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研究成果

1.はじめに

Tabuki良Hanai(1999)は琉球列島のサンゴ礁海域の海底洞窟 (以下､洞窟)

から不等殻や多数の閉殻筋痕に代表される原始的な殻形質をもつポ ドコピーダ

日貝形虫であるSigillidae科貝形虫の新属を発見､KaseJJaと命名､記載すると

ともに､Sigillidac科貝形虫を分類学的に検討し､その時代的地理的分布および

生態分布 ヒの特徴を明らかにした｡さらに､これらの知見をもとに､進化学的

視点からSigillidae科貝形虫の洞窟環境への適応戦略について議論した｡即ち､

KaselJaの祖先の洞窟固有のSigiuidae科貝形虫は恐らく､深海泥底に特有の

Sigillidae科貝形虫の ChldobaJ'Tdl'aあるいはそれに近縁な貝形虫に由来すると考

えた｡この Sigillidae科貝形虫は洞窟内に侵入後､貧栄養環境ながら､捕食圧が

低く､競争相手､特に洞窟外の沖合域 (opcnsea)に卓越している

cyther()idcansが種数､個体数とも少ない 避̀難場所' (safeplaces)の洞窟に定

着する｡当初は洞窟の床上の泥質堆積物上で生活していたSigillidae科貝形虫が

やがて､Ka∫eJJaのように洞窟の比較的奥部の壁や天井をつくる岩石 (主に石灰

岩)の割れ目 (crevices)を微小生息場所 (micr()habitat)とするなど (Fig.1)､

洞窟内環境に適応､進化してきたと考えられる｡

著者は琉球列島の他､太平洋および大西洋のサンゴ礁海域において洞窟性

貝形虫の調査､研究を続け､新たに､洞窟固有のSigillidae科貝形虫として3新

属を発見した｡これら新属は西太平洋のフィリピン海酉半部のパラオ諸島､フ

ィリピン諸島および琉球列島の海底洞窟から発見された (Fig.2)｡なお､個

体密度の低さから採集個体数は少ないものの､KaseIJa同様､これら新属の生体

が洞窟奥部の壁や天井の割れ目から採集された｡

本報告では､Kasellaを含む洞窟固有のSigillidae科貝形虫属に非洞窟性の

Sigillidae科貝形虫の ChTdobal-Td1-aとSaJj)aneltaを加えた全てのSigiLlidae科貝形虫

属を対象に､重要ないくつかの穀 (背甲)形質を属間で比較検討し､これら

Sigillidac科貝形虫属の類縁関係について推測するとともに､洞窟性 Sigillidae科

貝形虫属の起源と進化について考察する｡
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2.殻形質のSigillidae科貝形虫属間での比較

