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研究成果

1.はじめに

熱帯一亜熱帯の浅海域の海底洞窟中に 生̀きている化石'を含む洞窟固有の動物群

集が存在することが明らかになるとともに､その起源や 生̀きている化石'の生き残

りの条件について活発に議論されてきた (JacksonetaJ･,1971,etc.)｡海底洞窟は生

息環境としては深海底に比較される｡即ち､海底洞窟は入口付近を除いてほとんど真

っ暗なため､光合成による一次生産が微弱で､その結果として貧栄養状態になってお

り､洞窟内に生息する動物はその食物を洞窟外由来のものに頬らざるを得ない｡

琉球列島のサンゴ礁海域では､加瀬が伊江島周辺の海底洞窟より巻貝の 生̀きてい

る化石'､アマガイモドキの生体を採取したのをきっかけとして､貝類､甲殻類､海

綿類の研究者を中心に海底洞窟の動物群集の研究が進められてきた(KaseandHayami,

1992;HayamiandKase,1992,etc.)｡貝形虫についても､花井が加瀬より譲り受けた

伊江島の海底洞窟の堆積物試料より古いタイプの殻形態の貝形虫 ｢新属｣の殻を発見､

その後の分類学的検討の結果､この ｢新属｣がMetacopina亜目､Sigiliiacea超科､

Saipancttidae科に属するいわゆる 生̀きている化石'であることが明らかになったこ

とから､研究が本格化した｡

本報宵では今回の研究で明らかになった洞窟内の貝形虫群集の特性と､上述の ｢新

属｣の起源とその洞窟環境への適応と進化について簡潔に述べる｡

2.海底洞窟の概要

調査対象となった海底洞窟のほとんどは､その入口がサンゴ礁 (裾礁タイプ)の礁

斜面の途中､水深にして､約20-40m付近にあり､現在まで､伊江島､さらに宮古

島西方の F地島､伊良部島の海底洞窟において調査､試料採取を実施してきた｡洞窟

は礁斜面上の入口から陸 (島)に向かって伸び､その全長は数mから30mにわたる｡

洞窟は複雑に折れ曲がり､時には枝分かれする｡洞窟の ｢壁｣､ ｢天井｣には更新

世の琉球石灰岩が露出しているが､ ｢床｣は未聞結堆積物一洞窟の入口付近は石灰岩

および死サンゴのレキや粗粒な石灰質砂主体の粗粒堆積物､中央から奥にかけては石

灰質泥 E体の細粒堆積物が卓越する一に覆われる.これらの海底洞窟は約 14000-

8000年前､海水面が現海水準まで上昇､到達する前の一時的な海水準の停滞期に､

潮 間帯付近において､主に地下水 (淡水)の溶食により形成されたと考えられている

(海上保安庁水路部,1986;河名,1987;HayamiandKase,1992,1993)｡その後の海面
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ヒ昇により海面下に没するにつれ､洞窟内に貝形虫を含む海生動物が侵入してきたと

考えられる｡

洞窟内で確認されている大型の無脊椎動物として､二枚貝､巻貝の軟体動物､非道

礁性サンゴ､硬骨海綿､海綿､苔虫､腕足類､多毛類､十脚類､端脚類､ウニ類があ

るが､その中には少なからず 生̀きている化石'が含まれる (軟体動物の一部や硬骨

海綿など) (加瀬 ･速水,1994) 0

3.海底洞窟中の貝形虫群集

海底洞窟中の底生貝形虫についてはMaddocksandlliffe(1986)による大西洋 ･

Bemudaのanchialinecaves- 汽水性または塩水性のpoolsを持ち､間接的に外海に繋

がる- の貝形虫の研究があるが､直接､外海に面した海底洞窟での研究は本研究が

最初となる｡伊江島､下地島の両島周辺の海底洞窟群において､様々なタイプの試料

を採取してきたが､一般的に言って洞窟内での貝形虫生体の出現頻度は洞窟外のサン

ゴ礁環境と比べ極めて低い｡これはすでに述べた洞窟内の光合成による一次生産がな

いか極めて微弱であることからくる貧栄養状態が原因と考えられる｡伊江島の 大̀洞

窟'の奥からの2タイプの試料 (Figurel,2)､即ち､ ｢壁｣をこすって得た有機物混

じりの堆積物試料と ｢床｣上の泥質表層堆積物試料からの底生貝形虫の種組成を

Tablelに示す ｡得られた貝形虫標本はほとんど全て達がい (穀)であった｡ ｢床｣

上の泥質表層堆積物試料中には本来 ｢壁｣､ ｢天井｣ のharadbottom を生活の場とし

ている貝形虫種の殻が少なからず含まれていると考えられるが､さらに､洞窟の外や

入口付近に生息している貝形虫種の殻も洞窟奥部まで運ばれ-恐らく､潮流や突発的

なturbulentcurrentsにより-､混入している可能性がある.

