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研 究 報 告

は じめ に

九州北西部,北松地域の平戸口東方に発達す

る沖積層の下位に,保存良好な植物化石を豊富

に含む地層が発見され,平戸口植物化石層 と命

名された (鎌田・岩尾・宮木・ 岡澤―以下鎌田

他 と略す-1981)。 この地層は,厚 さわずか数10

cmで,薄層理泥岩を主体 としているが,απttθ

ιグιθみα L.(ィ チ ョウ),Cαηα sp.(カ リヤグル ミ

の一種),L勿蒻売πわαγヵ劉
"sα

ηα HANCE(フ

ウ)を はじめ,い くつかの本邦に自生しない (い

わゆる exotic)植物を含む葉体化石を多量に産

している(鎌田他,1981)。 前に述べた exOtic植

物の本邦からの消滅過程を考察する上で,こ の

植物化石群は重要な位置を占めている。 しかし,

本層の地質時代について,鎌田他 (1981)は更

新世である可能性を示唆しているものの,その

根拠を明示していない。

今回,本層の微古生物学的検討を行った結果 ,

分析には一試料 しか供せなかったが,そ の時代

および古植生について若千の知見を追加するこ

とができた。

なお平戸回植物化石層の試料を提供され,ま

た当地域の地質について御教示いただいた長崎

平戸 口植物化石層からの微化石

松 岡 数 充 (長崎大・教養・地学教室)

Microfossils obtained froln the

Hiradoguchi Plant Bed

KlazuIInl MATSUOKA

大学鎌田泰彦教授に深 く御礼申し上げる。

料試

平戸回東方の里田原北部を西流する一関川の

改修工事の際に川床に露われた薄層理泥岩。試

料は乾燥時には淡茶灰色を呈しており,葉体の

化石を含んでいた。なお平戸回層における本試

料の正確な層準は不明である。

第 1図 懲化石分析用試料採集位置図 矢印の先端

(国土地理院 1/50,000地形図「平戸図幅」

による)
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微化石の濃縮方法

試料の処理は,珪質微化石 (珪藻その他)用

と非珪質微化石 (藻類 0シ ダ類の胞子や花粉 )

用に分けて行った。

(1)非珪質微化石の処理

試料約25gを およそ 5 mm径の大きさに砕 き,

約10%の KOH溶 液に一昼夜浸す。 これを乳鉢

にとり,軽 く押 しつぶしながら泥化する。以下混

酸 (塩酸・石肖酸・水の等量混合液),ア ルカリ(10%

KOH溶 液)で処理を行い,フ ッ化水素酸によっ

て珪酸質粒子を除去する。濃縮試料をグリセ リ

ンゼ リーで封入 し,永久プンパラー トとした。

(2)珪質微化石の処理

試料約10gに 混酸を加え 2日 間放置し,そ の

後ガラス棒で軽 くつぶしながらビーカー内で泥

化する。 これに混酸を加え約 5分間湯煎 した後

に遠心分離によって微細粒子を除去する。濃縮

試料 をプルウラックスで封入 し,永久プレパ

ラー トとした。

観  察

珪質微化石 と非珪質微化石を別々の方法によ

って作製したプンパラー トで観察 した。花粉・

胞子などについては顕微鏡下 (10× 40,時 に10×

100倍 )で1,000個 以体以上について同定したが,

珪藻などについては定性的な観察にとどまった。

検出された微化石は以下の種類である。

珪質微化石

o珪藻  (diatom)

2κππιαrta sp.

の'解
わθノ滋 Sp.

Mc」θs,知 spp.

4クグλθZtt Sp.

M″sθλた sp.

助 υグθπJα spp.

○淡水海綿の骨針

珪藻は保存良好で多産する。なかでもハイθノθ―

Sグ鶴 属が優占する。

第 1表 平戸口植物化石層の花粉・胞子組成表

AP:樹 木花粉,NAP:非 樹木花粉

THC一T:Taxaceae,Cupressaceae and

Taxodiaceae.