2- 1.殻外形

一般的に言って､Sigillidae科貝形虫の左右殻は非対象で､かつ､左殻が右

殻をおおう｡左殻はおおよそ卵形 (ovate)を示す｡右殻は左殻に比べ､殻の高

さ/長さの比 (height/lcngthratio)が小さく､又､尾道管 (caudalprocess)が下

位に位置し､腹側 (venter)に近いため､細長い亜三角形 (subtriangular)を示

す.なお､非洞窟性 Sigiuidae科貝形虫のSalj)anellaと洞窟性の GenusCでは背

縁と腹縁がほぼ平行で､Sal'paDellaは細長い形態を示す｡又､左殻の側面から

みた殻外形の主な違いとして､非洞窟性の Cald｡baI'Td1'a､ Sal'panettaおよび洞窟

件のGenusAでは前部圭角 (anteri(-rcardinalangle)が不明瞭で､殻の前縁は背

緑に連続的に移り変わるのに対し､洞窟性の Kasellaおよび GemusCでは前部

主角が明瞭に存在する｡洞窟性の GenusBの前部圭角はこれら2属ほど明瞭で

はないが､前縁と背縁の境界は比較的はっきりしている｡又､殻の高さの最大

の位置は前部主角が不明瞭な前3属ではゆるくカーブした背縁の真申あるいは

殻の良さの 1/2の箇所の付近､残りの3属ではより前方､前部圭角の位置に

ある｡

2-2.I,lkL表面の装飾

Card()haITdIa､Sal'panellaおよび GenusAでは殻表面は滑らかなのに対し､

Kad/zJ､GcnusBおよびGenusCでは装飾が見られる｡即ち､装飾の有無によ

り､sigillidsは ChTd()ba)'Idla,Sa1両Dellaおよび GenusAよりなるnon10rnate

sigillidsとKasella､GenusBおよび GenusCからなるornatesigillidsに二分し得

る｡なお､この区分は上述の前部圭角の存否による区分とも一致する0omate

sigillidsの内､Kase/Jaおよび GenusCでは網目模様が発達､両者とも､A-6の

段階までには､ほぼ殻表面全体に網目模様が発達するようになる｡ただ､

Ka.bleJJaでは個体発生が進むにつれ､網目模様はより明瞭になるのに対し､

GcnusCでは個体発生の後期にははっきりしなくなり､大人 (adult)の殻では

殻表面の中央背部 (mid-dorsal)から後部中央域 (posteromedianarea)に残るだ

けとなる｡GenusBでは弱い嶺 (ridge)の 同心円状パタ-ンがほぼ殻表面全体

にみられる｡又､局所的な特徴として､以下のことが挙げられる｡ChIdobal'IdL'a

数種において､右殻後部に顕著な刺状突起が発達することが知られているが

(VandenB()ld,1974)､本研究で扱った沖縄本島(島尻層群 ･新里層(鮮新統))

産の C,wd()/)別rdl'a (-(ユTdt)baJ'TdI'acf.hajc()mhcn.u'sMcKenzie)でもこの刺状突起

が認められる｡ さらに､KaselJa (- K,Tyukyucn.dLq.Tabuki&Hanai)でも小さ
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いながら､同様の刺状突起が見られる｡但し､Kasellaの刺状突起はadult-1以

降は認められない｡その他､右殻の腹部の穀表面に左殻が右殻をおおう際の限

界となる止め嶺 (-stopridge') が sigillidsでは唯一､ Kasellaに存在する0

2-3.蝶番構造および縁辺構造

Sigillidae科貝形虫では､左殻に右殻が完全に収容されることと関連して､

独特の縁辺構造 (marjginalstructures)が発達する｡Sigillidae科貝形虫同様､左

殻が完全に右殻をおおうhealdioideansでは､左殻の蝶番の部分を含む内側全線

にわたり､右殻緑を収容するための湛 (gr()()ve)が連続的に見られるが

(Adamczak,1967)､Sigillidae科貝形虫の左殻では､蝶番の歯槽 (terminal

snckcts)から自由縁に沿って延びる港は腹緑までは延びないか､延びても､そ

の前後端に限られる (TabukiandHanai,1999).又､Sigillidae科貝形虫の蝶番

は､左殻では中央要素 (mcdianclement)が歯槽に対し､高く､明らかに三区分

(tripartite)される (右殻の蝶番はこの左殻に相補的である)O即ち､Sigillidae

科貝形虫の蝶番は分化歯型 (merndonttype)に属する (McKenzie,1967;Tabuki

andHanai,1999)Oただ､中央要素の形態の詳細は属により異なる.一般に､

Sigillidae科貝形虫の左殻の中央要素はその外側､内側に､各々､歯槽の外側壁

に由来する蝶番耳緑 (hingeselvage)､内側壁に由来する蝶番内側耳緑 (hinge

list) が見られる｡その内､蝶番耳緑は､中央要素において､鋸歯状突起､棒

状突起 ､刃状突起とその形態は属により異なるが､下方､ないし､斜め下方

に肥厚ないし張りLIJ.す.Kasellaの大人の左殻では､中央要素において､蝶番耳

緑が鋸歯を形成しつつ下方に張り出す｡但 し､その張り出しの程度は他の

Sigillidae科貝形虫属に比べると弱く､鋸歯状の蝶番耳緑と蝶番内側耳緑との間

には-右殻の中央要素の鋸歯化した外半部と噛み合うため細かく分割されるも

のの-溝が認められる｡この溝は中央要素の蝶番耳縁と蝶番内側耳縁に挟まれ

た中央部の細長い溝だが､healdi()ideansの左殻に見られる､歯槽から続く溝に

相当する｡但 し､KaseJlaの幼体の左殻は以下に述べるGenusB､GenusCに似

た中央要素を示す｡Kasellaではさらに､左殻の中央要素の蝶番耳緑の外側に､

幅の狭い蝶番葉縁滞 (nangegroove)がみられる.(ユTdobaZ'Idia､GenusB､

GenusCでは蝶番耳緑の張り出しは著しく､肥厚し､棒状となり､蝶番内側耳

緑とほぼ完全に融合､形態的に 中央棒状突起 (medianbar)を形成する｡

Cbrd()ha)'Tdiaでは明瞭に､GenusBでは痕跡的に､中央棒状突起の外側に蝶番葉

縁溝が見られるが､GcnusCでは中央棒状突起の 盛̀り上がり'のためにその

存在がはっきりしない｡Salbaneltaおよび GenusAでは蝶番茸縁は刃状に斜め

卜方に著しく張り出すが､その発達はすでに歯槽の中央要素寄りの部分から始
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まる｡GcnusAでは蝶番耳緑と蝶番内側耳縁とは完全には融合しないため､

