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Ⅰ　直方市頓野産の大型アミノドン類

　2007年1月28日に，北九州自然史友の会会員の黒河雅文氏
は，直方市頓野の道路工事現場で珪質のノジュールに含まれ

る歯牙化石を発見・採集し，岡崎に託した．剖出作業の結果，

全長約17 cmあって大型哺乳類の犬歯であることが判明した．
この標本は北九州市立自然史・歴史博物館に寄贈された．

　発見された場所（33°44′39″N，130°45′12″E）は，直方
市の丘陵地で，下部漸新統大辻層群出山層が分布し，富田

（1968）のC部層にあたる．大辻層群の地質年代については，
ここでは富田・石橋（1990）に従って漸新世前期としておく
が，始新世後期から漸新世前期とする意見（尾崎ほか，1993）
もあり，始新世後期にさかのぼる可能性もある．この露頭で

は，上部に厚い砂岩層があり，中部から下には緑色から灰色

を帯びたシルト岩層が卓越している．下部にメタセコイアと

思われる針葉樹化石を多産する灰白色のシルト岩～泥岩があ

り，そこから約2 m上位のやや紫色を帯びた灰色のシルト岩
層からこの化石を産した（図1）．周囲に他の化石は見られな
かった．
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ABSTRACT― A fossil of large canine tooth has been discovered from the Ideyama Formation, Otsuji Group, 
at road cut in Tonno district, Nogata City, Kyushu.  The double cutting edges on the distal face of canine and other 
features indicate that the fossil belongs to large amynodontids.  In Japan, Zaisanamynodon borisovi was reported 
from the Middle to Upper Eocene bed in Hyogo Prefecture.  Adding to that, several amynodontid fossils have been 
reported from the Eocene to Oligocene beds in Hokkaido, Yamaguchi and Saga Prefectures.  These occurrences 
show wide distribution and longtime range of amynodontids in Japan.
　There is another fossil tooth of a rhinocerotoid from the Nogata Group, at Inazuki, Kama City.  The tooth has 
already been reported without description.  In this report, the tooth is also described for the future research.

図1　産出地（直方市頓野）の柱状図層厚を示す数字の単位はcm．
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標本の記載

Order Perissodactyla Owen, 1848
Suborder Ceratomorpha Wood, 1937

Superfamily Rhinoceratoidea Gill, 1872
Family Amynodontidae Scott and Osborn, 1883

Genus and species undetermined
（図2，3）

標本（KMNH VP 000,022）は全長約17 cmの犬歯で先端は
破損している．破損した所から約55 mmは黒色のエナメル質
におおわれている．近心側に一本の切縁がある．切縁は歯根

まで磨耗していて，その場所の象牙質の表面が失われてい

る．その両側のエナメル質は，端が丸くなっていて，これが

磨耗痕であることを示している．遠心側には二本の切縁が

あって，近心側と同様に磨耗してエナメル質が失われてい

る．切縁の間は歯冠－歯根方向にも，頬舌方向にも凹んでい

る．

　エナメル質の表面は全体として非常に滑らかでツヤがある

が，大部分は使用のために表面がすり減っているようだ．歯

冠の表面では頬側歯根近くに細かい歯根線方向の波状隆起の

あるところがあり，またもう少し広い範囲でやや粗い縦のア

ンジュレーション（表面の波状褶曲）がある．舌側ではやは

り歯根近くに縦方向のアンジュレーションがある．遠心側の

凹みにも縦方向のアンジュレーションがある．全体的に歯帯

はみられない．先端の破損部でみると，エナメル質は薄い．

サイの仲間の臼歯でよく見られるエナメル表面に直交する構

造はほとんど見られない．

　歯根部は，頬側だけが剖出されている．歯根はカーブして

いて，舌側－頬側方向につぶれた亜楕円形の断面を持つ．断

面は舌側でやや直線的，頬側で膨らみが強い．頬側の中央部

に縦に延びた浅い凹みがある．歯根は開いている．

計測（mm）
保存されている最大長　　 167±
頬側の歯冠の最大高  59.7
歯冠の近心－遠心最大径 49.3
歯冠の頬舌最大径  36.2
近心切縁の長さ  54±
遠心頬側の切縁の長さ 36.3
遠心舌側の切縁の長さ 33.6
遠心切縁間の距離  24±
歯冠破損部の近心遠心径 31.0
歯冠破損部の頬舌径  23.6
破損部頬側のエナメル厚　　 1.4
破損部舌側のエナメル厚　　 0.9

