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Tatsuya　Sakumoto

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Abstract
　The　carapace　of　Miocene　species　Cαll’αnαssαnish∫んαwα∫Karasawa，1993is　first　described　from　the　Middle

Miocene　Toyoda　Fomlation，Masuda　Group　in　Masuda　City，Shimane　Prefecture，southwestem　Japan．It

represents　following　characters：dorsal　carapace　longer　than　wide；rostral　spine　triangular　with　an　obtuse　apex；

two　lateral　pr句ections　smaller　than　rostral　spine；dorsal　oval　extending　about　O．30f　carapace　length；cenrical

groove　distinctl　cardiac　region　narrow　without　cardiac　prominence，which　could　not　be　found　in　the　type

specimens．In　this　paper，the　systematic　status　of　C　n’sh’んαwαi　Karasawa，1993is　reexamined　on　the　basis　of

their　characters．C　nish∫たα照’is　placed　in　the　family　Callianassidae　Dana，1852and　readily　distinguished　from

the　subfamily　Eucalliinae　Manning　and　Felder，1991in　the　Callianassidae．

Key　words：Decapoda，Callianassidae，Cαlllαnαssαnls鰍α照l　Karasawa，Masuda　Group，Toyoda　Fomation，

　　　　　Miocene，Southwestem　Japan

は　じ　め　に

　Cαll’αnαssα　n∫shi丸αwα∫　Karasawa，　1993は，Karasawa

（1993）によって島根県の中部中新統下部益田層群豊田

累層より，アナジャコ下目のスナモグリ科の新種として

記載された．さらにKarasawa（1993）は，西川（1975），柄

沢（1990），柄沢・中川（1992）が広島県，岡山県，福井県，

石川県の中部中新統下部より報告したCαll’αnαssαsp．を

本種のシノニムと指摘した．このように，本種は多くの

地域より産出することから，西南日本の中期中新世初頭

の主要種と考えられている（Karasawa，1993；柄沢，1997）．

　しかしながら，本種は鉗脚のみによって定義された種

（Karasawa，1993）であるため，その分類学的位置に関し

て検討の余地を残している．一般的にスナモグリ類の化

石は，鉗脚の産出が主であり，頭胸甲あるいは腹部の産

出は稀である．その要因として，スナモグリ類の当部位

は脆弱であり，化石として保存されにくいことがあげら

れる．このことから，スナモグリ類化石は必然的に鉗脚
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のみにもとづく分類が多くおこなわれてきた．一方，現

生スナモグリ類の分類は，当然のことながら多くの部位

の特徴にもとづいておこなわれている（例えばManning

andFelder，1991a）．したがって，スナモグリ類の化石に

おいても，より多くの部位を検討することがのぞまれ，

それにより正確な分類学的位置を判断できるものと考え

る．

　今回，筆者はCαlli伽αssαn’sh’たαwα∫Karasawaの頭胸

甲の化石を益田層群豊田累層より得たので，その形態に

ついて記載をおこない，本種の分類学的位置について再

検討する．

地　質　概　説

　島根県益田市には，第一瀬戸内累層群に属する中部中

新統下部の益田層群が広く分布している．本層群の層序

に関する研究は，藤田（1964），山内・江口（1985），都留

（1985b）によっておこなわれている．それらによると，

益田層群の全層厚は約180mで，基盤岩である三郡変

成岩類や古第三系の火山岩類を約10◎以下の傾斜で不整

合に覆って分布する．そして，本層群の上位には鮮新一

更新統の都野津層が不整合でかさなる．
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Fig．1．a，Index　map　showing　the　location　of　the　Masuda　City．b，Index　map　showing　the　location　of

　the　Okuda　area　by　a　rectangle　frame．c，Map　showing　the　route　ofcolumnar　section（thick　line）and

　fossil　locality（the　topographic　map　is　part　of　the1：25，000scale　map　sheet“lwami－Yokota”pub－