KaselJa同様､中央要素において､蝶番耳緑と蝶番内側耳緑との間に､幅は狭い

ながら､溝が存在する｡本報告で使用したSal如月eltaの標本については､保存

が悪いため､この中央要素の溝の存否についてははっきしりしない｡なお､

SaLPanellH､GenusAとも､刃状の蝶番耳緑の外側に､深く幅の広い蝶番葉緑港

が発達する｡

一方､Sigillidac科貝形虫の右殻については､自由縁の外縁が蝶番の両端の

紬削犬歯 (tcTminalcrenulatetooth)につながり､さらに､低くはなるが､棒状の

中央要素 (bar-1ikemedianelement)に続く｡ただ､右殻の中央要素も､左殻同

様､属レベルでの形態の違いが認められるoKascJJaの棒状中央要素の幅は相対

的に大きいが､その外半部は鋸歯化し､左殻の鋸歯化した蝶番耳縁と噛み合う｡

なお､Ka.Sc//Hの右殻の棒状中央要素の外側に､幅の狭い蝶番葉緑溝が認められ

るが､これは左殻の蝶番耳緑の鋸歯が付く 壁̀'を収容する｡さらに､右殻の

蝶番集線 (hingenange)の縁が多少突出するが､その突出部は左殻の蝶番葉緑

溝に対応する｡Cbrdl)baITdJ'aでは､右殻の中央要素の外半部が､左殻の発達し

た棒状の蝶番耳緑を受けるべく､溝に転化している｡ そのため､右穀の棒状中

央要素の帖は､KaLt.CIlaに比べ､相対的に狭い｡さらにその溝の外側に嶺を隔て

て､平行にもう 一列の溝が見られるが､これは左殻の蝶番耳緑の外側､蝶番葉

縁溝- 1_-_述の右殻の嶺に対応する- を隔てて存在する蝶番葉縁の突出した緑

に対応する｡即ち､ChJdobaZ'rdI'aでは棒状中央要素の外側に 2列の溝が認めら

れるが､ここでは蝶番葉緑溝として 一･括する｡GcnusBとGenusCは

ChTd()haIrdIJ‖こ似るが､いずれも､蝶番葉緑溝は 1列でその幅は狭い.これは､

ChTdt)bal'Tdiaで見られた左殻の蝶番葉線の緑の突出がほとんどないため､右殻

の蝶番集線溝は左殻の蝶番の蝶番耳緑由来の棒状突起の部分だけを収容する

ことと関連すると考えられる.GenusBの左殻の蝶番菓縁溝は右殻の蝶番葉緑

の突出 した縁に対応する.Salj)anellaとGenusAの右殻の蝶番構造は前述の4属

と人きく異なる｡即ち､ (1)側面からみたとき､先述の4属に比べ､これら

2属の両端の歯と棒状中央要素の幅の差は小さく､かつ､両者は形態的に漸移

する｡即ち､側面からみる限り､両者の形態上の識別は困難である｡特に､

Sat'panellaでこの特徴は顕著である､ (2)蝶番の上側の境界線は直線状であ

る､ (3)蝶番のほぼ中央を､直線状亀裂が (2)の蝶番の上側の境界線にほ

ぼ平行に走る｡即ち､蝶番が二層構造になっている､の3点である｡ (2)煤

番の蝶番の と側の境界線で示される上面は位置的にみて､左殻の刃状の蝶番耳

縁の 卜面に接すると考えられる｡ (1)と (3)に関し､SaJbanem および

GcnusAの右殻の蝶番は､本来の蝶番に加え､その外側に隣接､平行する蝶番

5



葉縁の 一部を蝶番の外側部分として取り込む形で形成されたことが示唆され､

(3)の直線状亀裂は､本来の蝶番の部分と新たに蝶番の外側部分として 敬̀