図2 直方市頓野産の大型アミノドン類の左下顎犬歯．KMNH 
VP 000,022．上から舌側面・遠心面・頬側面．スケール
は5 cm．

図3 直方市頓野産の大型アミノドン類の左下顎犬歯．KMNH 
VP 000,022のスケッチ．上から遠心面と頬側面．スケー
ルは10 cm．
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歯根の頬側最大長 　　　 109
歯根中央部頬舌径  42±
歯根中央部近心遠心径 71±

　これまでに筑豊地域から発見・報告された哺乳類化石は少

ない．後述するように嘉麻市（当時は稲築町）から奇蹄類臼

歯（祝原，1963）が，また宗像市の筑豊炭田基底部にあたる
直方層群大焼層から汎歯類のコリフォドン化石（酒井, 1993;
酒井ほか，1997）が発見されている．
今回発見された化石は遠心側に二本の切縁があり，ア

ミノドン類の左下顎犬歯と考えられる．形態は，兵庫県で

近年発見されたやや古い年代のザイサンアミノドン標本

（Zaisanamynodon borisovi；三枝ほか，2001）と比較すると，
切縁が歯根近くまで磨耗することや，その間に浅い凹みが

あること，サイズなど類似点が多い．兵庫県のものでは歯根

が閉じていることや，歯冠下部と歯根上部付近に横方向の

強い摩耗が見られることなどが異なっているが，性差や年

齢差もあり，属や種の決定は難しい．以上のことから，直

方市産の標本はアミノドン類の中のメタミノドン族（tribe 
Metamynodontinii）のAmynodon属（Wall, 1989）の可能性も
考えられるが，犬歯のみの発見であり，ここでは大型のアミ

ノドン類として取り扱う．Zaisanamynodon属はアジアではカ
ザフスタンやモンゴルから報告されている．始新世後期から

漸新世前期に日本と中央アジアとの哺乳類相の関連があった

ことが示される（三枝ほか，2001）．
　アミノドン類に属する標本の日本での産出例はいくつ

かある．北海道・山口（Takai, 1950）・佐賀（Tomida and 
Yamasaki, 1996）などであるが，この類の日本での広い分布
を示すものである．一方，これらの地質年代や他地域との関

連，他の哺乳類相などの研究は進んでおらず，今後の詳細な

検討が待たれる．

Ⅱ　嘉麻市から発見された奇蹄類臼歯

　すでに述べた嘉麻市（当時は稲築町）から報告された奇蹄

類臼歯は，祝原道衛が1963年に雑誌「筑豊生物研究会会誌」
の表紙に掲載した標本である．標本の記載はされていないの

で，ここに簡単に述べておく．表紙説明によれば「1953年に，
当時嘉穂郡稲築町鴨生にある西田鉱業第二築前炭坑の元工作

課長田振夏太郎氏が採集した」もので，「1962年に高井冬二教
授によって犀の前臼歯の化石であるとされた」（祝原，1963）
とある．種類については「Caenolophus sp.，始新世後期のも
の」とされているが，判定の理由等については述べられてい

