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Ⅰ. は じめ に

日本列島の第 四紀 の脊椎動物化石 は,各地 の湖沼,浅海,洞窟 または裂糠堆積

物 か ら産出するが,それ らは第 四紀 の各時代 にわた って いる.また,それ らの地

質年代 につ いては,各動物化石群集の生層序学 的見地か らの考証 のみな らず,そ

れ らの包含層 についての種々の手法 による放射年代 の測定がなされてきた.

瀬戸 内海 の海底か らは,ナ ウマ ンゾウを代表種 とする晴乳動物化石群が多産 し,

日本の第四紀後期の晴乳動物動物化石群 の一つを代表す る. しか しなが ら,その

地質時代については,他地域の化石群集 との対比な らびに海底下 の地質 層序か ら

推定がなされてきた (Hasegawa,1972;OtsukaandShikama,1976;大塚,1987)

のみで,化石 そのものの放射年代は測定されていない.

東 シナ海 の大 陸棚か ら産 出す る脊椎動物化石群集 につ いては, これ までにその

分布が 同大 陸棚 の広範囲にわた っていることが知 られてお り,その動物化石群は

瀬戸 内海 のナ ウマ ンゾウ動物群 に対比 されている (大塚,1987). さらに, これ

まで 同大陸棚 か ら採集された貝殻や泥炭の14C年代は,約3,000yrBPか ら6,000

yrBPにわた り,同大陸棚 にはウルム氷期 の最盛期か らその後の海進期にかけての

遺存堆積物が分布 していることが知 られてい る (Emeryeta1.,1970). したが っ

て,同大陸棚の海底 にはウルム氷期の最盛期 に生息 して いたであろう低 陸地 の動

物群や,ウルム氷期 の最盛期にいたる以前あるいは以降の動物化石群 の存在が予

想 される.同大陸棚海底の各地に分布 してい るPaJaeoloxodoD-ElaphuTuSmayal'群

隻 (大塚,1-987)は,古生物学的な見地か ら瀬戸内海 のナ ウマ ンゾウ動物群 に対

比 されたが,動物化石その ものの放射年代は測定されていなかった.最近,奄美

大 島東方の水深約120-14()mの通称 "くちみの瀬"か ら採集された大型鹿類の腰

骨 (大塚ほか,1977)の加速器14C年代が,25,740±220yrBPと報告された (中

村ほか,1996). また,同時に測定 したゾウの臼歯な らびに水牛 の角化石 につい

ては,14,640-19,980 yr BPとウルム氷期 の最盛期を含む14C年代値が得 られた

が,コラーゲ ン含有率が低 いことか ら,実際 よ りも若い年代 を示 してい る可能性

が高 いと考え られてい る (中村 ほか,1996). この ように,東 シナ海の脊椎動物
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化石 の放射年代については,まだ十分なデータが得 られているとは言えない.

南西諸島の脊椎動物群集の起源は地質時代 にさかのぼ り,そのおおよその年代

は,それ らの包含層 の層位 に基づいて決定されている. これ ら包含層の放射年代

については, い くつかの14C年代値が報告されている (高井,1975;高井 ･長谷

川,1971;浜 田,1985).南西諸島の古地理および動物群の起源を考え る上で重

要な化石記録の一つには,1940年に発見 された宮古島平良市大野越棚原の燐鉱石

採掘場か ら発見された旧象化石がある(Tokunaga,1940;Otuka,1941). この象化

石 につ いては,最初 の報告者による古生物学記載がなされないまま半世紀以上を

経過 してお り,その分類学的位置 については確定されないまま今 日に至っている.

この象化石を包含す る洞窟堆積物は琉球層群の最上部層 の堆積後形成 された もの

で,更新世後期の洞穴堆積物に含まれているが,その放射年代は未だに測定 され

ていない.

今回,上記の宮古 島産 旧象化石と東 シナ海お よび瀬戸 内海の海底か ら採取 され

た晴乳類化石の14C年代を名古屋大学年代測定資料研究センターのタンデ トロン加

速器質量分析計 (中村 ･中井,1988;中村,1995)により測定 したので,以下に

その結果を報告する.

Ⅱ. 測定試料

本研究で用いた晴乳類化石をまとめて表 1に示す.今 回分析 した試料 は,計 3

点である.試料 1は,沖縄県,宮古島産 旧象の上顎臼歯化石で,現在東京大学総

合研究資料館に所蔵 されているものである.予察的な研究の結果,この臼歯化石

はゾウ科 (Elephantidae)のマムーサス属 (Mammulhus)であることが明 らかに

な った.試料 2は,瀬戸 内海の倉敷市下津井沖の備讃瀬戸の海底から採取された

ナウマ ンゾウの牙化石で,倉敷市立 自然史博物館所蔵の山本慶一氏コレクシ ョン

表 1 晴乳類化石の種類,採取地点とその水深
Table1 Samplematerials,localitiesandwaterdepthformamm alfossils

Sample Material Samplinglocation Depth

no･ (Specimen) (Latitude,LJ)ngitude) (meter)

Uppermolar
(Mammuthussp.)