り込まれた'蝶番葉縁の間の境界と考えられる｡さらにその外側に､ 左殻の

顕著に発達した刃状の蝶番耳緑を収容すべく､深く幅の広い蝶番葉緑溝が形成

されている｡

2-4.殻表面の感覚子孔

Hanaiandlkeya(1991)は数種のcytheroideansの穀表面に分布する感覚子孔

(sensillump()re)に二つのタイプを認め､各々､C-type､V-typeとした｡これら

感覚子孔のタイプは形態とともに個体発生の過程での増加率に違いがある｡著

者が今回調べた限りでは､sigillidsの感覚子孔は HanaiandlkeyaのV-typeだけ

である｡これはsigillidsが未分化状態の感覚子孔を有する原始的な貝形虫であ

ることを示唆している｡形態的にはsigillidsの感覚子孔の大部分はIiptypeに属

するO但し｡Kasellaでは､殻の自由縁付近では､感覚子の貫通する孔を取り巻

くリング状の Iipが本来の漏斗状形態から平坦な形態に変化する他､lip自体､

はっきりしなくなり､さらにIipが消失する結果､simpletypeが出現するに至

る連続的な形態変化が認められる (TabukiandHanai,1999).このような感覚

子fLの形態の殻表面での位置による変化は他のsigillidsでも認められるoなお､

Hanaiandlkeya(1991)はcytheroideansの2属において､V-typeの感覚子孔の形

態が殻表面での位置により変化することを認めているoKascIJaでは､殻表面に

保存されている感覚子毛 (trich()idsensillum)は全て､Hanaiandlkeya(1991)の

ǹnn-branchedsensoryseta'で､機械的刺激受容器 (mechanoreceptors) と考え

られる.なお､KaseJla,ChTdobaird/a,SaIj)aI7ellaの既知属の感覚子孔の数は各々､

116､8()､69 (TabukiandHanai,1999)と､洞窟性の KaselJaで際立って多い.

2-5.閉殻筋痕

sigillidsの閉殻筋痕はほぼ円状の筋痕領域内にある中筋痕の集まりよりなる.

この小筋痕の数はKasellaとGenusCで少なく､約 22個､他のsigillidの属で

はこれより多い.KasellaとGenusCを除くsigillidの属は中筋痕の形が多角形

を示す他､中筋痕が嶺 (ridge)により囲まれ､■pan'状に少しへこんでいるこ

と､中筋痕の境界をなす嶺の幅がほぼ一定であるなどの共通した特徴を示す｡

一方､GenusCでは中筋痕の形態が円形ないしは多角形､KaselJaでは他の

sigillidの属に比べはっきりしないが､円形ないしは不定形を示す｡さらに､こ

れら2属では中筋痕の境界をなす嶺の幅が 一定しない上に､嶺と-pan'状の小

姑痕の底 (fl()()r)の高低差がほとんどない｡Ka.wllaに至っては両者はほぼ｢針-
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平面 卜にある｡Okada(1983)はcyther()ideansに属するTrachyleberidae科の