　lished　by　the　Geographical　Survey　Institute　of　Japan）．

　益田層群は下位より順に，豊田累層，安田累層に区分

されている．豊田累層は主に礫岩，砂岩そして砂岩・頁

岩の互層から構成され，下部に白色の酸性凝灰岩層が挟

在する．この凝灰岩層は一部を除き，広域に追跡できる．

安田累層は砂岩・頁岩互層と頁岩を主体とし，最下部に

は益田凝灰岩層と呼ばれている酸性凝灰岩が挟在する

（藤田，1964；山内・江口，1985）．

　また，益田層群は化石が多産することで知られてお

り，豊田累層からはV’cα7yα，Gεlo’nα，◎cl∫nαなどの門

ノ沢動物群に属する軟体動物化石が産出する（Takayasu，

1981；都留，1985a，b）．その他に，大久保・廣田（1979）

がトビエイのハ4’1’o加∫isの歯化石，都留（1987）はオウ

ムガイの窺配物sp．を報告している．安田累層からは，

Fiss∫48n孟αli配〃2などの軟体動物化石を産出し（都留，1985

b），野村ほか（1993）はオオグソクムシのPα1α89αsp．

の産出を報じている．

産地・産状

　小論で検討した標本は，島根県益田市安富町奥田に位

置する露頭から産出した（Fig．1）．そして，本地域周辺

には益田層群豊田累層が連続的にみられ，以下のような

岩相が観察された（Fig．2）．

　豊田累層は三郡変成岩の泥質片岩を不整合で覆い，下

位より順に礫岩，青灰色塊状砂質泥岩，暗灰色塊状泥岩，

青緑灰色塊状砂質泥岩～泥質砂岩がみられる．礫岩は泥

質片岩の角礫からなり，中礫サイズのものが多い．礫岩

中には厚さ約1mの砂質泥岩が挟在する．青灰色塊状

砂質泥岩は，風化の進んだ部分では赤褐色を呈し，軟体

動物化石のCrαssos∫r8αの密集層および枝サンゴや腕足

貝の破片が密集する薄層が挟在する．また，この砂質泥

岩中には球形（長径約1～10cm程度）のノジュールが

散在的に多数含まれ，ノジュール中からは軟体動物化石

のV’cα脚，Tα∫ε∫wαiα，Cンolinαなどがみいだされる．暗灰

色塊状泥岩からも量は少ないものの，化石を含んだノ
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ジュールがみとめられる．青緑灰色塊状砂質泥岩～泥質

砂岩は，下部の砂質泥岩から上方に向かって粗粒化し，

泥質砂岩へと変化する．

　以上の岩相から判断すると，本地域には益田層群豊田

累層の基底部～上部が分布していると判断される．

　Cαll’αnαssαn∫shiんαwα∫Karasawaの化石は，青灰色塊状

砂質泥岩に含まれるノジュール中より多数得られた

（Fig．2）．化石は主に鉗脚などの脚部が多く，本種の模

式標本はこの産地より採集された（Karasawa，1993）．

o．η1sん1κa四aiの頭胸甲化石と分類学的位置

　小論で検討したCα1伽nαssαn∫sh惚wαi　Karasawaの頭

胸甲（carapace）の化石は，採集した多くの標本のなか

から6点がみつかった．いずれも鉗脚（cheliped）など

の脚部（pereopod）とともにノジュールに含まれている．

そして，ほとんどの標本が鯛域（branchial　region）を除

く頭胸甲前半部の化石である．以下に頭胸甲の形態を記

述し，Figs．4＿6に図示する．

　頭胸甲の形態：胃域（gastricregion）は長円形を呈し，

強く膨隆する（dorsal　ova1）．胃域前部の正中線上に1小

孔が開口する．胃域と額域の境界の溝は明瞭．頸溝は明

瞭，深く狭い．心域（cardiac　region）は狭く，頸溝から

頭胸甲後縁までの長さは頭胸甲全長の約3／10．額角

（rostral　spine）および側角（1ateral　projection）は小さく，

幅広い三角形を呈する．額角は側角よりもわずかに前方

に突出する．眼窩縁は浅く内側に湾入する．

　比較検討：検討した化石は，鉗脚などの脚部とともに

産出し，それらの特徴によりση1sん1κa四a1κa‘asa1〃aの

頭胸甲であることが判別できる．

　現生スナモグリ（科）類の分類は，Manning　and　Felder

（1991a）により2科7亜科21属に整理され，その後あらた

にManning　and　Felder（1991b），Manning（1992），Rodrigues

and　Manning（1992），Manning　and　Lemaitre（1993）によっ
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Fig．3．　Descriptive　terminology　of　Callianassinae

