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はじめに

長崎県北松浦部の国鉄松浦線平戸回駅 (本土

最西端の駅 )東 方の,国道 204号線の北側に

拡がる水田地帯は,里 田原遺跡の発掘調査が行

われたことでよく知 られた所である。里田原に

は釜田川の支流の一関川と新川が東よ り西に流

れている.

昭禾口55年 に一関川の改修工事が行われた際 ,

里田原遺跡含有層である沖積層の基盤をなす成

層 した地層が川床に露われた。幸いに,田平町

大久保免に住む宮本によって,掘削された薄層

理の発達した泥岩からきわめて保存良好な値物

化石が多量に採集された。この中には完全なイ

チョウの葉化石 も含 まれていた。

昭和 55年 8月 14日 に,現場の層位的な検

討のため,鎌 田 0宮本・岡沢が現地調査を行い,

沖積層を含めた層序断面をとることがで きた。

また,た またま盆休みのため工事が止んでいた

ため,広範囲に散在する掘 り上げられた岩塊か

ら,更に多 くの化石標本を集め,長崎大学に持

ち帰ることができた。

採集された植物化石の鑑定には,愛媛大学の

松尾秀邦教授のすすめ もあって岩尾が当ること

とな り,採集標本のすべてを佐賀大学に移 して

クリーニングが行われた。その後,岩尾自身 も

宮本の案内で現地を訪れ,更 に多 くの追加標本

を採集することがで きた。

田平町平戸口東万の里田原に伏在する植物化

石層は,里田原遺跡の遺物包含層の基盤 をなし,

また松浦玄武岩を被覆 している地層であり,こ

れまで北松浦郡一帯で報告 されたいずれの地質

系統にも属 していない。したがって,こ れを独

立した地層として「平戸口層」の創設を提唱す

第 1図 平戸口植物化石産出地位置図 (X印 )

(国土地理院 1/50。 000地形図「平戸」 )
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ることにする。また,こ れに含まれる値物化石

により知 られる値物群を「平戸口値物群」とよ

ぶことにする。平戸口層の地質時代的考証はま

だ最終的結論に達 してはいないが,予報的にこ

れまで明らかになった事柄について報告する。

本研究には,愛媛大学理学部地球科学教室松

尾秀邦教授には値物化石の考察に有益な御教示

を愛けた。長崎県産現生植物については活水短

大外山三郎教授 より御指導 を賜わることができ

た。また,長崎県文化課正林護氏よ りは里田原

遺跡に関する資料を見せて頂いた上,種々御教

示を得た.こ こに関係各位の御厚意に深 く感謝

する次第である。

10平戸口層の層位的位置

平戸口層は,長崎県北松浦部田平町の平戸口

西方の里田原 (里免 )北部を,N60W方 向に

西流する一関川の改修工事の際に川床に露われ

た薄層理泥岩よりなる含値物化石層である。こ

の改修工事は,幅 4m,深 さ2.5mの 直線水路

に仕上げるもので,側面の切取 りに地層が露出

した。

地表部の約 5 0cmの 耕土の下には,約 1.5m

の青灰色の粘土よりなる沖積層があり,最下部

の 20ヽ 3 0 clnは 細礫質砂層であ り,玄武岩礫

(径 22× 12× 1 0 cln)が 1個含まれていた。
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第 3図  田平町上水道水源井ボ ーリング柱状図

(田平町里免 )

(16.00～ 55,300m省 略 )
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第 2図 平戸口層および里田原沖積層の柱状図