Bl'C()rnuCylhcrchisanensis(Okubo,1975)の筋痕と筋痕付着部の構造について､穀

物質を分泌する表皮細胞と閉殻筋などの筋繊維をつくる筋細胞との関連で組織

学的に詳しく調べた｡その結果､筋細胞の筋繊維は筋細胞に接合する表皮細胞

を介して石灰質の内皮 (endocuticle)表面につながる｡筋細胞に接合する表皮

細胞に而して内皮内にintracuticularfiberが密集して存在するが､その

intracuticuLとIrfibcrが密集する内皮表面が筋肉付着域 (muscleattachmentarea)で

あるo筋肉付着域には一つ以上の筋繊維 (の束)又は筋細胞が対応する｡即ち､

筋肉付着域の数は筋細胞の数ではなく､筋細胞が接合する表皮細胞の数で､そ

の形は表皮細胞が筋細胞と接合する領域の形を反映している｡さらに､筋付着

域の周縁部を除く中央部分が筋痛隆起域 (musclescarTelief)となって､石灰質

内皮表面に確認できる｡この筋痕隆起域は石灰質内皮の内部にある繊維状ネッ

トワ-クが Ipanl状の平底の形態を示すのに対応している (Okada,1983)｡上

記の解痕隆起域はcytheroideansでは一般的で､殻外表面の筋痕癌とともに筋肉

では筋痕隆起域は認められない上に､KasclJaとGenusCを除くsigillidsでは逆

に中筋痕は嶺で境された多角形の 平底となっているが､中筋痕の多角形の外

形や筋痕の間の境界の嶺の幅に変化がない点で､Okada(1983)の筋肉付着域に

似る｡Klm.C/JzJとGenusC､特に､KascJJaでは殻外表面に網目構造が発達するが､

網目の底の部分は殻の内側では隆起部分 (又は凸部)に対応している｡即ち､

Ka.～･C//zLでは網目模様による殻外表面の凹凸が殻内表面の凹凸と一致する点で､

殻外表面に網目模様が存在しても滑らかな殻内表面をもつ Cytheroideansと異な

る｡さらに､すでに述べた様に､Kasellaでは小筋痕の嶺とIpan-状の小筋痕の

底の高低差がほとんどなく､ほぼ同一平面_日こあるが､これは小筋痕の嶺と底

が殻外表面の網目の嶺と底に対応していることから､筋細胞が付着していたと

考えられる中筋痕の底の部分では､他のsigillids同様､殻の厚さが減じている

その 効̀果'と考えられる｡いずれにしろ､筋痕の数は筋細胞が接合する表皮

細胞の数となることから､上記の様に､網目模様の発達した KaselJaとGenusC

で中筋痕が少ないことは筋細胞又は筋繊維が付着していた表皮細胞の数が他の

sigillidsに比し少ないことを示す｡なお､KaLq.C//aとGenusC､特に､KaseJJaで

は殻外表面に網目構造がよく発達するが､上述した様に､殻外表面の網目の底

の部分は殻の内側では隆起している｡ Okada(1981)はBL'comucyLheTebJ'saI7enSI'S

において､網目模様の個々の網目は殻をつくる表皮細胞に対応することを明ら

かにしたが､Ka.d/jJの､少なくとも殻の中央部付近の網目についてもこのこと

が成り立つとすれば､KascIJaの個々の中筋痕が殻外表面の網目の底の部分に対
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応する殻の内側の隆起部に見られることは一つの筋痕が-一つ の表皮細胞に対応

していることを示唆している｡又､sigillidsでは閉殻筋痕領域が cytheroideans

に比し背縁側にあるが､これはHanaiandTabuki(1995)が Promanawaの閉殻筋

痛領域が同様に背縁側にあることをもとに､Promanawaが殻を広く開いた状態

で生活していたことを示唆したが､sigillidsでも同様のことが言える｡すでに

KaselJaおよび Salj)a17euaの生体が殻を広く開けて歩行していることが観察され

ているが (TabukiandHanai,1999;Maddocks,1974)､これら両属だけでなく

全てのsigillidsが殻を広く開けて歩行していると考えられる.筋痕隆起域だけ

でなく筋痕癌も認められないことを合わせ考えると､殻を狭く開けて生活して

いるタイプのcytheroideansに比べ､sigillidsでは閉殻筋の筋力が弱い､あるい

は閉殻筋はさほど活動的でないことを示唆している｡これと関連して､Kasella

の形がはっきりしない中筋痕 (Swans｡n(1990)により古生代の直線状蝶番を有

する貝形虫のあるタイプでも同様の筋痕が観察されている (HanaiandTabuki,

1995))も又､KaselJaの閉殻筋の筋力が大きくないか､さほど活動的でない

ことを示唆していると思われる｡

側面からみた閉殻筋痕領域の形状により､sigillidsは 二つの属グループ､即

ち､斜めに引き伸ばされた閉殻筋痕領域をもつ ChldobaI'TCJI'a､Sa1-panellaおよび

GenusAよりなる属グループとほぼ円形の Kase/Ja､GenusBおよびGenusCか

らなる属グループに分けられるが､これは殻表面の装飾の有無により区別した

non-ornatesigiuidsとomatesigillidsに一致する｡なお､ Cbldobal'rdJ'a､Sa)i)aDetla

については他文献 (eg.McKenzie,1967)についても､スケッチ又は写真で判断

する限り､本研究で使用した標本同様､閉殻筋痕領域は斜めに引き伸ばされた

形状を示す種が多い｡ただ､他文献については､特にスケッチに関し､閉殻筋

痕領域の形状が正確に描かれている 保̀証'はない｡

以 L Sigillidae科貝形虫属の類縁関係を推定する上で重要な殻形質につい

て述べてきた｡次節ではこれら殻形質の比較検討の結果に基づいたSigillidac科

貝形虫属の類縁関係について述べる｡
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3.Sigillidae科貝形虫属間の類縁関係と洞窟性 Sigillidae科貝形虫属の起源と

