分離．背甲，左右外腹甲，脊椎骨�，肋板骨２��片，左右上腕
骨，右？尺骨，指骨��点等，全体に表面の風化が進み，表面の彫刻等不鮮明．背甲周
辺部を欠く，最大長�����．最大幅�����．背中の３条の隆起明瞭．上腕骨長
�����，遠心端幅����．尺骨長����．外腹甲縫合面長����．左腹甲最大長＋
�����，最大幅����．右腹甲最大長＋�����，最大幅����．
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表2．原田篠層産出化石一覧
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図版���
図�

碓氷川産．背甲．縁辺部を欠如する．とくに左肋板半分以上欠ける．椎鱗および椎
骨の関係が明瞭．第５椎鱗は不鮮明．椎骨の多くは細分されている．背甲最大長
�����．最大幅�����．

��������	
��

図版����碓氷川産．尾�骨末尾および不明破片，数点．縁板骨外側に切れ込みがある．最大尾
端部径����．

��������	
��

碓氷川産．腹甲骨片．最大幅����，最大長����．��������	
��

碓氷川右岸産．いずれも不完全な骨の集合体．頭骨遠位端，脊椎骨数点，外腹甲後端
突起？，左上・下腹甲骨，縁板骨等．未成体．

��������	
��

図版�����～�
図���・�
図����・�

碓氷川産．３ヶに分離する．幼体．
�：頭骨；最大長����，最大幅����．脊椎骨２，肩甲骨，脊椎骨３，左右外腹甲，
上腹甲骨，下腹甲骨，縁板骨他�：尾椎骨，坐骨，左剱腹甲骨；最大長＋����，最
大幅����，右剱腹甲骨；最大長＋����，最大幅����，腸骨？，尾�骨・縁板骨，
他．�：腹甲骨片，烏口骨，縁板骨，

��������	
��

碓氷川産．頭骨片および脊椎破片２他，不明破片．頭骨は背面を下にし，鼻孔部がよ
く残されたノジュール．頭骨長����，鼻孔部幅����．

��������	
�	

図版���
図版����

碓氷川産．不完全な頭骨，下顎骨，脊椎骨数点，上腕骨，尺骨，烏口骨，左右肩甲
骨，座骨，縁板骨片

��������	
��

図版���図��碓氷川産．頭骨背面．下顎骨．脊椎骨３　肩甲骨，烏口図版��；骨，完全な左右外腹
甲骨，不完全な内腹甲骨，右上腹甲骨；左下腹甲骨他．

��������	
��

碓氷川産．頭骨，下顎骨，左右外腹甲骨，内腹甲骨，左上腹甲・下腹甲骨，烏口骨，
肩甲骨，脊椎骨，指骨

��������	
��

図版���
図��

脊椎骨３点，左上・下腹甲板（長�����），右上腹甲板？，縁板骨２，左右�������，
大腿骨（����），寛骨２，尾�骨それぞれにつづく縁板骨．

��������	
�


�������	
���������

富山県下新川郡宇奈月町明日堂山南保黒色シルト岩層産図��．不完全な背甲および
腹甲．最大長＋�����，幅�����．左外腹甲骨の遠位部および完全な内腹甲骨；長
�����；幅����．先端は上内腹甲骨の内側に交差する．第２椎骨鱗の長さは����，
幅����．第�椎骨鱗の長さは����，幅����．

��������	
��

������

図版���
図�

碓氷川産．背甲，中央部分を残し周辺欠如する．背面彫図版���刻かなり磨減し，椎
骨，助板骨の縫合が明瞭である．板骨は近位に広く，遠位部で狭くなる台形の６角形
を形成するが基本であるがそれぞれ後方へ少しずつ小さくなる．背甲最大長
�����，最大幅�����．

��������	
�	

碓氷川産．鳥口骨ほぼ完全．全長�����，遠位端最大幅����．��������	
��

碓氷川産．左腹甲骨，内側近位端突起８点前半に偏り近位のものほど大きい．外側
近位端５突起前半に偏する最大幅�����，最大長����．

��������	
��

碓氷川産．不完全な腹甲骨，周辺破損し，部位不明．突起欠損．長さ幅共����．��������	
��

図版����
図��

碓氷川産．背甲，上腕骨，恥骨など．背甲は周縁部を欠く，遠位端半分は印象よりの
雄型模型．背甲の椎鱗，側鱗との境界は八の字形になる．第４番目６角形をなすも
遠心部縮小し、卵円形となる．第６番目は近心部台形をなし，基本的に�������	

（�����，����）の����‐���・�と同じである．

��������	
�


碓氷川産．背甲；第４椎鱗を中心とした部分．最大長�����．最大幅�����．第４
椎鱗前後長����，最大幅����．

�������

碓氷川産．背甲腹面．第１助板背面印象のみ，左第２～８助板骨，右第３～８助板骨
あり，右側縁板骨遠位約半分，左側縁板骨遠位約４分の１が不完全ながら在る．不完
全な左右上・下腹甲骨分離散在する．背甲最大長�����，最大幅±�����．

