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Abstract
The foraminifers’fossil contained in siltstone at the Gusuku of Kikai island was classified. It was
presumed from the benthic foraminifera that the depositional environment was half-deep sea. The
geological age of siltstone at the Gusuku is the last of the Pliocene to the first of Pleistocene from the
contained planktonic foraminifera.

要約
喜界島に産出する石灰質団塊の周辺のシルトに含まれる有孔虫化石を分類した。底生種から堆
積環境は，半深海であると推定した。浮遊性有孔虫から堆積した地質時代は，鮮新世後期から洪
積世前期の時代であることを示すデータが得られた。
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１

はじめに
喜界島（鹿児島県喜界町）には新第三紀から第四紀にかけての地層が広く分布する。喜界島の

第三系及び第四系には，多くの保存状態の良い有孔虫化石を含む。特に鮮新統～更新統の塊状の
シルトが連続的に分布するため，地質学的にも貴重な地域である。この喜界島から産出する有孔
虫化石に注目して調査研究を行ってきた。地域の方から「石灰質団塊」の産出する露頭を紹介さ
れた。非常に特徴的な団塊を産出する地層であったので，研究を分担し鹿児島大学教育学部の松
井が「層状石灰質コンクリーション」として研究し，八田が石灰質団塊のまわりのシルトに含ま
れる有孔虫化石について述べることになった。
＊

鹿児島大学教育学部
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本論ではそのシルトに含まれる底生有孔虫と浮遊性有孔虫について報告する。
２ 喜界島の地質に関する先人の研究
島の台地は南部の百之台が最も高く，北に向かって標高が低くなっている。1935 年の半沢正
四郎の研究で，喜界島の地質に関する概要が明かになっている ( 中川，1966)。基盤となる地層
は島尻層群で，時代は鮮新世から洪積世とされた。その上位を不整合で覆っている地層は琉球
層群で，時代は洪積世である。島の最高地点は百之台で，その標高は200ｍに達している。百之
台にも琉球石灰岩が分布する。その琉球石灰岩の堆積した時代は，10 万年前と推定されている
(Inagaki & Omura, 2006)。
い

中川 (1966) は，島の地質構造の概略を次の通りに述べている。基盤となる島尻層群には，伊
さご

砂地区をほぼ東西に通る背斜軸があり，軸を境に北へ向かうとより上位の地層が出現する北傾斜
の単斜構造と，南に向かうとより上位の地層が出現する南傾斜の単斜構造からなる。背斜軸の近
くの地層が最も古く，北や南に向かって新しい時代の地層となっている。
島尻層群を浸食した不整合面にサンゴ礁の破砕物や浅海堆積物が堆積し，更に上部を石灰岩化し
た岩石が覆っている。サンゴ礁の破砕物，浅海堆積物，石灰岩化した岩石を琉球石灰岩と呼んでいる。

３ 喜界島城久の露頭
くず く

本論で扱うサンプルの産出地点は，喜界島町城久の露頭で，城久集落から北西に500ｍ下った
所である。島尻層群と琉球石灰岩の分布する露頭である。
上記の露頭は，サトウキビ畑の段差，道路際の段差の植生で覆われていない部分にあり，道路
の南側の斜面には上部に大型有孔虫の密集する琉球石灰岩があり，その下位や北側の畑の斜面に
はシルトが露出している。
シルト層に含まれる塊状の石灰岩の産状及び成分等については，松井（2012）に詳しく記述さ
れている。

４

喜界島城久からの底生有孔虫化石

城久から採取された底生有孔虫を示す。有孔虫の名前，チャレンジャーレポートで採取・記述
された同一種がある場合はその深度 (fathoms を fm と略 )，大きさを () 内 , 単位は mm の順に示す。
フォーナルスライドのワクが写っている場合一片のサイズは4mm。

Pyrgo murrhyna (Schwager)1850fm.(1mm), Pyrgo sp.(0.7) , Pyrgo sp.(0.8)
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Triloculina tricarinata d’
Orbigny(0.3), Lenticulina sp., Lenticulina sp.(1.2)

Lenticulina gibba (d’
Orbigny)390fm(0.6), Robulus crassus (d’
Orbigny)210fm.(0.6)

Lagena sp.(0.2), Allomorphina paciﬁca Hofker(0.2), Cassidulina subglobosa Brady(0.3)

Bulimina aculeata d’
Orb, B. notovata Chapman, Uvigerina canariensis d’
Orb.

Rectobolivina raphana (Parker and Jones)38-420fm, Siphonodosaria sp.

Stilostomella bradyi (Cushman)675fm(1), Stilostomella sp.(0.9) , Stilostomella sp.(0.8)

Reophax sp.

Reophax sp.