ルgttηS:助知
“

御 を含む。

υ′解πs:ル J々θυαを含む。

十 :相対頻度が0.1%以下を示す。

※ :本井『に自生しない種類 (な お 五励管グz窺 は

ス.力π滋ノノに近似した種 )。

出現花粉・胞子 相対頻度 出 現 数

AP

CンηノなθP※

スbたs

Kιttπθ′″ P※

R“ α

Pグηικ

■でα

Psιググθ′απχ P※

T―C―T

ノZぼ滋ηS

Cαりα※

CαγクグηπS

Cθηι雰

QπθπZS(二 .)

Ottθκ%s(C。 )

長で郷

υノ解πs

Lttzグル解腸γ※

τグ′″

鳩 ′SSα ※

ノt筏

スル,2gグ %π ※

NAP

C力ιη″θダπ解

&恣グ
“

滋

Compositae

Gramlneae

lndeterm.

FERN SPORE

monolate type

%

0.7

0.3

1.5

0.4

0.2

0.4

0。 8

3.3

1.5

10.4

10.5

0.8

18.6

+?

2.4

34.4

2.7

1.0

+

十

+

0.1

0.3

0.1

0。 1

8.7

0.7

(6)

(3)

(13)

(4)

(2)

(4)

(7)

(29)

(13)

(92)

(93)

(7)

(165)

(21)

(304)

(24)

(9)

(1)

(3)

(1)

(1)

(77)

(6)

Total 99。 9 885
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非珪質微化石

o Acritarchに 属す る Bα′′グsクカαθγがグππ sp.

が極めて多産する。本種は径30～ 50μ mで基本

的に球形をしていたとみられるが,殻が薄いた

めにしばしば変形している。殻の表面には細い

突起を多数備えている。長さは10μ m以下であ

る。突起を有する形態からみて,花粉やシダ植

物の胞子ではな く,お そらく藻類の体眠性胞子

と考えられる。

○黄緑色藻類の淡水性プランク トン Bθ″ηθ―

εθδθπS属 も出現した。細胞が集合 した状態で出

現したために,出現数の算定については集合体を

一つとみなした。なお本藻は日本各地に生息して

いるBθ′ηθδθθθπSみπππググKUTzINGに酷似する。

○緑藻類の淡水性プランク トンルグ勿s′%π

Sグπノ例(MEYEN)は 少量ながら出現する。

O単条濤型胞子がわずかに産する。この胞子

には,丸味を帯びた楕円体の小さな塊を表面に

付着させているものと平滑なものが含まれてい

る。P01ypodeaceacに 属する胞子であろう。

○花粉では裸子植物の 8属,被子植物の17種

以上が検出された。ttπ%s+多 ′々θυα,o%″雰

(Lθクググθみα″π%s), Cαゅグη2S, Cαηαヵ :憂 占

し, TaXOdiaceae P, L勿 %グααπ&Zγ, E4F"S,

2″ 2s十 ル 旬
“

ηα, 2物 が これ に 続 く。

4わたs, Ps・θπグθルタ
“
χP, fO彪 ルθγtt P, lRttα ,

鳩 SSα,4励 Tグ%π Cθリノ郷 な どが低率で産す

る。単本花粉 はきわめて低率であるが,R力「

gθη%π section′θ雰グεαγ″, C力θπθクθググπ2,

Gramineae,Compositaeが 出現した。下方未同

定花粉 も多 く,全花粉量の約 9%に のぼるg

なお,花粉化石のみ知られる種類はモ ミ属 ,

トウヒ属,ツ ガ属,ス ギ科 ?,サ ワグル ミ属 ,

ブナ属,ア カザ属,タ デ属,キ ク科などである。

これに対 して葉体のみ知 られ る種類 は,盗Qt―

4θJ"Kθιtts,Dc.■ θθγ zθηθ IⅥAX.を は じ

め約30種 にのぼる。 この原因 としては,例えば

モクレン科やクスノキ科の花粉は化石 として残

りにくいなど,植物の各器官の化石化される過

程や花粉の生産量の差異などが考えられる。い

ずれにせよ,平戸口層堆積時の古植生・古環境

を明らかにするためには,こ れらの化石を総合

して考察することが必要である。

考   察

(1)堆積環境について

Σ
I:|li:||:le

Σ pOllen

第 2図  平戸口植物化石層の植物性微化石群集の組成

(珪質微化石を除 く)
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珪質微化石分析の結果,Melosira spp.が極め