この2試料からの貝形虫群集の共通する特徴として以下の事柄が挙げられる｡

1)生体がほとんど見られない｡これについてはすでに述べたように洞窟内の貧

栄養状態が反映していよう｡

2)構成種のほとんどは洞窟外のopenreefでも見られる浅海性種あるいは浅海起

源の種よりなる｡例外的に ｢新属｣ (1種)を含む合計3種の深海起源と考え

られるsaipanettidsが発見された｡

3)超科レベルで見ると洞窟外の浅海域の様々な海洋環境で優占的に出現する

cytheraceansが洞窟の試料中では種数､個体数ともその全体に占める割合が低

い｡cytheraceansはジュラ紀以降現在まで､海洋底において卓越してきた貝形

虫超科である(WhatleyandStephens,1976)｡対照的に ｢新属｣を含むsigilliaccans

(saipanettids)や cytheraceans以外のpodocopinesであるbairdiaceans､

cypridaceansの占める割合が洞窟外のopenreefの貝形虫群集 (例えば
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TabukjandNohara(1990)の石西礁の貝形虫群集)でのそれに比べ高い｡

なお､この2タイプの試料とは別に､簡単な手動の吸引型サンプラーを使用して｢天

井｣､ ｢壁｣の裂かから試料採取を行い､多くの貝形虫生体を採集することができた

が､その中から ｢新属｣ の生体標本を得た｡

4. 生̀きている化石貝形虫'､Saipanettidae科の ｢新属｣

先に述べたSaipanettidae科に属する貝形虫 ｢新属｣は洞窟固有の貝形虫である｡｢新

属｣を含むsaipanettidsは穀形質､特に楕円状の殻側面の外形､互いに形態が大きく

異なる左右殻､多数の小筋痕よりなる閉殻筋痕を有する点で､三畳紀～ジュラ紀のテ

チス海において栄え､その後絶滅したMetacopina亜目のHealdiacea超科に近縁と考え

られる(McKenzie,1967)｡その一方で､saipanettidsは殻の開閉に関わる殻の内側の

marginalcontactzoneの諸形質の違いによりhealdiaceansと区別されるが､中でも重要

なのはmerodonttypeのhingement(蝶番)の発達である｡さらに､ ｢新属｣ではより

進化した貝形虫グループであるPodocopina亜目 (Cytheracea超科 など)で典型的に見

られる明確なanteriorcardinalangleの存在やその後方に向かい細くなる殻外形､さら

には平坦な腹綾部や殻表面の網目模様が発達するが､このような穀形質の進化は亜目

レベルでの系統を異にしつつも類似した形態が生じる平行進化の一例と言える｡

｢新属｣は､殻表面の網目模様の発達など細かい殻形質の違いを除けば､その殻形

態はChJdobaL'Idl'Bに似る.一方､ ｢新属｣の生体標本を解剖した結果､付属肢につい

て､aTdobaLId)'&､Salj)aDetta､ ｢新属｣ の間に大きな違いはないが､ ｢新属｣におい

ては､付属肢に付く剛毛の発達が弱い他､柄節の数が少ないという特徴が認められた｡

｢新属｣の生体がこれまで洞窟内の ｢天井｣､ ｢壁｣の裂かからのみ発見されている

ことから ｢新属｣は洞窟内のhardbottomの裂か (隙間)を利用する隠生的な生活様

式を採用していると考えられる｡上述の付属肢の形態的特徴は､ ｢新属｣ のこのよう

な生活への適応の過程で生じたと考えられるが､その機能的な意味については不明で

ある｡

｢新属｣生体の行動を顕微鏡下､ビデオ撮影したが､その結果､殻を閉じた時､左

右殻が腹緑に沿って互いに著しく重複しているため､腹部の胸肢を穀の外に出して移

動する際､穀をかなり広く開けていることが観察された｡ただ､殻の前方および後方

には 切̀れ込み'(incisions)があるため､殻が十分に開いておらず､腹縁に沿って左

右殻が一部重複した状態でも-即ち､胸肢を出しての歩行が不可能な状態でも-水は

背甲内を通り抜けられるようになっている｡
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5.Saipanettidae科の ｢新属｣の起源と進化