�������

図版����碓氷川産．不完全な背甲の腹面．頚椎骨印象，第２肋板図版����骨～尾�骨．第椎板
骨以下，縁板骨後半，腹甲板片など．

�������
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碓氷川産．幼体の縁板骨の一部と破片．�������

碓氷川産．成体の縁板骨片．�������

碓氷川産．２分割した母岩．尾�骨とそれにつづく縁板骨，指骨，破片数点．表面腐
食激しい．

�������

図版���碓氷川産．背甲および縁板骨２片．背甲周辺部破損する図版���が比較的良好．こ
の標本はもっとも甲が丸みを帯びている．背甲の第１椎鱗前部と第５椎鱗欠如する．
最大長�����．最大幅�����．

�������

図版���
図�

碓氷川産．ほぼ完全な背甲，最大長�����，最大幅�����．頚部および，前半部周辺
は腐食強い．不完全な肩甲骨図�．左側第４および第５側鱗境界の溝がみられる．

�������

図版����碓氷川産．左側背甲腹面と縁板骨のついた個体．幼体最大長�����，最大幅�����．
腹甲片，坐骨片．肋板��７．助板（第４番目）前後長����．幅��＋����．

�������

図版����碓氷川産．不完全な背甲腹面と背甲背面の第�－�椎鱗と側鱗���の印象．助板６枚．
最大長�����，最大幅�����．

�������

碓氷川産．不完全な腹甲，縁板骨片，坐骨片等数点．極めて保存悪い．�������

碓氷川産．完全な左上腕骨，最大長����，遠位端最大幅������，幼体．�������

碓氷川産．不完全な大腿骨？，最大長����，遠位端最大幅����．他２点．�������

碓氷川産．不完全な腐食の進んだ腹甲骨片，縁板骨片など��点余．�������

碓氷川産．腐食が進み，いずれも不完全．頭骨背面，脊椎骨，上腕骨２，坐骨，指骨
数点，上腹甲骨？２，縁板骨片，尾�骨　他．

�������

図版�������碓氷川産。下顎骨，肋板数個，脊椎骨３，尾椎８点，恥骨？　縁板骨４片．尾椎大体
並るいしているが助板骨などはバラバラ．

��������

図版����碓氷川産．周辺部腐食が進み中央部が残る．椎鱗��‐��，側鱗１�４．最大長�����，
最大幅�����．椎鱗２：��×����，椎鱗３：��×����．

��������

図版����碓氷川産．左下腹甲と下腹甲骨；最大長����．最大幅����．右上腹甲骨？，大腿骨
と恥骨は完全，大腿骨；最大長����．左右恥骨，恥骨最大幅����，最大長����．腸
骨片，脊椎小破片等数点．他は不完全．尾�板骨とそれにつづく縁板骨外側縁には
ノッチが明瞭．

�������

図版����碓氷川産．左右上腹甲骨内側面と下腹甲骨片．���������	のように棘突起大きく．左
右共内側７尖，外側６尖．下腹甲の突起は前者より細い．左上腹甲骨の最大長
����，最大幅�����，右上腹甲骨の最大長＋����，最大幅�����．

�������

碓氷川産．不完全な右上腹甲骨・下腹甲骨，椎板片数点．指骨数点他．腹甲骨最大長
�����．

�������

図版����碓氷川産．不完全な頭骨背面片．最大長����．最大幅����．�������

図版����碓氷川産．不完全な背甲．腐食いちじるしく周辺欠如．椎鱗���部分を中心に残る
も小さく分割されつつある．

�������

碓氷川産．不完全な背甲．脊椎骨，助板骨など約��点の塊．腐敗進む．�������

碓氷川産．バラバラの椎板骨数点，縁板片他．小破片数点．幼体．�������

碓氷川産．不完全な尾�骨片．�������

碓氷川産．上腕骨および破片数点．上腕骨最上長����．遠位端幅����．幼体．��������

碓氷川産．上腕骨および破片２点．上腕骨最大長����，遠位端最大幅����．幼体．��������

碓氷川産．未剖出上腕骨．��������

碓氷川産．未剖出上腕骨．��������

碓氷川産．縁板骨片，産骨片，他２破片．��������

碓氷川産．脊椎骨片，肩甲骨片，他��点余，保存悪く判定できない．��������

碓氷川産．小破片数点．保存悪く，判定不可．��������
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図版の説明