て多産すること,ま た岩相の観察結果では薄層

を呈 し吸水性が大きいことなどから,本層は珪

藻土 であ る と判 断 した。非珪質微 化石群 の

3ダ′グsタカαιγグググπ2 sp., 3θ′ηθθεθεπs Sp.ゃ

カグ″s′%2s″ 傷 の豊産 も,本層が湖水域で

形成されたことを示す。

鎌 田他 (1981)は 本 層堆 積 時 の 古気候 を

&カ ルθπα 凌″ググ勿πα BEISSNを は じ め ,4ε θγ

πθηθ MAX., C″グη郷 おθ力θηθs々ググ MAX。 ,

0%θπ%s πθ2ogθ′たα var.gηssθ sθγπ″ RELID。

&WILS.が 現在分布する地域の暖かさの指数

(WI)を もとに考察し,暖かさの指数 (WI)

135～ 140で あるとした。この値は現在の北松地

域のそれとほとんど変わらない。しかし平戸口

植物化石層からは現在この地域に繁茂する常緑

性 の カ シ類 (のε′θわαttπθかな属)を は じめ

Cs″πθかな属や乃 sαπ勿属あるいはクスノキ

Macro― rema■ n

Gttnた gο  bニ ユOba

Ketereeユ ニa da7ュご二ana_

Pttnus sp.

Ps eudOユarix たaempferi―_―――

Saユニx わaたた0

科の葉体化石は極めて少ないか全 く産していな

い。これは花粉群集でも同様で,のε′θわαルπθ―

かな亜属や CLS″29クsな 属はごくわずかしか産

していない。いっぽう現在と同程度かあるいは

やや暖かかったといわれる完新世中期 (組文海

進期に相当)の北松地域には,里田原遺跡での

花粉分析結果からシイ林・カシ林の存在が推定

されている(長崎県教育委,1977)。 つまり平戸

口植物化石層の形成当時, もし現在と同様の気

候環境 とすると当然常緑性ブナ科やクスノキ科

植物遺体の出現が期待されるのであるが,現在

までの試料ではそれらの化石の産出はまれであ

り,と くに花粉化石にそれらは乏しい。

また本植物化石層は L勿蒻売πわαγ 力物 ―

Sαπα HENCEや K″
“
′θγtt ιttυ

`り
あηα BESSINな

ど現在の温暖帯に分布する種と,4θθγ zθπθ

MAX.や 0″πtt zθ ,2gθノグ
“

var.gη ssθ ssθ鶴滋

REHD.&WILS.の ように現在の冷温帯に分布

Macro― rema■ n

Iヱ ヱicttL"η  reヱニgOsum
〃aねOη ュa praecOx
C二燿r2amOmum camphora
BenzOin sp.
Li g12二 damわar formosana… ……………

ChaenOmei es
SOpね Ora spe
″aaた ia sp.
″isteria fioribunda
Lespedeza bicor
Aニ ユanthυ s aitiss」ma
Bυ xus sp.
Rhus succedanea
Rぃ    siユ vestri s
Iユ ex rotunda
I.   peduncuヱ osa
Acer argutum
A.   υたυrundυ ense
■.   refinerve
ス.   