進化

sigillidsの内､非洞窟性の ChTdobaI'Td]'HとSaIpanellaについては､これまで多

数の柿の記載､報告がなされている (TabukiandHanai(1999)を参照)｡

Chrd()halrdtaは､現生種として C.benLW)m'(Maddocks)が記載､報告されている他､

末記職種を含め､化石種として21種の報告がある｡SliiIJI'um 属として白亜紀

の2種が報告されているが (Kuznetzova,1960)､Cbrd()bal'Tdl'aと同一属の可能

性が高い (TabukiandHanai,1999).SaI'panellaは化石種として､白亜紀の 1種､

S.tnJねTumnicaPokornyがあるが (Pokorny,1989)､残 りは現生種ないし現世種

で､末記載種を含め､5種が報告されている (e･g･Maddocks,1972)｡これら

の種に関し､本報告の議論に必要な詳細な形態に関する情報で､他文献からも

その情報がほぼ確実に取得可能な殻形質は上記の中では､殻外形と殻の装飾で､

その他の形質については､そのような情報を得るのは困難である｡殻外形およ

び殻表面の装飾に関し､本研究で扱った琉球列島産の ChIdobal'IdLlaとSal匝neua

の種について述べた事柄は上記の他の文献で報告されている種についてもおお

よそ当てはまる (なお､SaJj)anellaの 1種は石垣島と西表島の間のサンゴ礁の

石佃肘こおいて採収した)｡即ち､地域や時代とは関係ない属の特徴となり得

る｡さらに､これら2属の蝶番のタイプが merodontであることは多くの文献

の記載の項で述べられ､スケッチ又は写真で確認可能だが､縁辺構造とともに

そのより詳細な構造については分からない場合が多い｡同様に､閉殻筋痕につ

いては､小肺癌の形態や数がスケッチ又は写真で示されるが､より詳細な情報

は記載に頗らざるを得ないが､多くの場合､記されていない｡殻表面の感覚子

孔に至っては､殻表面での分布の概要が分かればいい方である｡

以 上 本研究で必要とする殻形質の詳細な情報で､他文献から得られる情

報は 上記の庖形質では､殻外形および殻表面の装飾だけで､その他の形質につ

いては､ 詳細な情報に乏しい｡このような状況を踏まえた上で､以下､

Sigillidac科貝形虫属の類縁関係について推測する｡殻表面の装飾の有無に関し､

sigiHidsを CbTdohaj/dJ'a､Sal'panellaおよび GenusAよりなるnon-omatesigillidsと

Ka.qlc//H､GenusBおよびGenusCからなるomatesigillidsに二分したが､

Card()haL■rdI'a､SaI'panellaでは､滑らかな殻外表面と不明瞭な前部圭角は中生代

以降､現在まで維持されていることから､これら形質はsigillidsでは､原始的

かつ安定した形質と言える｡non-omatesigillidsの構成属は蝶番の構造により異

なる.即ち､Card()baJ'Tdl'aではornatesigillids同様､本来の蝶番の要素よりなる

が､Card()bal'rdia以外の2属では､蝶番が本来の蝶番に蝶番葉縁の内側部分が

()