一-12-―



粘土層の下部には多量の炭化木片が含まれてい

る (第 2図 )。

掘削断面の下部に露出する平戸口層は,そ の

最上部の約 60mし か確認されず,沖積層の基

底直下は風化のため赤褐色に変色している。地

層面の走向はN56Wで ,傾斜はSWへ 8°であ

る。走向はほぼ一関川の流路の方向であり,傾

斜は右岸より左岸方向に傾いている。左岸の断

面では,薄層理泥岩中に,厚 さ 3 6 cIIの 火山灰

層が挟在 し,そ の上部の 2 9 cmはやや硬質とな

っているが,下部の 7 cmは未固結である。

昭和 43年 9月 に,田平町が本地域において

行った 50mの 上水道ボーリングエ事 (昭和ボ

ー リング皿施行 )の記録によれば,地表よ り

1.60mは暗灰色の砂貿粘土であ り,そ の下に

厚さ3.40mの 茶褐色の粘土混 リシルト,次 い

で 5 0 clnの 砂利層 (大礫混 り)が ある。地表か

ら深さ 5。 50m以 下は風化玄武岩が 46mま で

続 き,孔底の 50mまでは硬質玄武岩 となって

いる (第 3図 )。

最上部の「砂質粘土」は沖積粘土層,「粘土

混 リシルト」 と「 砂利層」が平戸口層 と考えら

れる。したがつて,平戸口層は,玄武岩 を不整

合に覆つてお り,その基底に厚 さ 5 0 cmの礫層

をともない,3.90mの 層厚をもつ ものといえ

る。

里田原遺跡には,縄文晩期から弥生前ヽ中期

の遺物を含んでいるといわれる。また,放射性

炭素 (14c)に よる年代沢1定 では, 2,480年

(縄文晩期 )と ,2,100年 (弥生中期初頭 )

の値が求められている (正林護氏談 )。

一関川南岸ぞいで行われた里田原遺跡第 11

次調査では,-1 9 0 clnで粘板岩の基盤に達 し

たと報告されているが,こ の基盤 というのが平

戸口層に当るものと考えられる (長崎県教育委

員会,1976)。

第 1表 平戸口植物化石群主要構成種

(1981)

Gグ″りθι〃θtt LINNE いちょう

&姥ルθ滋 凌zυ〃″πα BEISSN

あぶらすぎ

Psθ%グθ滋繊 滋zθ鵬雄 万 GoRD.

〔和名未詳〕

&zJ″ bαカカθ KIMuRA

やまねこやなぎ

の りα sp.(か りや ぐるみ属 )

Cbゆjπ雰 なθ力θηθsカググMAX。

いぬしで

Oπθπtt πθηgθ′″ FIscHER Var.gttssθ

sθ 笏 勉 REHD.et WILS.

みずなら

ル 滋θυα s″知効 M[AKINOけや き

雛Q8ηθ滋 力θbtt Dc.こ ぶ し

ノたんθJ滋 ′κθαtt BLUME

か らたねおがた ま

腕 力θπttα ヵγttπθグFEDDE

ほそばひいらぎなんてん

Lttπttπ bαγヵ解 θsαπα HANCE ふう

SOクカθ2Sp.(ま め科)

幽勧αθカル sp. (ま め科 )

LθsクθαθZα わたθJθ γ var.′ιψθπtt NAKAI

やまはぎ

五グルπ物雰 αJttsグπα SwINGLE

しん じゅ

Rλtts s′ノυθs′法 SIEB.et Zucc.

や まはぜ

4“γ πθπθ MAXIMowlcz

いたやか えで

4εθγ sp. (か えで科 )