“
On0

ス.   buergerュ anum
Sapindus muた urosi二

rittia r17互 gueユ ニana
Cornus brachypOda
LeucO亡ねOe たe」 skei
Osmantね us sp.
Ci erodendron ゴapOnicun
Cardenia 」aS“ユηοユdeS
Pねリユユostachys

Pollen

五二gυ ttdamわar

llex

Tニ ヱニa

Cram■ neae
Compositae

Chenopodium

第 2表  平戸口植物化石層から産 した大型植物化石 (鎌田・岩尾・宮木・岡澤ヮ1981)と 花粉化石

(花粉化石はそれに対応する大型化石の種と一致するとは限らない。)

」ugi[ISs:]]:f:IIIiCa――――――Jugiar2S

mongoヱニca
grOsseserrata

Pollen

Ginた gO P
Aわ」es
Ketereel二∂ P
Picea
Pinus
rsu ga

Pseudoユ arix P
Taxodeaceae

Pterocarya
Carya

Carpintzs

COユリrus

OuerCus
rLepidοba■ ar27Jsリ

Ⅳyssa

Aユang」 um

Carya spe
Carpinus tscね Onosた三二

C.       corda ta
Corリユus siebOユ diana_
OuerCus serrata
0.

0.

0.

0.

υユmus paryュ foヱニa.……………………… υヱmus
ZeiたOva serrata._… …………………… ZelkOva

variabiヱ is
dentata
myrsttnaefoユ ニa_ οuercuS rCソ cュοba■ anopsisリ

Fa gus

Ceユ 亡」s ゴapOnica
Fisus ゴaponiCa
″agnOユ ia ■obus
″icheユ ia Fuscata
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する種 とが共存することが特徴である。 このよ

うな産状は,例えば近畿地方の大阪層群の植物

化石群にも知られてお り,そ のような産状の気

候的要因 として現在よりもより温和 (湿潤かつ

年較差などが少ない)な環境が推定されている

(LIINAKI,N/1ATSUOKA,and KoKAttπ A,1981)。

とくに平戸回植物化石群では,葉体化石がほと

んど破損せずに産することから,植物化石群の

各構成種が混交して生育していたことも十分に

予想される。

(2)形成年代について

本層の形成年代は鎌田他 (1981)に よって更

新世の可能性が指摘された。花粉化石群集は本

層の形成年代を推定する材料を与えている。そ

れは (レッα,製3ssα ,L脅蒻励Zbαγ,4滋葱 ππ

の産出にある。北部九州において前期更新世の

花粉化石群集は,大分層群 (大西,1965)や 口

ノ津層群 (高 橋 0山 口,1972,高 橋・浜 田,

1972,大塚,1971)で明らかにされている。例

えばロノ津層群大屋層にはι勿蒻励Zらαγが

数%以下で産しているが,Oηα,Nνssα ,4″η―

gグπ物 は出現していない (高橋・山口,1972)。

さらにロノ津層群北有馬層ではι勿蒻売π腸/

や 0,7や その他 も産 していない (高 橋・浜

田,1972)。 同様に大分層群でもL脅蒻あzわα/ヾノ

働ηαや その他 は出現 していない (大 西,

1965)。 近 畿 地 方 で は Lね蒻売πbαγと0,7,

鳩 SSα が同時にかつ比較的豊富に産する層準は

鮮新世に限られる(嶋倉,1966)。 北部九州では

この年代の花粉化石群集は全 く明らかにされて

いないが,近畿地方でのこれまでの試料に基づ

いて,本化石層の形成年代は鮮新世であると推

定する。

ま と め

(1)平戸口植物化石層の微化石群集は,淡水

海綿の骨針,珪藻,黄緑色藻,緑藻,シ ダ類の

胞子,花粉および所属不明の藻類 (?)な どから

構成される。            |
(2)と くに珪藻類の多産と岩相から本層は珪

藻土であると判断する。

(3)産出した葉体化石および花粉 fヒ石の各々

の群集組成から,本層の形成時には,現在の冷

温帯種と暖温帯種が混交した森林が成立したと

推定する。

(4)本層の形成年代は,Oηαゃ んね滋売Z‐

わαγ花粉が多産し,Nttα や スル,Tグπ2を伴う

ことから,鮮新世であると考える。
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明説版図

図版 I(Plate I)

Figs.1-4。 Psθπグθ″πχ P

l.    Slide ll(97.2/42.3)

2。     Slide 61(87.7/27.3)