加わる結果､二層構造になっている｡なお､SalbaneHaおよび GenusAは左穀

の蝶番の中央要素において斜め下方に刃状に張り出した蝶番耳緑の発達でも共

通するが､両者は殻外形などで区別される｡右殻の蝶番が本来の蝶番だけから

なる点で omatesigillidsと ChTdobaI'TdI'Eとは近縁だが､この4属の中では､蝶番

の他の特徴､左右殻の中央要素の詳細により､2つのグループ､即ち､Kasella

と他の3属に分かれる.KaselJaの蝶番構造は左殻が右殻を完全に覆う点で

sigillidsと英通するhealdioideansのそれに近い (但し､KaselJaの幼体の殻は他

の()matesigillids､特に､GenusBとGenusC に類似 した左右殻の蝶番の中央要

素を有する)｡残 りの3属は左殻の中央要素において蝶番耳縁が発達し､中央

要素が形態 ヒ､中央棒状突起になっている点で､KaseJJaと大きく異なる｡これ

ら3属の内､GenusBとGenusCはほぼ同じ形態の左殻の中央要素の蝶番耳緑

をもつ点で極めて近縁であるが､GenusBは non-()matesigillids同様､多角形で

平底の小筋痕を有する点で ChrdobaJ'Tdl'aにより近いOさらに､GenusBは前部

に角が比較的明瞭な点を除く全体としての殻外形の特徴も(ユrdobaL'IdJ'aに最も

近いことを示唆する｡GenusCも中筋痕の多くは多角形で凹型を示すが､一一一一部､

円形である｡KaselJaでは､中筋痕は円形ないしは形がはっきりしなくなるだけ

でなく､筋痕と境界部の高低差は認められないことはすでに述べた｡omatc

sigillidsの;,殻L表面の装飾に関し､GenusBは嶺の同心円状構造を示すのに対し､

GenusCとKaselJaは網目模様が発達する.但 し､GenusCでの網目模様の発達

は個体発生後期でははっきりしなくなり､特に､大人の殻では殻表面の一部に

留まる｡KaLq.ejjaは発達した殻表面の装飾や右殻の腹部表面にIstopridge'など､

多くの-advancedfeatures-(TabukiandHanai,1999)をもつ-一方で､幼体の段階

に局限されるが､右殻の後部に CbTdobaI'rdI'a数種にみられる刺状突起をもつ｡

以 l二の議論から洞窟性 Sigillidae科貝形虫属の起源と進化に関し､以下のこと

が推察される｡即ち､殻表面の装飾や殻外形の前部主角の存否により

Card()hal-Tdl'H､Sapanellaおよび GenusAよりなるnon-ornatesigiuidsとKaselJa､

GenusBおよび GenusCからなるomatesigillidsに二分しうるが､洞窟に特有な

sigillidsの4属は化石記録がないのに対し､非洞窟性のsigiuidsの ChldobaJ'rdJ-a

とSapancll̀‖ま中生代以降の化石記録をもつ｡この化石記録の存在を重視する

と､∩nn-(汀anatCSigillidsの滑らかな殻表面や不明瞭な前部主角は古い起源をも

つ形質であり､()ranatesigillidsの殻表面の装飾や明瞭な前部主角は比較的新し

い時代に現われた形質と考えられる｡このomatesigillidsの3属は右穀の蝶番

が本来の蝶番の要素からなる点で､non-oranatesigiuidsでは 二層構造の蝶番を

もつ Sapl,LnCllHおよび GenusAよりCwd()haJ'Tdl'(rJに近い｡さらに､ornatesigillids

の3属の中では､殻外形の全体的特徴や小筋痕の形態を重視するとGenusBが
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ChTdohaITdI'Hに最も近い.GenusCは 殻外表面に網目模様が発達すること､中

筋痕の形態が近い点で Kasellaに近縁な一方､GenusBとは蝶番構造でほぼ一致

する｡即ち､GenusCはGenusBとKasellaとの中間に位置する.Kasellaは多

くの■advancedfeatures-を有する一方､大人の殻に局限されるものの､原始的と

も言える蝶番構造や (KaselJaの幼体の蝶番は他のornatesigillidsに近い)､

adult-2まででそれ以降の成長段階では認められないが､CaI･d()baITdI'aとともに

右殻後部に刺状突起を有する｡この2点は一種の 先̀祖返り'の現象と考えら

れる｡

以 上､化石記録に基づく殻形質の出現順序や安定性を重視する限り､洞窟

にrit値 のsigillidsは非洞窟性のsigiLLids､あるいはそれに近縁な未知のsigiuids

を先祖とすると考えるのが妥当である｡即ち､現在見られる洞窟に固有の

sigjuidsは非洞窟性のsigiuidsが洞窟環境に適応 したものと考えられる (Kasella

についてはすでに､TabukiandHanai(1999)で示唆)｡洞窟性のsigillidsの内､

GenusAは SaI'panellaあるいはそれに近縁な貝形虫タクサ､ornatesigillidsは

Card()haJrdI〟あるいはそれに近縁な貝形虫タクサにその祖先形を求めることが

できよう｡omatesigillidsの中ではGenusBが巌もChrdohajTdZlaに近く､その直

接の祖先として､Ch/dobal'TdI'aあるいはそれに近縁なタクサを考えられるのに

対し､GenusCとKaselJaについては､ CbId()baIlldIlaやそれに近縁なタクサより､

先行する洞窟性のsigiuidsがその祖先である可能性が高い｡ KaselJaは 殻形質

の特徴から､GenusCに最も近縁だが､GenusCはGenusBと重要な形質の特

徴を共有する｡即ち､GenusCについては GenusBあるいはそれに近縁な貝形

虫タクサ､KaseIJaについてはGenusCあるいはそれに近縁な貝形虫タクサを祖

兄として進化した可能性がある｡
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R y u k y u Islands (modified from Tabuki and Hanai 1999).
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PLATES (l - 9)

AS: anterior socket, PS: posterior socket

AT: anterior tooth, PT: posterior tooth

ME: median bar, G: groove (in median element)

BME: bar-like median element

HS: hinge selvage, HL: hinge list, HF: hinge flange, FG: flange groove

RV: right valve, LV: left valve

PLATE 1

Figs 1-2. Saipanetta (Saipanetta sp., Recent, Sekisei-sho, Ryukyu Islands). 1a-c,

lateral, internal and oblique internal views of adult RV. 2a-g, RUEG 175; a-f, lateral,

internal and oblique internal views of adult LV. g, adductor muscle scars of adult LV.

Magnifications are x 150 (la, 2a-b), x 135 (1b-c. 2c-f), x 470 (2g).