2′滋 zzσπθJttπα MAXIM.ぼ たいじゅ

C力″復ルηグ″θπグε%2 SwEETひ ぎり

PhνιJθs滋″

“

P sp.(いぬ科)
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2.平戸口植物群の組成

平戸口層から第 1表 に示す植物化石が採取 さ

れた。これらの化石値物を平戸口値物群 と新称

する。この値物群は 2科 4属 4種の裸子植物と,

1科 1属 1種の単子葉植物を含む 26科 36属

47種の被子植物か ら構成 されている。

平戸口植物群の組成はBetulaceae(ヵ バ ノキ

科 ),UlmaCeae(ニ レ科 ),Magn01iaceae

(モ クレン科 ),Trabacme(マ メ科 )で は属

数が多 く,FagaCeae(ブ ナ科 ),Aceraceae

(カ エデ科 )では種数が多い。産出個体数は

Gグπヵgθ  みグルみα L。 (イ i升 ョウ )と zグヵθυα,

sθγ紹ル  MAKINO(ケ ヤキ )が若干多 いだけ

で,多産す る種 は ない。

平戸口種物群の構成種を常緑樹―落葉樹,高

木―低本で整理すると第 2表 に示す通 りであり,

特定な樹木が優占しているとはいえない。

平戸口値物群は全て日本およびその周辺の地

域に現在 自生 している種に同定 されたが ,

Gグπ々 gθ bグノθわα L.を はじめとして Kttθルθγグα

グαυ燿グα%α BEISSN(ア ブ ラスギ ),P3θ %グθノαγグ″

力α
"ゥ

ルγグGoRD(和名不詳 ),Cαηα sp.街

リヤグル ミ属の一種 ),ναみθπグαヵ灯%πθグFE―

DDE(ホ ソバヒイラギナンテン),上鯵z′グαク化″―

θθ″ REHDe et WILS(ロ ウバ イ ),ιグσ%グd"%b―

αγノθγπttSαπα HANCE(フ ウ ),んノαπ′んπs αノ′―

グssグ解α SWINGLE(シ ンジュ ),■θθγ b%″τθπα―

ππtt MttQ。 (ト ウ カエ デ ),2″ α 解グσ%θノグαπα

MAXIM.(ボ ダイジュ ),Cルγθル %ご知 %ノα夕θπグー

θ%%SWEET(ヒ ギ リ)は わが国が原生地でな

く,中 国などから渡来 したといわれている。

3.古気候 0古環境

工事現場から掘 り出された岩塊か ら発見され

た平戸口植物群にとくに優占種は見当らないが ,

構成種は豊富である。

κθ′θ′θθttα グαググル%α  BEISSNは ,現在台

湾の標高 300ヽ 900mの 山に自生している

そうである。台北市の温か さの指数WIは 204.9

である (IwAO,1978)か ら,分布可能

域はW1135ヽ 180と 推定され,寒 さに対

する限界値 (W1135)は 本値物群の中では

最 も大 きな値である。このことは平戸口層の堆

積はⅥ 135よ り冷涼な地では行われなかっ

た事を示 している。

本植物群の構成種のうち,長崎県の雲仙や多

良山系のような多少冷涼な環境に自生している

種は4θθ″
“
θ%θ  M AX。 (イ タヤカエデ ),

Cαゆグ%%S′ Sθ力θπθ磁ググ M AX。 (イ ヌシデ ),

0%θγσ%s ttθηgθ″α FIscEER Van gttssθ

Sθγ宅′α REEDe et WILS。 (ミ ズナラ)で あ

り,そ の他の構成種 は化石産地や平戸島などの

長崎県北西部で普通にみられる。化石産地の温

かさの指数は 140で あり(IWAO, 1978),

近 くの平戸島,壱岐島とともに常緑樹の多い地

域である (外 山, 1980)。 ところが平戸口

植物群は落葉広葉樹 も多 く含んでいるので,平

戸口層は温かさの指数W1135ヽ 140の吉

気候の もとで堆積 したと推定 される。

平戸回層は松浦玄武岩を不整合に覆った湖成

層であり,約 8° の緩傾斜をなしている。層理

面に沿って剥理 しやすく,剥理面に殆んど破損

していない葉体化石があらわれることが多い。

また,こ の含値物化石層には淡水性の珪藻化石

が含まれる。

平戸口層の上位には里田原遺跡が発見された

沖積層が不整合に覆っている。この遺物包含層

の花粉分析の結果か ら3層の花粉帯が識別 され

ている。下部の第 1帯 はシイノキ属の著しい優

占で特色づけられ,中部の第 Ⅲ帯は縄文晩期ヽ

弥生時代のシイノキ属の減少とイネ科の急増が

あり,第 Ⅲ帯ではマツ属の著 しい増加が認めら

れている。この結果,里田原遺跡周辺に人類の

居住が顕著 となる以前の原景観 (Urland Shat)

はうっそうとしたシイ林であり,シ イの大本に
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第 2表 平戸口植物群の樹種と形態 (*)と 遺存種 (○ )

GグπttζθみグJθ わα

Jりπtt sp.

スレ彪Jθθηα ααυ,Wttπα

Psθ%ごθ励歳 劾ι鶴簾 ガ

sa」″鷺 みαヵヵθ

=饉
πS πα2(たん%ガεα

Cα ,7α sp.

Cαゆjπ Zκ おε力θηθsカググ

C.   εθγι滋滋

Cθ ,7ルssたみθjτttπα

OπθππS Sθ夕ηη放

0.

0.

0.

Q.