　（redrawn　from　Loeuff　and　Intes，1974：Cαll’αnαssα

　‘加phorα　Loeuff　and　Intes）．Car，carapace；Abd，

　abdomen；Prpd，pereopod；major　Ch，major　cheliped；

　minor　Ch，minor　cheliped；Anta，antenna；Ante，

　antennule；R，rostral　spine；Lpj，lateral　projection；Do，

　dorsal　oval；Gst，gastric　region；Card，cardiac　region；

　Br，branchial　region．
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Fig．4．Cαlliαnαssαn∫shiんαwαi　Karasawa　from　the　Toyoda　Formation，Masuda　Group．a，specimen1，

　chelipeds　and　carapace；b，specimen1，carapace（inner　mold）；c，specimen2，cheliped　and

　carapace；d，specimen2，carapace（inner　mold）；e，specimen3，cheliped　and　carapace；f，specimen

　3，carapace（inner　mold）．Arrows　point　anterior　margin　of　carapace．Scale　bars　equal　l　cm．All

　specimens　coated　with　ammonium　chloride　sublimate．

て4新属が加えられた．

　以下をMaming　and　Felder（1991a，b），Manning（1992），

Rodrigues　and　Manning（1992），Maming　and　Lemaitre

（1993）に従って比較すると，本頭胸甲化石は心域突起

（cardiac　prominence）をもたないことから，クシアナジャコ

科（Ctenochelidae）と区別でき，あきらかにスナモグリ科

（Callianassidae）であると判別できる．スナモグリ科はスナ

モグリ亜科（Callianassinae），カリキルス亜科（Callichirime），

ケラムス亜科（Cheraminae），ユウカリアックス亜科

（Eucalliinae）の4亜科に区分されており，このうちのユ

ウカリアックス亜科とは容易に区別が可能である．すな

わち，ユウカリアックス亜科の頭胸甲にはdorsal　ova1が

なく，本標本にはそれがあきらかにみとめられる．また，

ケラムス亜科，スナモグリ亜科のくA碗αx属，ネオカリキル

ス亜科のCorαlliαnαssα属，（71yρ∫配r配s属，々ρi40ph1hα11n配s

属の頭胸甲は，著しく前方に突出した額角をもち，この

特徴は本標本とは異なる．むしろ本頭胸甲の特徴は，スナ

モグリ亜科のCαll∫侃αssα属，T7yρα8α属，ノV801仰α6α属，
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Fig．5．Cαll∫αnαssαnish’んαwαi　Karasawa　from　the　Toyoda　Fomation，Masuda　Group．a，specimen4，

　　palm　of　cheliped　and　carapace；b，specimen4，carapace（inner　mold）；c，specimen5，cheliped　and

　　carapace；d，specimen6，carapace（inner　mold）．Amws　point　anterior　margin　of　carapace．Scale

　　bars　equal　l　cm．All　specimens　coated　with　ammonium　chloride　sublimate．
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Fig．6．Line　drawing　showing　the　configuration　of　the　carapace　of　Cαll∫αnαssαnish灰αwα∫Karasawa．

　　from　the　Toyoda　Fomation，Masuda　Group．a，specimen1；b，specimen2；c，specimen3；d，

　　specimen5；e，specimen4；f，specimen6．R，rostrum；Lpj，lateral　projection；Do，dorsal　ova1；Card，

　　cardiac　region．Scale　bar　equal　l　cm．
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B伽ri況s属，カリキルス亜科の。αll’ch枷s属，飽06αll∫ch枷s

属のそれに類似していると判断される．ただし，このう

ちのB伽ri配s属および。αll∫6hir配s属については，鉗脚

の特徴がC．nish∫ん僻α’Karasawaのものとは異なっている．

B漁吻s属の鉗脚は左右異形であるが，小鉗脚（minor

cheliped）は顕著に小型にならない。Cαll∫ch加s属の場

合は成熟雄の小鉗脚が著しく小型となり，未成熟および

雌個体は左右同大に近い傾向がある．Cn∫sh∫丸αwα∫

Karasawaの鉗脚はどのサイズの個体においても小鉗脚

が顕著に小型である．

　以上のことから，Cnish’んαwα∫KarasawaはCαll’αnαssα

属，Tり！ρα8α属，IV80の脚εα属，ノV80cαll∫ch加s属のいず

れかに帰属する可能性があるといえる．

　今後は，鉗脚，頭胸甲以外の部位，例えば第3顎脚，

第1触角（antenna），第2触角（antennule），腹部（abdo－

men）などをみいだすことで　Cαll’αnαssαn∫sh∫たαwα∫

Karasawaの分類学的位置を確かめることができると考

える．
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