現時点で､Saipanettidae科は ChTdoballJdl'a､Salj)aDettaおよび､今回､著者等により

発見された ｢新属｣より構成されるが､化石記録が認められているのは､白亜紀の

Salt)aDeuaの1種 (S.血血tuI10DL'caPokorny)を除けば､ChJdoballdL'aだけである(Figure3,

4)0ChJdobaJ'/dl'aの化石記録はジュラ紀まで遡るが､当時は100m以浅の大陸棚泥底

に生息していた｡新生代に入り､中新世にテチス海が大西洋とインド･太平洋の低緯

度域に分断されて以降は､両地域の主に陸棚斜面の漸深海帯泥底で生存してきた｡こ

の間､Chldobal-IdJ'aの殻形態に目立った変化はなく､又､生態的にはmuddybottom

inhabitantであり続けた.ChIdobalIdL'aと ｢新属｣の殻形態上の類似性に加え､このよ

うに､saipanettidsの内､化石記録がほぼ ChJdobaJ'Td1-aに限られていることを考慮する

と ｢新属｣が ChrdobalIdl'aかaTdobal'Idl'aに類縁をもつ貝形虫に由来すると考えるのが

妥当と思われる｡ChTdobaJ'Idl'Bが大西洋あるいは太平洋の低緯度域に初めて出現した

始新世以降､いずれかの時期､祖先となるChTdobal'/dl'aかChldobairdJ'aに類縁をもつ貝

形虫 (以下､ChrdobaIIdl'Eと略する)が洞窟､裂かなど隠生的な生息場所の多いサン

ゴ礁域に侵入したと推定されるOまず､ Chldobal'Tdl'aは洞窟内の ｢床｣上の泥底に侵

入､底著した｡その後､洞窟内に隔離された ChIdobal'zdL'a個体群は種分化を起こす｡

引き続き起きる種分化の過程で洞窟の ｢床｣､ ｢天井｣のhardbottom を生活の場と

する貝形虫が出現､その一つが ｢新属｣と考えられる｡

本来深海性の ChrdobaiTdJ'aの洞窟内への侵入､定着､さらに洞窟内の個体群の隔離

を説明する仮説として以下の3つが考えられる｡

1)汎世界的な海水準変化に伴う深海泥底域の拡大 ･縮小｡海水準の上昇に伴い､

泥底域が陸寄りの洞窟周辺に及び､その時にChIdobal'TdJ'aの洞窟内への侵入､

定着が起こる｡その後､海水準が低下､泥底域が後退し､ChTdobaJ'/dz'aの個体

群が隔離され､種分化を起こす｡

2)ローカルな地殻変動の激しい地域一例えば､琉球列島のように海洋プレー トが

沈み込む活動的縁辺帯付近一において､断層に沿って深海域まで滑り落ちた洞

窟や裂かを有する浅海性石灰岩のような岩石のブロック内にChTdobaJ'JdJ'aが侵

入､定着し､ ｢新属｣出現のきっかけをつくる (田吹 ･花井,1994)｡実際に

琉球列島周辺では､浅海域 (サンゴ礁海域)から深海域にかけて断層により階

段状に落ち込んだ浅海性石灰岩 (琉球石灰岩)の存在が知られている (氏家,

1983)｡侵入､定着した ChJdobal+dL'aあるいはその子孫種は 飛̀び石伝い'に

分布を広げ､今回 ｢新属｣が発見されたような陸寄りの極めて浅い海域にまで

達したOなお､Iliffe(1990)は浮遊性の幼生をもたない洞窟性種が洞窟内の裂

かを伝って移動､分散する可能性を示唆している｡
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3)湧昇流による深海性種の幼生の浅海域への運搬 (KaseandHayami,1992)｡底