πθ,Ogθ J勿

υα4αわグ′な

グθη加加

多夕κグηαグb′″

1/Jπ雰 ″γυttJ″

Zcι θ々υα sθ 27α ttα

Cθ Jιた 力砂θπJεα     、

Fグθ%sπゎ θπJθα

ⅥQttηθJ勿 力θb箔

ノグεttJ滋 /wsθα放

刀Jた Jπz π′なθSππ

lイαλθπ勿 ヵ〃%ηθグ

ルイθγα′″ ρzθε
"

εグηπαzθ z%π εα2夕力θ筵

Bcπ zθグπ sp.

LttπJttπ みαγヵγπθSαπα

ελαθπθπθルs sp.

30かんθ夕η Sp.

Mααεカグα sp.

ぽts″θηαノθガわππごα

LasクθグθZα わたθιθγ

五グιαπ″ん多κ αι′なsグ 22zα

Bttιχ%s sp.

＊

　

＊

　

＊

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*

*
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*

*

*

*

*

*

*

*

*
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＊

　

＊

＊

　

＊

　

＊
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*
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Rんz6szκθθααπθα

Ro sJJυ θs′ηs

I′ιχ γθ′%π励

ニ  タθグ%πεπ′θsα

4εθγ α r騨滋 夕π

4.   π力πγππグ%ιπsθ

五. γググπθηθ

ス. zθπθ

4。  bπιttFθ 4αππ
`“

&ψグηグ郷 π%力πγ

“

ググ

π J″ πttπθJ″πα

Cθγπtt bzε″″θ励

Lθπεθttθι力θたたι′

Osηππ′ん
`パ

sp.

Cル旬滋πルθπグ″θπグθ%%

Gαγαιπカルs%グηθグルS

Pb′′θSttθわSP Sp.

はツル性植物がからまり,下草にはシダ類が生

育するものであったと推定 される (長崎県教育

委員会, 1977)。 この様な陰うつな森の景

観は,現在の平戸日付近においても見 られるも

のであり,現在 と同様な古気候・古環境を指示

している。

松浦玄武岩 (鮮新世ヽ更新世 )は化石産出地

を中心にして盆状に分布 しており, この凹地に

火山噴出物の堰止めやその他の作用によって形

成 された湖 (平戸口湖 )に堆積 したのが平戸口

層であろう。その後,湖 は侵食等によって消失

し,し ばらくの時間が過ぎた後に,同 じ場所に

沖積層が形成された。

火山活動によるSi02の供給が珪藻の大量発生

を引き起こす事は良 く知られている事実であり,

平戸口層の堆積時にも火山作用が近辺で行われ

ていたと考えられる。

本値物群には冷原な気候を示す種が非常に少

ない。また産出葉体化石はほとんど破損してい

ないので,平戸口湖の周辺に分布 していた高本

や低本の混清林から極 く短い距離を運搬されて

堆積 したと考えられる。

4.遺存種の原生地

化石産出地は九州の西北部であるが,暖流の

影響を愛けるために,鹿児島県の海岸部と似か

よった気候である (第 5図 )。 産出した平戸口

値物群は現在の化石産出地と同等な古気候,古

環境を指示 しているが,中国や台湾で知 られて

いる遺存種 を多く含むのが特徴である。ところ

がこれ らの遺存種はP彰%グθルπ″ 力αθ鶴ク∫θπ

GoRD, ス「θ′θルθπα グαグ励iαπα BEISSN,

膨 σ%滋 留bαγ /θ %“ Sαπα HANCEを 除 き,わ

が国で広 く知 られている種であり,中国などか

＊

＊

＊

　

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

＊

備考 :種名については一部省略して表記されている。
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ら持込まれたというのが通説である。

松尾 (1979)は Gグπ力gθの自生地について

綿密な考察を行ない,北九州や対馬が自生地で

ある可能性を指摘 した。Gグπ力gθ は遣唐船で渡来

したといわれているが,対馬には琴のイテョウ

と呼ばれる樹令 1500年 程度の吉本がある。

また宮崎県の高千穂町には下野八幡宮のイチ ョ

ウ,田原のイチ ョウ,高城町の去り||の イチョウ,

佐賀県有田町のイチ ョウが古木として有名であ

る。これら古本の樹令や分布の広さを考えると,

遣唐船で渡来 したと考 えるのは不 自然であろう。

平戸口層から産出したαπ力gθ わグルわα L.