図版１　クロベガメ��������		
�����
����������	
����の産出状態．背中に３本の隆起条を

もつ典型的背甲と頭部，下顎，上肢，下肢などが共産．あまり骨の移動はないが，背

甲の腐食がみられる．縁板骨は遠位の一部を除いてほとんどない．

図版２　クロベガメ��������		
�����
����������	
����標本はかなり保存がよい．後半部が

欠けているが，おそらく元々は完全に埋積されていたものと思われる．腹甲は若干

の擾乱と腐敗がみられる．

図版３　�クロベガメ��������		
�����
�����図１の碓氷川産��������	
��標本の頭骨．��：背

面，��：腹面，��：咬合した右側面，��：口蓋側の骨質歯の配列を示す．��：右斜

下方より見た��と同じ部分．この裁断型の歯はほぼ同形の瘤状の鋸歯を示している

�����（����）とはいちぢるしい違いがみられる．�は高田川産��������	
�	標本

の頭骨．��：背側，��：腹側，下顎が咬合したままであるのが下顎の先端内側に第

２歯列の近心の歯が在る．

図版４　クロベガメ��������		
�����
�������は図版��図版���の��������	
��標本の下顎骨．

��：咬合側，��：腹側，��：左側面．�は図版�の��������	
��の下顎骨．�は図

版���の��������	
��の下顎骨；��は咬合側，��は右側面．���はＡと同じ�����

�������標本の上腕骨と大腿骨；��：背側，��：腹側，��：外側，��：腹側，��：

背側，��：外側．

図版５　クロベガメ��������		
�����
������：�������	
標本の腹側の１部．外・内・上腹甲

板の関係を示す．内腹甲骨は最も完全．�：��������	
��標本の産状を示す．外腹

甲板は完全．（図５参照）

図版６　クロベガメ��������		
�����
������：��������	
��標本の背甲，図５参照．�：

��������	
標本の背甲，図６参照．

図版７　クロベガメ��������		
�����
������：��������	
�
標本，背甲の背側に腹側の外腹甲

や上腕骨などが重なっている．�：������標本，かなり保存のよい背甲．

図版８　クロベガメ��������		
�����
������：��������	
��標本は，高田川産出．背甲腹側の

雌型．ほぼ全体の形が残る．�：��������	
標本の背甲腹側．�標本とよく対応す

る．

図版９　クロベガメ��������		
�����
������：�����１標本，かなり大きくふくれ上がった背甲

と縁板の一部．�：��������	
�	標本の背甲背側．椎板骨と助板骨の関係は図７参

照．

図版10　クロベガメ��������		
�����
�������：��������標本，背甲背側．�：��������	
�


標本の背甲背側，下半は岩石の雌型から複製された．第４側鱗と第５椎板との境界

の溝は後凹の�������，�������とは逆になる．八の字型をなす，復原図にはこれを

参考にしてある．

図版11　クロベガメ��������		
�����
�������：�������標本．露頭から転石になった時点で背甲

の過半が消失し印象のみ残っている．�：�������標本，背甲腹側，右側ほとんど消

失．
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図版12　クロベガメ��������		
�����
�������：�������標本．かなり破壊されている，図�参照．

�：��������	
標本，�とはちがう形で分解されている．

図版13　クロベガメ��������		
�����
�������：��������	
��標本．幼体．腹甲を中心に分解

集積した散状，剱腹甲骨ほぼ完全．図��参照．

図版14　クロベガメ��������		
�����
�������：��������	
頭骨背側，図３参照．�：������．

�・�の頭鱗の溝複雑で個体差大きい．�：��������	
��標本．幼体．��の頭骨は

図４参照，��と��は図��の�・�参照，頭骨（�）や外腹甲（��）や剱腹甲（��）重

要．

図版15　クロベガメ��������		
�����
��������：��������	
��標本，幼体，バラバラに分解し，

上下各部分は正常の位置にない．下顎は図版���に示してある．�：��������標本，幼

体．表面風化激しい．��の中程に尾�骨が並んでいるのがみられる．�：�������標

本，かなり保存がよかったと思われるが，ノジュールを割った時に破損した部分があ

り，埋積当時の保存状態を示していない．

図版16　クロベガメ��������		
�����
������：�������．上・下腹甲骨，坐骨，腸骨，縁板骨な

ど散在．�：��������	
��標本，尾�骨部分の特長顕著．�：�������標本．椎板骨

の一部．保存状態が極めて悪い例．�：�������標本．上・下腹甲骨腹面．周縁の棘

突起よく発達している．���������	を思わせる．

　

図版17　クロベガメ��������		
�����
������：上・下腹甲板他．上腹甲板は図版����などに似て

いる．骨は散乱し，それぞれの骨の保存は極めて悪い．�：��������	
�	標本．高

田川産出．転石で露出していたため白色の部分は風化，破壊がみられるが，母岩中で

は左右が逆位置で重なっていた．頭骨（図版���）四肢骨が共産．
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図版１
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図版２



長谷川善和・平山　廉・木村敏之・��祐司・中島　一・群馬古生物研究会50

図版３
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図版４
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図版５
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図版６
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図版７
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図版８
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図版９
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図版10
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図版11
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図版12
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図版13
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図版14
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図版15
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図版16
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図版17