生貝形虫は浮遊性の幼生を持たないため湧昇流によるダイレクトな浅海域への

運搬の可能性は低いと考えられる｡

現時点でこれらの仮説はいずれも推測の域を出ない｡なお､現在の琉球列島周辺の

比較的幅の狭い陸棚は深海性種の浅海域でも陸寄りにある海底洞窟への移住を容易に

すると考えられる｡

次に洞窟内に侵入した aldobal'ldI'Bや ｢新属｣他の洞窟性のsaipanettidsの洞窟内で

の定着､生き残 りを可能にした条件について考察する｡

上述したように､先ずは､海底洞窟が貧栄養状態にある上にその中央から奥にかけ

ては ｢床｣上に泥質堆積物が卓越するなど､深海底類似の環境を形成していることが

ChIdobaJjdI'aの洞窟内での定着を容易にしたと思われる｡次に､貝形虫種間の競争の

観点から考察する｡すでに3の3)で述べたように､洞窟内では､洞窟外の海洋底

で圧倒的に優勢なcytheraceansの優占度が低いことから種間競争が緩和され､洞窟外

では劣勢な貝形虫種にも洞窟内ではecologicalnicheを占める可能性が与えられている

と予想される｡最後に捕食の観点から検討する｡先に述べた 大̀洞窟'の貝形虫群集

を構成する貝形虫種の殻について破損の程度､種類を調べた｡その結果､典型的な捕

食痕であるボーリング痕の頻度がopenreefに比べ､格段に低い-例えば､石西礁で

の多くの地点からの堆積物試料 (TabukiandNohara,1990)からは数%の割合でボーリ

ング痕のある貝形虫殻個体が見られたのに対し､ 大̀洞窟'の試料では極めて少なく､

例えば､ ｢壁｣ からの試料では1141個体中､3個体に見られるにすぎない｡貝形虫

の殻にボーリング痕を残す捕食者として､Naticidae科の巻貝が想定されているが

(Reyment,1966;Maddocks,1988)､洞窟内ではboringgastropodsは発見されていな

い上に､Naticidae科の巻貝に特有な パ̀ラボラ型'のボーリング痕も確認されていな

い｡又､ 大̀洞窟'の試料ではボーリング以外の方法によると考えれる捕食痕の頻度

も低い｡捕食としてはこのような 選̀択的'な捕食の他にいわば 丸̀呑み型'の 非̀

選択的'捕食が考えられる (但し､この場合､殻にそれと分かる捕食痕は残らない

(Brett,1990))｡サンゴ礁域での 非̀選択的'捕食者としてウニ､ナマコ､底魚等

が考えられるが､ 大̀洞窟'での出現頻度は極めて低く､特にナマコは試料採取地点

付近では確認されていない (ダイバー談)0

以上､特に､海底洞窟内では ｢新属｣にとって強力な競争相手と成りうる

cytheraceansの出現頻度が相対的に低く､boringgastropods等､貝形虫の分布､個体数

を規制する程の効果をもたらす捕食者がほとんど見られないという ｢生物的要因｣が

CbrdobaI'TdJ'aや洞窟性のsaipanettids､特に洞窟内で多くの殻個体の見られる ｢新属｣

の洞窟内での生き残りを可能にする条件の一つと考えられる｡なお､競争者や捕食者
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が少ない背景としては洞窟内の貧栄養状況からくる食物資源の絶対的な不足が挙げら