PLATE 2

Figs 1-4. Genus A (Genus A sp., Recent, Mapating Cave, Luzon Island, Philippines)

l. lateral view of adult RV. 2, lateral view of adult LV. 3 a-b, internal and oblique

internal views of adult RV. 4a-e, internal and oblique internal niews of adult LV.

Fig. 5. Genus A. (Genus A sp., Recent, I Daidokutsu', Ie Island, Ryukyu Islands).

5. RUEG 173; adductor muscle scars of adult RV.

Magnifications are x 220 (1-2, 3a-b, 4a-e), x 475 (5).

PLATE 3

Figs 1-2. Cardohalidia (Cardohalidia cf. haJcomhensis McKenzie, 1967., Pliocene,

Shinzato Formation, Shinzato, Okinawa Island, Ryukyu Islands). 1a-d, RUEG 171;

a-c. lateral. internal and oblique internal views of adult RV. d, adductor muscle scars

of adult RV. 2a-f, RUEG 170; lateral, internal and oblique internal views of adult LV.

Magnifications are x 93 (la, 2a), x 100 (lb-c, 2b-f), x 340 (ld).

PLATE 4

Figs 1-4. Genus B (Genus B sp., Recent, Shanderia Cave, Koror Island, Palau) 1,

lateral view of adult RV. 2, lateral view of adult LV. 3a-b, internal and oblique

internal views of adult RV. 4a-f, a-e, internal and oblique internal niews of adult LV.

f, adductor muscle scars of adult LV.

Magnifications are x 200 (1-2, 3a-b, 4a-e), x 480 (4f).
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PLATE 5

Figs 1-9. Kasella (Kasella ryukyuensis Tabuki and Hanai. 1999., Recent, I

Daidokutsu', Ie Island, Ryukyu Islands). 1, RUEG 157: lateral view of female RV.

2. RUEG 158; lateral view of female LV. 3a-b. RUEG 163; internal and oblique

internal views of female RV. 4a-e, RUEG 164; internal and oblique internal views of

female LV. 5, RUEG 164; adductor muscle scars of female LV.

Magnifications are x 160 (1-2, 3a-b, 4a-e), x 460 (5).

PLATE 6

Figs 1-2. Kasella (Kasella ryukyuensis Tabuki and Hanai, 1999., Recent,'

Daidokutsu', Ie Island, Ryukyu Islands). 1, RUEG 158; trichoid sensillia with lip

type pore on the outer surface of female LV. 2, lateral view of juvenile RV at adult-3

molting stage.

Figs 3-~. Genus C (Genus C sp., Recent, Shanderia Cave, Koror Island, Palau) 3,

lateral view of female RV. 4, lateral view of female LV. 5. internal internal view of

female RV. 6, internal internal niew of female LV. 7, adductor muscle scars of adult

LV. ~, lateral view of juvenile RV at adult-3 molting stage.

Magnifications are x 2800 (1), x 270 (2), x 140 (3-6), x 350 (7). x 250 (8).

PLATE 7

Figs 1-2. Saipanetta (Saipanetta sp., Recent, Sekisei-sho, Ryukyu Islands).

1. RUEG 175; lateral view of hingement of adult LV. 2, lateral view of hingement of

adult RV.

Magnifications is x 520 (1-2).

Figs 3-4. Genus A (Genus A sp., Recent, Mapating Cave, Luzon Island, Philippines)

3. lateral view of hingement of adult LV. 4, lateral view of hingement of adult RV.

Magnification is x 830 (3,4).
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PLATE i'\

Figs 1-2. Cardohairdia (Cardobairdia d. halcomhensis McKenzie, 1967., Pliocene,

Shinzato Formation, Shinzato, Okinawa Island, Ryukyu Islands). 1a-b, RUEG 170;

lateral and oblique views of hingement of adult LV. 2, RUEG 171; lateral view of

hingement of adult RV.

Figs 3-4. Genus B (Genus B sp., Recent, Shanderia Cave, Kore)f Island, Palau).

3. lateral view of hingement of adult LV. 4,' lateral view of hingement of adult RV.

Magnifications are x 350 (la, 2), x 240 (lb), x 700 (3-4).

PLATE l)

Figs 1-2. Genus C (Genus C sp., Recent, Shanderia Cave, Koror Island, Palau) .

1, lateral view of hingement of female LV. 2, lateral view of hingement of female

RV.

Figs. 3-4. KaselJa (KaselJa ryukyuensis Tabuki and Hanai, 1999., Recent, I

Daidokutsu', Ie Island, Ryukyu Islands).3, lateral view of hingement of female LV.

4. lateral view of hingement of female RV.

Magnification is x 560 (1-2), x 520 (3-4).
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