Reophax? sp.
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Parafrondicularia advena(Cushman), P.advena, Laticarinina halophora (Stache)

Laticarinina halophora (Stache), L. halophora, young, L. halophora, young
Laticarinina halophora (Stache) は， 大 西 洋 の675 fathoms, 南 大 西 洋 の1425 fathoms, 南 洋 の
1375fathoms から産出している。1000m から2000m に棲息している種類である。
その他の種も浅海の種類は含まれていない。写真の説明で１行に入らなかった次の種の深度・
サイズを示す。Allomorphina paciﬁca Hofker,345-620fm. Cassidulina subglobosa
Brady,675fa., Bulimina aculeata d’
Orb.580fa (0.3), B. notovata1100fa (0.3), Uvigerina
canariensis435fa (0.2), Parafrondicularia advena(Cushman)129-580fm, Laticarinina
halophora,675-1425fm.
５

喜界島城久からの浮遊性有孔虫化石
喜界島城久産出の浮遊性有孔虫化石

Globorotalia tumida (Brady)（0.4-0.5mm）

Globorotlia menardii (Parker, Jones & Brady)（0.4-0.6mm）
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Globorotlia menardii (Parker, Jones & Brady)（0.4-0.6mm）

Globorotalia hirsute (d’
Orbigny) ？（0.3-0.4mm）

Globorotalia scitula (Brady)，Globorotalia tosaensis Takayanagi and Saito(0.3mm)

Globorotalia tosaensis Takayanagi and Saito(0.3mm)

Globigerinella aequilateralis (Brady) (0.3mm)

G. aequilateralis (Brady), Globigerinoides ﬁstulosus (Schubert)(0.3-0.5mm)
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Globigerinoides saccukifer (Brady)(0.4-0.5mm)

Globigerinoides saccukifer (Brady), Candeina nitida d’
Orbigny(0.3mm)

Orbulina universa d’
Orbigny, Sphaeroidinella dehiscens (0.5mm)

Sphaeroidinella dehiscens (Parker and Jones) (0.4mm)

Pulleniatina obliquiloculata (Parker and Jones)(0.4-0.6mm)

P. obliquiloculata (Parker and Jones), P. obliquiloculata juvenile forms
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Neogloboquadrina humerosa (Takayanagi and Saito)(0.5mm)

N. humerosa,

Globigerinoides conglobatus (Brady), Globigerina falconensis Blow

Globigerinoides saccukifer (Brady)? (0.4-0.5mm)

Globigerinoides ruber (d’
Orbigny) Globigerinoides ruber (d’
Orbigny) (0.4mm)

Globigerinoides pyramidalis (van den Broeck)(0.3mm)
浮遊性有孔虫の種としての Range と分布域

５

産出した浮遊性有孔虫の種としての寿命を個々の種について記述する。引用は Hans M. Bolli &
John B. Sanders(1985) や Saito, T., Thompson, P. R., & Berger, D. (1981) である。
・Globigerinella aequilateralis (Brady), late middle Miocene to Recent, tropical to subtropical form.
・Globigerina falconensis Blow, early Miocene(N7) to Recent, subtropical to temperate.
・Globigerinoides conglobatus (Brady), latest Miocene (N18) to Recent, in equatorial to temperate waters.
Globigerinoides conglobatus (Brady), is similar to Globigerinoides obliquus Bolli, and its distribution is
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Middle Miocene to earliest Pleistocene, but also reported from the Recent of the South Paciﬁc. Ecology
is probably similar to the modern form G. conglobatus.
・Globigerinoides ruber (d’
Orbigny), late Miocene (N16) to Recent.
・Globigerinoides sacculifer (Brady)
・Globigerinoides ﬁstulosus (Schubert), late Miocene (18) to early Pleistocene (N21).
・Globigerinoides pyramidalis (van den Broeck), this form is reported only from latrest Pleistocene and
Recent sediments and equatorial waters. This form is similar to G. elongates (d’
Orbigny), but this
species is easily distinguished by its high trochospire and prominent secondary apertures. Range of this
species, G. Pyramidalis, will be prolonged at least to latrest Pliocene.
（Globigerinoides pyramidalis のレンジは，latrest Pleistocene からとされてきたが，少なくとも
latest Pliocene からにレンジが伸びるものと考えられる）
・Candeina nitida d’
Orbigny, late Miocene(N17) to Recent, equatorial and tropical waters.
・Orbulina universa d’
Orbigny, early Miocene(N9) to Recent, equatorial to temperate waters.
・Sphaeroidinella dehiscens (Parker and Jones), early Pliocene (N19) to Recent, equatorial to temperate
waters.
・Pulleniatina obliquiloculata (Parker and Jones), early Pliocene (N19) to Recent, equatorial and tropical
waters.
(Pulleniatina obliquiloculata is similar to Pulleniatina praecursor Banner and Blow, and P. primalis
Banner and Blow, and their distribution is early Pliocene(N19) to early Pleistocene (N22), and late
Miocene (N17) to early Pleistocene (N22))
Pulleniatina obliquiloculata (Parker and Jones) juvenile forms. This forms differing from P.
obliquiloculata only in the degree of outer cortex.
・Neogloboquadrina humerosa (Takayanagi and Saito), middle Pliocene (N20) to late Pleistocene (N21),
tropical.
・Globorotalia tosaensis Takayanagi and Saito, late Pliocene (N20) to early Pleistocene (N21), warm
temperate waters.
・Globorotalia scitula (Brady), early Miocene(N9) to Recent, equatorial to cool temperate.
・Globorotalia hirsute (d’
Orbigny)?,
・Globorotlia menardii (Parker, Jones & Brady) late Miocene(N18) to Recent
・Globorotalia tumida (Brady), late Miocene(N18) to Recent, equatorial waters.
個々のレンジを総合すると塊状石灰岩を産出した，城久の露頭の地質時代は，late Pliocene (N20)
から early Pleistocene (N21) と推定できる。
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