Tusk

(Palaeoloxodonnaumanni)

Horncore
(Bosgrunniens)

TanabaruofHiraraCity,
Myakols･oftheNanseiIs.
(ca･24047'N,1250 19TE)

BisanstraitofSetoInlandSea

(ca.340 -34.5oN,133oE)

WestempartofEastChhaSea
(290 15-55'-N,1240 lワtE)

uncertaln
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表 2 晴乳類化石のコラーゲン収量,二酸化炭素収量, ∂ 13C値および14C年代値
Table2 Collagenyields,CO2yieldsfromcollagen,613cand14cagesformammalianfossils

sample Yleldof Couagenweight CO2yield 6 13cH.14cage Labno･
No･weight Collagen* foranalysis**

(g) (mg)/(%) (mg) (mgC)/(%) (0,/oo) (yrBP) (NUTA-)

1 9.45 GC:0.61/0.006 GC+SC=4.52
SC:3.91/0.041 (0.61十3.91)

0.21/4.73 n.d. 2,950±360 4231

2 7.07 GC:2.75/0.039 GC+SC=14.48 5.24/36.2 -24.5 28,290±410 4232
SC:25.83/0.365 (2.75+ll.73)

3 10.43 4.32/41.4 -14.8 Modem 4230

*GC:Gelatincollagen,SC:Solutioncollagen **GC+SC:Mixtureofgelatinandsolution
collagenfractions ***ll.d.=110tdetermined

の一部であ る.試料 3は,東 シナ海の揚子江沖水深70mの海底か ら採取 されたヤ

クの角鞘であ る.

試 料 1と試料 2は,化石種の生層序学的な らびに進化学的見地か ら10万年 ～20

万年 前の年代が予想 されることか ら,今回の14C年代測定ではスケールア ウ トす る

こ とが期待 され る. また,試料 3は,内陸的要素 (乾燥気候 )の強 い 牛科である

こ とか ら,更新世末 のウルム氷期最盛期 (2.0-1.8万年前 )の年代値が期待 され

る.

Ⅲ.測定結果 および考 察

骨,角や 臼歯 を構成す る無機成分 は外部の炭素 との交換が起き易 く,硬タ ンパ

ク質 で あ るコラーゲ ンの方が化学 的風化 に対 して よ り安定 で ある とされて い る

(Aitken, 1990). このため,本研 究では試料か らコラーゲ ンを抽 出して14C年代

を測定 した (有 田ほか,1990;中村ほか,1996).なお,この コラーゲ ン抽出法

では,45,000yrBPをこえる14C年代値が報告 されている (有 田ほか,1990;沢 田

ほか,1992).

表 2に測定結果 を示す .14C年代値は,Libbyの半減期5,568年を用いて算出し,

西暦1950年か ら遡 った年数で示 した.誤差は 1標準偏差 (onesigma)で示 した.

これ は同様 な条件で年代測定を100回繰 り返 したとき,その年代値が誤差範囲内に

入 る割合は68回 と予想 されることを意 味す る.試料 2,試料 3については,得 ら

れ た二 酸 化 炭 素 の一部 を 用 い て, トリプル コ レク タ 一 式気 体 用 質 量分 析 計

(Finnigan MAT 社製 ,MAT-252)により炭素安定同位体比 (∂13C値)を測定 し

て,炭素同位体分別 の補正を行 った (中村ほか,1994;小 田,1994).

試料 1の14C年代 は,2,950±360yrBPとかな り若い値を示 している.試料 1の

コラーゲ ンは,その収率 がゼラチ ンコラーゲ ンと可溶性 コラーゲ ンを足 しあわせ
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ても0･047%ときわめて低いことか ら,ほとん ど分解 されてな くなって しまったも

のと判断される.さらに, この抽出された "コラーゲン"は,二酸化炭素 (CO2)

の収率 も4･73%と新鮮な骨のコラーゲン (40-50%) と比較 してきわめて低いこ

とから,元来含 まれていたコラーゲ ンではない可能性が高い.したが って,測定

に用 いたC02は,その後に混入 した有機物 に由来す る可能性が高い,なお, ∂13C

値は得 られたC02が0.21mgときわめて少量であったため測定 していない.