は大阪の泉南層群 (鮮新世 ),熊本の星原層

(上部鮮新世 )についで後期新生界としては 3

番目の発見である。松浦玄武岩を不整合に覆 う

平戸口層は更新統である可能性 もあり,わが国

では最 も新しいαπ力gθである。仮に各月の平

均気温が 4℃下降 した として も,化石産出地

の温かさの指数WIは 90ヽ 95であ り,現在

の東北地方の気候程度である。イチョウは寒 さ

に対 して強い樹木ではないが,北欧や北海道に

も栽培種が生育 している事を考慮するならば ,

九州では氷期の間でも絶滅せずに生 き続けたと

考える。

Gグ%力gθ の他にも渡来種 といわれている種が

平戸口値物群には多い (第 2表 )。 これらが西

日本か ら報告 されているallは少いが,今後にお

ける発掘の進展 とともに,発見 される可能性は

十分にあるので,暖 い九州がこれらの種の自生

地である可能性がある。

WI

■80■00

備考 :種名は一部省略して表記 されている。

第 4図 平戸口植物群主要構成種の温かさの指数 (WI)

Kete■ eer■ a dav■ diana

Sa■ ix bakko

Carpinus tschOnoskii

C. cordata

Cory■ us s■ ebO■ diana

QuerCus serrata

Qo      mongo■ ia

Q.      var■ abi■ tt s

Q.      dentata

Q.      myrs■ naefo■ ia

Ulmus parvif01ia

Ze■ kova serrata

Celtis japonica

Ficus nippon■ ca

Magnolia kobus

Cinnamomum camphOra

Wister■ a f■ or■bunda

Rhus succedanea

I■ ex rOtunda

I.   peduncu■ Osa
Acer argutum

A.   ukurunduense

A.   rufinerve

A.   mono

Cornus brachypoda
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5.植物化石の説明                 Salimceae ゃなぎ科

GYMNOSPERMAE 裸子値物門

Ginkgopsida ぃちょぅ綱            Sα ノな わαヵヵθ 蜘ⅢllRAや まねこやなぎ

Ginkgo∝me ぃちょう科                  (Pl.III-4)
広皮針形の葉,頂端は鋭形。一次脈は強く二

Gグπ力ga bグルみα LINNE いちょう   次脈は不規測に派生。外縁には小さな鋸歯があ

(Plo Ⅱ-1,Pl.III-2)     り,や なぎ属に同定できる。やなぎ属は混交が

葉は小形ヽ大形の扇形。先端は波形で長い葉  激 しいため,種々の葉形を呈すが,形態が本種

柄をもつ。現世では他の本本値物にみられない  に最 も近似 している。

又状葉脈をもち,現世種 と区別できない。現世

種の幼本では中央の切れ込みが深いが,成本で     Juglandacme くるみ科

v  は浅くなり,時 にはなくなっている。新生代の

地層から産出したいちょうとしてはこれが我国     Cα ηα Sp.か りやぐるみ属

で 3番目である。中国原産で,昔我国に渡来し         (Plo Ⅱ-8)

たとされているが,温暖な九州は自生地の可能   羽状複葉。小葉は被針形で基部は鋭形,薬柄

性がある。                   はない。外縁には細鋸歯 をもつ。我国の第三系

からは小葉と多数の果化石が産出したが,第四

Coniferopsida 球果植物綱         系からの産出は知 られていない。

Pinaceae まつ科

κ♭′θ′θθγグαごαυグググαπα BEISSN あぶらすぎ       Betulacme かばのき科

(Pl.H-6)

三角形の翼果,外縁は外側が凸形,内倶」が凹     cα 夕 %%S ′Sttθ %θ sヵ″ MAX.いぬしで

形。種子は大 きく,長 さ9111m,幅 4111mである。         (Pl.Ⅱ -4,5)
南西北海道の新第三系から豊富に産出した本種   二重鋸歯をもつ葉,片万だけに鋸歯をもつ包

に同定 されるであろう。現世種は中国や台湾   葉は我国や韓国に広く分布する本種に同定でき

(標高 300ヽ 900m)に 自生 している。   る。新第三系や更新統から豊富に産出している。

Psθ%グθルπ″ ヵαθゅ∫o万 GoRD         Fagaoeae ぶな科

和名未詳 (Plo Ⅱ-2,3)

細長い三角形の翼果,外縁は外倶Jが 凸形,内     o%θγθπs zθηgθ″α FIscHER Var.