れよう｡又､ ｢新属｣ の生体標本は洞窟内の裂かからのみ得られているが､このこと

は ｢新属｣の洞窟内での生息を可能にしているもう一つの要因が､それ自体が隠生的

生息場所である洞窟の ｢天井｣､ ｢壁｣にある､さらにより小さなスケールの隠生的

生息場所である裂かのmicrohabitatとしての利用にあることを示唆していると考えら

れる｡

6.おわりに

現在まで､琉球列島のサンゴ礁海域の海底洞窟中に原始的な貝類や硬骨海綿が存在

することが明らかにされてきたが､貝形虫についても 生̀きている化石貝形虫'の名

に値するSaipanettidae科の ｢新属｣の生存が確認された｡この ｢新属｣は深海泥底に

生息しているChldobakdI'aかChTdobaird1'aに類縁をもつ貝形虫に由来すると考えられる

が､この ｢新属｣の祖先は先ず､洞窟奥の泥底に定着したであろう｡その後､この洞

窟性貝形虫は進化し､洞窟内の裂かを生息場所とする ｢新属｣が出現するに至った

と考えられる｡洞窟内は浅海域にありながら貧栄養状態にあるため､強力な競争者と

なり得るより進化した貝形虫一特に､浅海域に限らず､現在､あらゆる海洋底の環境

で卓越しているcytheraceans-や､捕食者一選択的な捕食者のboringgastropodsや非選

択的捕食者のナマコやウニなど-が侵入しにくい､そのことからくる競争､捕食の緩

和を背景として､ ｢新属｣は洞窟環境への適応を果たしたと考えられる｡

Saipanettidae科の3属､即ち､Chldobal'/dJ'aISalj)a17eHaおよび ｢新属｣は､深海泥底､

サンゴ礁砂レキ底の粒子間空間､海底洞窟内の裂かと､環境の種類こそ違え､競争や

捕食の緩和されたIrefuge.(避難所)(Vermeij,1987)である一方､貧栄養状態にある生

息環境に適応することにより､生き残りかつ進化してきたと考えられる｡

洞窟内で生体､あるいは選がい (殻)として見られる貝形虫は､ ｢新属｣を含む3

種のsaipanettidsを除くと､いずれも浅海種あるいは浅海種起源の貝形虫だが､この

中には､ ｢新属｣同様､洞窟独特の環境条件との関連でその洞窟内での生息が説明可

能な貝形虫種が多く含まれるかもしれない｡
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Figure 1. Location of submarine cave, 'Daidokutsu', of Ie Island.
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Table 1. Relative abundance (%) of podocopid species in ostracode death assemblages from
the submarine cave, 'Daidokutsu', of Ie Island.

taxa I samples A B

Platycopina

Cylherellacea

• Cytherella sp. 1 *
Melacopina

Sigilliacea

L Kasella ryukyuensis n. sp 14 55

Cardobairdia? sp.A 3 1

C? sp. B *
Podocopina

Bairdiacea

• Neonesidea cf. antonbruuna Maddocks 28 14

• N. sp. 12 1

• Paranesidea cf. petalona Tillerton & Whatley 8 1

• Bairdoppi/ata paraalcyonicola Tillerlon & Whatley * *
• Triebe/ina bradyi Triebel 1 *
• Mydionobairdia schyroconcha (Maddocks) *

Cypridacea

L Pontocypris sp. 19 4

Propontocypris sp. A 2 1

• P. sp. B 1 *
• P. sp. C *
• Macrocypris sp. *

Aglaiocypris? sp. *
Argilloecia sp. 4 *

Cylheracea

Keijia sp. *
• Neohornibrookella laclea (Brady) *

L Idiocythere sp. 1 13

• Occultocythereis sp. I *
Tongacythere? sp. *
Pseudocylhere sp. * 1

Bythoceratina sp. *
• Paracytheridea sp. A *

L P. sp. B * 1

Eucytherura sp. A *
E. sp. B *

• Loxoconch. ur.nouchiensis Ishizaki *
• L. cf. j.ponica Ishizaki *

L • Xesto/eberis cf. han.ii Ishizaki 1 *
• X. cf. sag.miensis Kajiyama *
• x. sp. A 1

• X. sp. B * *
• x. sp. C *
• Microcythere sp. A 1 *
• M. sp. B *

Paradoxostoma sp. A 2 1

• P. sp. B *
• P. sp. C *

Cytherois sp. *
• Paracytherois sp. A * *P. sp. B *
• Sclerochilus sp. *

no. of individuals 514 1141

no. of species 27 37

*: < 1%
Sample A: sandy mud on floor of the innermost part of 'Daidokutsu'
Sample B: sediments containing organic matter from wall of the innermost part

of'Daidokutsu'
• : species found also in open reef environments of the Sekisei-sho area in the

Ryukyu Islands (Tabuki and Nohara, 1990; Tabuki et ai., 1993)
L: species living specimens of which have been found in the samples from

'Daidokutsu'(mainly from fissures of the cave wall)
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Figure 3, Geographic and stratigraphic distributions of rnew genusJ (*) and Saipanetta (.)
(C: Cretaceous; no marks indicating recent occurrences from modem reefs).
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Figure 4. Geographic and stratigraphic distributions of Cardobairdia (e) (1: Jurassic;
C: Cretaceous; P: Paleogene; N: Neogene; PL: Pleistocene; R: Recent).

13