試料 2の14C年代 は,28,950±360 yr BPである.コラーゲンからのC02の収率

は,36･2%と標準的な値に近 い. しか し, コラーゲンの収率は,ゼラチンコラー

ゲ ンが0･039%,可溶性コラーゲンが0.365%とやや低い.また,一般に新鮮な骨

の コラーゲ ンの含有率は,可溶性コラーゲンよ りもゼラチンコラーゲ ンの方が高

く,年代が古 くなるにつれて可溶性 コラ-ゲ ンの割合が増加する傾向がみられる

(中村 ･中井,1993). したがって,試料 2のコラーゲンもかなり分解が進んで

いるものと考え られ る. このため,得 られた年代値 も若返っている可能性が十分

考え られる.この試料の∂13C値は-24.5%Oであった.この値は,C3植物 (∂13C値

～-26%o)を食す る陸上の草食動物の標準的な ∂13C値 と一致 している (表 3).

試料 3の14C年代は,Modernであった.この試料か らのC02の収率は41.4%であ

り,タ ンパ ク質 として適当な炭素を含んでいる.したが って,得 られた結果は十

分信頼でき ものと考え られる.また,この試料の∂13C値は-14.8%Oであ り,見か

け上は海獣類のコラーゲンの値を示 している (表 3).前述のようにC02の収率

はよいことか ら,外部の炭素 による汚染 によって-21--23%Oか ら-14.8%Oまで変化

した とは考え られない.むしろ,このヤクが食物 としてC3植物 と共にC4植物 (～

110%o)を利用 したと考えた方が妥当であろう.コラーゲンの∂'3C値として-14.8

%Oを得るためには,計算上C3植物 とC4植物をほぼ同じ割合で食物として利用 した

ことになる.ただ し,アワ, ヒエ,キ ビなどのC4植物のうち, どの植物を実際利

用 していたかは明らかではない.

表 3 晴乳動物の食物と骨コラーゲンの∂13C値
Table3 Typicalvaluesof613cforbonecollagen

ofmammalsandtheirfeedplants

samplematerials ∂13C(%o)

C3plants

C4plants

Bonecollagenof
herbivorousmammalsfeeding
ononlyC3plants

BoneCollagenof
marinemamm als
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Ⅳ.おわ りに

今回分析 した 3つ の試料 は,すべて予想 した年代値を示さなか った.その うち

試料 1, 2の年代値 は, コラーゲ ンの含有率が低いことか ら,実際よ り若い年代

を示 してい る可能性が高 い.また,試料 3の炭素含有量 は, タンパ ク質 として十

分な量であったが,その年代値はmodernであ った.

海底風化 にさ らされた化石試料が どの程度測定に耐え ることができるか,化石

試料 のどの部位が14C年代測定 に適切であるかなどを検討するには,今後さ らに測

定例 を増やす必要があろ う.また,海底か ら採取された晴乳類化石についての14C

年代値 は, これ まで にそれほど多 く報告 されて いない.第四紀後期にお ける晴乳

類 の時空分布を考察するためには, さらに多 くの年代値が得 られ ることが期待さ

れる.
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Abstract

wehaveconducted14cdating,withaTandetronacceleratormassspectrometer(AMS)

atNagoyaUniversity,oncarbonfrom threemammalianfossilsamples:(1)anupper

molarofMammuthussp.collectedfromTanabaruofHiraraCity,MiyakoIslandofthe

NanseiIslands;(2)atuskofPalaeoloxodonnaumannifromtheseabottomoftheBisan

straitofSetoInlandSea;(3)ahorncoreofBosgnLnniensfromwesternpartoftheEast

chinaSea,atadepthof70m･Thecorrect14cagesofthosemammalianfossilsamples

areveryimportanttOevaluateatemporalchangeofpaleo-environmentaroundEastAsia

throughthePleistoceneage･

Toobtainreliable14cagesforcollagenfractionsextractedfrom molarandtusk,the

collagenfractionsmustbepreservedfromweatheringlnnature.However,experimental

yieldsofgelatincollagenfractionswereverylow(e･g･0･006and0.04%),presumablyas

aresultofweathering.TheCO2yieldsfromthecollagenfractions,4.7and36.2%,are

considerablylowerthanatyplCalvalueof41-42% forgelatincollagenextractedfrom

fresh bone samples･This resultsuggests thatthe samples have suffered from

contaminationbyotherorganicmaterialsWithlow carboncontentsandnotonlyfrom

weathering･･rhusthe14cagesof2,950and28,290yrBPobtainedforsamplesnos･1

and2Shouldbeconsideredunreliable･Wesuspectthe14cagesforsamplesnos･land2

areprobablyyoungerthantheactualdates,asaresultofsamplecontaminationby

youngercarbon･Forsampleho･3,CO2isextracteddirectlyfrom horncore.TheCO2

yieldof41･4%forthissampleisreasonablyhigh,enoughtoglVeareliable14cage･Thus

the14cageof一一Modern一一Obtainedforthesampleshouldbeconsideredreliable･

Keywords:Mammalianfossil,AMS-14cage
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