側は直線状。頂端と基部は鈍形。種子は楕円形。   g″θssθ sθγγα′α REED.et WLS.

球果は頂端が鈍形,基部が微突形。翼果と球果      みずなら (Pl.III-5)
は中国の中部ヽ南東部に自生する本種に同定さ   鋭形の基部と尖った三角形の鋸歯をもつ大型

れるであろう。本種は北半球の中新統ヽ鮮新統  葉は本種に同定される。北海道ヽ九州の山地に

から多く産出したが,第四系からの報告はない。 普通に見られる。

ANGIOSPERMAE 被子植物門

Dicotylodoneae双 子葉植物綱

一-19-―
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多ルθυα sθγz′α MAKINOけ や き      Trabaceae まめ科

(Pl.Ⅱ -9)

西南 日本ヽ東ア ジアに分布する本種は全体の          '夕 んθZ Sp

葉形,基部の形態や大 きさに顕著な変異が認め          (P103-2)

られるが ,葉緑は特徴的である。         小 さな線状長楕 円形の葉 ,二次脈 は弱 く,葉

縁は全縁。葉柄は無い らしく基部は肥厚してい

Magnoliaceae もくれん科        る。 えんじゅや くららに最 も近似である。

ναασ々グα sp.脆 gπθノグα 力θわ郷 Dc.こ メミし

(Plo Ⅱ正-7)               (Pl.Ⅳ -1)   .

基部を欠 くが二次脈 ,二次脈 と細脈によって   倒卵形の小さな葉。葉縁 は全縁であ り,基部

本属に同定 される。葉体や頂端の形態からは東  は肥厚す る。葉柄は極めて短 く,複葉の小薬 と

アジアに分布す る本種 に同定 されるであろ う。  考 えられ,じ ゃけついばらや さいか らに似 る。   V

ルfグθ力θ″α /%sθαitt BLUME               Lθ sクθJθZα  bグθθノθ″ Var.ノ ククθ″σα

からたねおがたま (Pl.III-1)       NAKAIや まはぎ

長楕円形の葉,太い一次脈 と弱 く不規則に派         (Pl・ III~6)

生した二次脈,葉 縁近 くでループを形成する細   楕円形の葉,凹形の頂端,強い一次脈 と弱い

脈によって本種に同定できるであろう。原産地  二次脈。これらの特徴や葉体の大きさから本種

は中国 (広東,福建 )と されている。      に同定 されるであろう。各地の山地に自生 して

いる落葉低本。

Berberidaceae めぎ科

Siη aroubactte にがき科

ναttθ ηグαヵ″′%πθグ FEDDE

ほ そ ば ひ い らぎ な ん て ん (Pl.Ⅱ -7)     ハグルπ′力%s αノガ雨 笏α SwINGLE

一部分を欠く葉体であるが狭長皮針形,基部    しんじゅ  (Plo Ⅳ -5)
から派生 した三主派,大 きな鋸歯,鋭尖形の頂   頂端 と基部を欠く不完全標本であるが葉縁に

端が本種の特徴である。明治の初期に中国より  大 きな欠刻状鋸歯が認められ,凹部には腺が存   早

渡来したとされ,観賞用に庭にlil_え られている。 在する。 これらの特徴によって同定 された本種

は明治初期に中国よ り渡来 したといわれる落葉

Hamamelidaceae まん さく科      高本である。

レσ%ググα解わα″力″πθsα%α HANCE ふ う         Anacardiac“ e ぅるし科

(Pl.Ⅲ -3)

不完全標本であるが, 5裂 した掌状帯である。    Rん %s sグル劉笏s SIE■ et Z Ucc.