3, 4. Slide 41(97.0/38.0)

Figs.5～ 6。 κθ″θπ″″ P

Slide 21(93.3/32.5)

Fig. 7. 
′
raxodiaceae

Slide 21(90.4/41。 0)

Fig。   8。  Taxaceae or Cupressaceae

Slide 51(100.5/37.7)

図版Ⅱ (Plate Ⅱ)

Figs.1～4. 2ιαπs

l-2。  Slide ll(86.9/24。 0)

3-4。  Slide 61(95.6/42。 3)

Fig.5～ 6。 Jりθ知
“

ηα

5。  Slide 61(85。 6/31.5)

6. Slide 41(98.5/43.0)

Figs。 7へ′8。  Cα ,りα

7. Slide 21(99.9/41.5)

8。  Slide 41(95.0/45。 0)

Fig。  9. Ch夕ψグηπS

Slide 51(97.4/41.0)

Figs.10へ′12。  E/Jππs or乏%ルθυα

10～ 11。  Slide 41(99.3/36.4)

12.     Slide 31(94.6/34.0)

図版Ⅲ (Plate Ⅲ)

Figs.1～4.Lttπグルπttγ

l, 4. Slide 61(89.7/27。 0)

2。     Slide 51(86.4/35。 8)

3.     Slide 41(100.0/38◆ 2)

Figs.5～ 8。 02π雰 (L″ググθ滋ルη郷 )

5-6。  Slide 41(96.4/43.2)

7。     Slide 31(96.5/33.7)

8.     Slide 21(92.7/41。 5)
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Fig。 9。  Fagtts?

SHde 21(97.2/29。 0)

Figs。 10～ 13.長箸笏

loo     Slide 31(85.2/39.7)

11-12. Slide ll(86.5/35。 0)

13.     Slide 31(85。 2/39.7)

Figs。  14-15. I′ιχ

Slide 31(96.5/23.8)

図版Ⅳ (Plate Ⅳ )

Figs。 1～ 2。 ■″ηgグππ 力%γ″ググtype

Slide 51(86.4/35.8)

Figs.3へ′4. Nyssα

Slide 21(97.8/31.0)

Figs。 7～8. 乃 ιχοπ笏2 section fセκグεαπα

Slide 51(92.5/42.5)

Figs.9-13. 7V′″

9⌒ψ10。  Slide 31(90.3/38。 0)

11～ 13。  SHde 31(94。 0/31.4)

図版 V(Plate v)

Fig.1. の,2bα″ Sp.

Slide 2d (93。 7/33.7)× 840

Fig. 2. Attυ グεπ″ sp.

Slide 2d (96.3/33.0)

Fig. 3. Naυグθ%滋 sp.

Slide 2d (90.2/29.6)× 840

Fig. イ。 Mc′θsグγα sp.

Slide 2d (99。 4/42.3)× 840

Fig。 5。  2′πππ″πα sp.

Slide 2d (89。 0/31.0)× 840

Fig.6. Zιわsグz sp.

Slide 2d (92。 5/35。 0)× 840

Figs。 7へ′
8。 3α均

"σ
θθθπS Cf.ιπ ππググKUTzING

Slide 61(97。8/32.0)8× 900

Fig。   9。  Polypodeaceae

Slide 61(85.8/28.2)

写真はすべて微分干渉像である。

倍率は付記してあるものを除き,すべて1200倍である。

なお ( )は スライドガラス内の標本の位置を示す。
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松岡数充 :平戸 回植物化高層か らの微化石 図版 I(Pi.I)

Ｔ̈



松岡数充 :平戸口植物化石層からの微化石 図版 H(Pl.II)

111111

一４一３

魯̈一轟
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松岡数充 :平戸口植物化石層からの微化石 図版Ⅲ (PIo Ⅲ )
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松岡数充 :平戸口植物化石層からの微化石 図版Ⅳ (PI.Ⅳ )

驚̈
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松岡数充 :平戸口植物化石層からの微化石 図版 V(PI.V)
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