ない．産出層は「直方層群上石層鴨生小船層」としている．

　この標本は長い間祝原氏の所蔵であったが，1980年ごろに
北九州市立自然史博物館に持参され，「このような重要な標

本は，本来県立または筑豊の自然史の博物館ができれば寄贈

するのであるが，私の管理できなくなる頃までにそれらがで

きなければ北九州に寄贈する．」とのご意見で，寄託扱いで

お預かりした．1998年末に祝原氏が逝去され，その後10年を
経過したのでご遺志に従って北九州市立自然史・歴史博物館

に寄贈されたものとした．

　長尾（1927）は，筑豊地区の直方層群を四分して，最上位
のものを上石（うわいし）累層とした．鴨生ではその中に四

つの炭層があってその最上位のものが小船層である．従って

産出層は直方層群中でも最も上位にあたる部分であることに

なる．

標本の記載

Order Perissodactyla Owen, 1848
Suborder Ceratomorpha Wood, 1937

Superfamily Rhinoceratoidea Gill, 1872
Family, genus and species undetermined

（図4）

標本（KMNH VP 000,023）はサイ上科（Rhinoceratoidea）
奇蹄類の右下顎前臼歯で，歯冠部は完全に保存されている

が，歯根部はわずかに残っているに過ぎない．母岩は付着し

ていない．

　歯冠背方からみると，歯冠は三角形に近くてやや膨らんだ

舌側面と頬側面，わずかに凹んだ遠心面から構成されてい

る．歯冠は前葉と後葉ともに少し咬耗していて，わずかに象

牙質の露出がある．前葉と後葉の象牙質は連続している．谷

部は浅いが明瞭で，その中央部は舌側よりも凹んでいる．前

葉の近心側は直線的で，近心側に傾いた鋭い稜をつくってい

る．舌側面は滑らかで，比較的ひらたく，近心側三分の一付

近に縦方向の広くて浅い溝状のくぼみがある．歯帯は強く発

達していて，歯帯部の表面は滑らかである．頬側面は舌側面

に比べて縦方向の細かい隆線に富んでいて，とくに歯帯に近

いところで隆線は強く，太い．中央に前葉の後端にあたる縦

図4 嘉麻市から発見されたサイ上科奇蹄類右下顎前臼歯．
KMNH VP 000,023．咬合面（上）・頬側面（下左）・舌側
面（下右）．スケールは1 cm．
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の強い隆線がある．近心端は幅が狭いが歯根に近いところで

は歯冠が深く凹んでいる．近心側の歯との接触面は観察でき

ない．近心端にも歯帯がある．遠心端な広く平らである．そ

の舌側にひろい範囲で遠心側の歯との接合磨耗面がある．遠

心端にも歯帯があったように見えるが，この磨耗のために明

らかではない．歯根はほとんど失われているが，おそらく単

根である．

　計測（mm）
最大高  　　35.2
頬舌径  　　21.9
近心遠心径 　　28.6
舌側の前葉最大高 　　28.4
舌側の後葉最大高 　　27.6
頬側の前葉最大高 　　32.2
頬側の後葉最大高 　　33.2
歯冠の咬耗幅 　　10.7

この標本は，前葉と後葉の区別があるが前葉の発達が悪

く，歯冠の上部が僅かに咬耗しているのに象牙質の露出が連

続していること，歯冠幅が比較的狭いこと，などから判断し

て，奇蹄類サイ上科の下顎第二前臼歯である．これまでに知

られた日本の始新世の種類の中ではアミノドン類に最も似て

いる．

まとめと謝辞

　福岡県直方市頓野の下部漸新統大辻層群出山層から大型の

アミノドン類の左下顎犬歯化石を報告した．特徴の乏しい犬

歯化石のみであるので，属や種の決定は保留する．類似した

化石（Zaisanamynodon borisovi；三枝ほか，2001）が兵庫県
から報告されている．また，海外ではカザフスタンやモンゴ

ルから報告されていて，中央アジアと日本の哺乳類相の関連

を示唆している．

　これとは別に，福岡県嘉麻市稲築町鴨生にあった炭坑の直

方層群上石層鴨生小船層から産出した奇蹄類サイ上科の下顎

第二前臼歯を再記録した．

　なお，筑豊炭田からこれまでに報告された哺乳類化石に

は，ここに挙げた二つの他に宗像市の筑豊炭田基底部から汎

歯類のコリフォドン化石が知られている．これらの三つの標

本はそれぞれ層準が異なり，下位から宗像市のコリフォドン

（上部始新統直方層群最下位の大焼層），嘉麻市のサイ上科奇

蹄類（上部始新統直方層群最上位の上石層），直方市の大型

のアミノドン類（下部漸新統大辻層群出山層）の順となる．

　これらの標本は筑豊地域からの数少ない哺乳類化石であ

る．炭鉱の活動の無い現在としては，貴重な存在である．過

去の炭鉱に関係した皆さんが長く保管してこられた標本の今

後の再発見にもわずかな期待を抱いている．

　ここに記録した標本は現在北九州市立自然史・歴史博物館

に寄贈され，保管されている．標本の採集者の飯塚市在住の

黒河雅文氏に感謝する．鹿児島大学の仲谷英夫博士，群馬県

立自然史博物館の長谷川善和博士，林原自然科学博物館の鍔

本武久博士ならびに兵庫県立人と自然の博物館の三枝春生

博士からアミノドン類に関する多くの知見をご教示いただい

た．合わせて感謝の意を表する．

　嘉麻市産の標本は故祝原道衛氏が長らく保管しておられた

もので，北九州市立自然史・歴史博物館の前身である北九州

市立自然史博物館に寄託されたものであるが，祝原氏のご遺

志に従って北九州市立自然史・歴史博物館に寄贈された．こ

こに祝原氏のご努力を記録するとともに，ご遺族に感謝の意

を表する．
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