裂片の頂端は鋭形,葉縁は極めて鋭い小さな鋸    やまはぜ  (Pl。 3-8)
歯からなり,本種に同定されるであろ う。本種   不完全標本であるが楕円形なし,頂端は鋭形 ,

は一般的には 3裂するが 5裂する事 もある。中  基部は円形。葉縁は全縁。二次脈は平行に広角

国や台湾に自生 し,享保年間に我国に渡来 した  度で交互に分岐する。.本種 は東海道以西の山地

といわれている。                に生育する落葉小高本である。
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.Aceraceae かぇで科

∠Lθθγ πθπθ  MAXILIOWICZ    ｀

いたやか えで  (Plo Ⅳ -6)

掌状浅裂の葉体で葉縁 は全縁。本種は葉形 ,

毛の有無 ,若芽の色などか ら多くの亜種 (変種 )

が記載 されてい るが,形態的にはいとまきいた

や に最 も似ている。

メ[θθγ sp.

(Plo Ⅳ -3)

長 き 1.8 cmの 翼果 ,長楕 円形を し,先端は鈍

形。外縁 は直線状,内縁は凸形。種子は長 さ4

111m,幅 3 mm。 形態や大 きさにおいてこは うちわ

か えで ,あ るいはみねかえでに似ている。

Tiliaceae しなのき科

Tグノグα %グσ%θノグαπα MAXIM.|ゴ たれ じヽゅ

(Plo Ⅳ -4)

三角形の葉体で頂端は鈍形,基部 は浅い心形。

3本 の一次脈が基部よ り分岐 し,各 々よ り3ヽ

4本 の二次脈が分岐す る。葉縁 は歯状。基部及

び全体の形態は本種に最 も似ている。

Verbenaceae くまつづ ら科

Cルγθ″πグγθπ ノ″θπグθ%π  SWEET

ひぎり  (Pl.Ⅳ -9)

頂端を欠く大型標本であるが心形 と思われる。

基部は非対称の心形。基部より3本の一次脈が

分岐する。中心の一次脈か らは二次脈が交互に ,

あるいは対になって分岐する。葉縁付近では三

次脈 を分岐する。細脈は長方形の網状。葉縁は

低い歯芽状鋸歯。東南アジア原産といわれる本

種は観賞用として庭に植えられる事が多い。

Monocotyledoneae 単子葉植物綱

Gramineae いね科

PL夕 JJos′ασλノs  P Sp

(Pl.Ⅳ -7)

頂端,基部 を欠 く標本であるが,太い一次脈

の両倶1に 中程度の脈が各 5本 ,そ の間に 10数

本の極細脈が平行に走る.ま だけ等のいね科の

笹に近似 している。

要  約

(1)遺存種 を多 く含む平戸口値物群が松浦玄武

岩を不整合に覆 う平戸口層か ら発見 された。

(2)平戸口値物群は現在の平戸口と同等の古気

候,古環境を指示 している。

(3)Gグ 滋ま  わグわらα L.(ぃ ちょう )は氷期

にも絶滅せずに九州で生 きのびて きたと考 え

られ る。
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第 3表 平戸口植物群の構成種

GYMNOSPERMAE
Ginkgopsida

Ginkgoaceae

GグπねθbグJθ tt LINNE

COnifeFOpsida

Pinaceae

Ⅱη多6 sp.

&″彪θπα ιttυ
`υ

″πα BEISSN

Psθ%グθ滋死χ力αθ閉崚 ″ GoRD.

ANGIOSPERMAE
E)icotyledoneae

Salicaceae

&筋″ bαカカθ KIMuRA
」uglandaceae

拷 ルπS ttηごθ力%πεα MAX.vare sttbθ ″″ηα MAKINO
Cαηα sp.

Betulaceae

C2ψグπ%Sおελθηθs々ググlⅦAX.

こ    εθπあ 加 NATHORST
Cθη′ztt sたわθ″″πα BLUME

Fagaceae

Oウιθπtt sθ夕ητtt THuNB.

●    物θηgθJtt FIscHER var.gttssθ Sθ γπ″ REHD.et WILS.

O    υαπαみグJお BLUME

C   屁,π″勉 THUNB.

O    ητ夕寄グηαグb′″ BLUME
Ulmaceae

酬 解郷 ″ η

"Jtt JACQ.カ ルθυα sθ夕ηηtt M[AKINO

Cθ J″な i的θηたα PLANCH.

RIoraceae

Fグθttκ πttψθπたα FRANCH.et SAVe

NIagnoliaceae

AttπθJ効 力θみ郷 Dce

ゴ財fたんθJ殉たzノ物Sεαtt BLUME

〃ノたグ%z πιなグθS%π SEB.et Zucc.

Berberldaceae

2「αλθπ″ ヵ〃%πθグFEDDE
Calycanthaceae

Mc2っ′zα タタτθεθχ REHDo et WILS.

Lauraceae

Cグπηαzθπ%z“ 2″)力θtt SIEB.

Bcπ zθノ2 sp.

Hamamelidaceae
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ι勿%グルπttγ カタηZθ

"π
α HANCE

Rosaceae

Chα′πθπιルs sp.

Trabaceae

30か力θ夕協 Sp.

Maαθ力勿 sp.

И億彪4α ノθガみππtt Dc.

Lθ暉形αθZα わたθJθγ var.lΦθπたα NAKAI
Silnaroubaceae

4グルπ厖郷 α′′なs′zα SwINGLE

Buxaceae

β%χ%s sp.

AnacaFdiaCeac

R力 zιs sπεεθ
`力

lπια LINNE

Ro  sグ Jυθs′法 SIEB.et Zucc.

Aquifoliaceae

R帆 ‐γot%πtt THuNB.

五  ρθグππε%′θsα ]VIIQ。       
・

Aceraceae

Aεθγ α筵″励ηz PIAX.

4.  %力%%πグ多ιθπsθ TRAUTV.et〕嘔EYER
4. 物′ηθηθ SIBE.et ZUcc‐

4. 物θπθ MAX.

A. ιπθttγ″ηπ2 1Ⅵ IQ.

Sapindaceae

%クグπグ勿S″ケπ力π笈,s″ GAERTNER
Tiliaceae

π′″ zttπグ″πα MAXIM.

Cornaceae

Oη雰 みzεわりθ力 C.A.MEYER
Erlcaceae

Lθπεθi吻θθ力θた力θグRIIQ.

C)leaceae

θs22zα π′λ
`器

sp.

VeFbenaCeae

CJθ旬ルπグ幻πノ″θπたπ%SWEET
Rubiaceae

Gα ttθη滋 力s2グηθがθs ELLIS cf.gzηグ′θtt MAKINO

Ⅳlonocotyledoneae

Gralmlneae

Rわ
'′
′θS″θりSP Sp.
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図 版 説 明

第 二図版 (Plate I)

長崎県北松浦郡田平町平戸口東方一関川に露出する平戸口層

第H図版 (Plate II)

1. GグηttO ιグわ滋 LINNE

2, 3. PSθ %αo″死たんαθ筋嘘々 ″ GoRD。 (Xl.3)

4, 5. Caηガπ雰 ぉθヵθs力″MAX。

6。 &ル ルθttz ttzυ燿勿πα BEISSN(× 1.3)

7.Zα力θπηヵγ′ππθグFEDDE

8. Cとγりα sp.

9。 カルθυα s´笏 ″ M[AKINO

第Ш図版 (Pl試e III)

1。 〃たんι′

"撚 “"BLUME
2. Gグ協贈0みグわ腸 LINNE

3.Lね %グカ π ttγ 力 鰯ηθttπα HANCE

4. SzJtt ι勉カカθ KIMuRA

5. 0%θπtt πθηgθJtt FIscHER Var.gttssο ‐S´衡 放 REHD.et WILS.

6. 二θ≦ψθ
`ル

Zα わたθ′θ″ vaF.′α,Oπ‐グ
`α

 NAKAI

7.重 電 πθ滋 力θみ塔 Dc.

第Ⅳ図版 (Plate IV)

1。  〃ααε力滋 Sp.

2.S9クカθtt Sp.

3。  4σθγ sp.

4。 π′″ Zttπα″‐ηα MAXIM.

5.4ε グルη滋塔 αJttsグπα SwINGLE

6.4εθγ ttθπθ M[AXIM.

7。 Лリノ′θSれεわSP Sp.

8。 RλπS sグJυ (雰′πs SIBE.et ZUcc.

9. Cル
“

α′πグ
`“

π′″θπたπ2SWEET
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第 Ⅱ図版 Plate  xII
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