
神奈川県自然誌資料 （24）：・ 7-12,Mar. 2003 

長沼層産軟体動物化石について

奥村清

Kiyoshi Okumura: List of Molluscan Fossils from the Naganuma Formation in 

Yokohama, Kanagawa Prefecture 

はじめに

大塚弥之助 （193 7）が3 横浜市戸塚区から藤沢

市東部にかけて分布する中部更新統に対して長沼層

なる名称を与えて以来， 本層は軟体動物化石を多産

することなどから，広く知られるようになり，多くの論文

が書かれた（例えば， Ujii巴andKagawa, 1963；石井，

1975など）。特に， 1970年以降 1990年にかけては，

大規模な宅地造成工事のため，長沼層の化石は多

量に掘り起こされる結果となった。その際，筆者は藤

沢市村岡天岳院，横浜市戸塚区飯島町南谷をはじ

め， 各地から多数の軟体動物を採集したが，その後3

長沼層の化石産地はすべてコンクリートで、覆われてしまっ

たため，現在では，長沼層の化石採集はほとんどでき

なくなってしまった。そのような事情もあって，今回筆者

が採集した化石を整理して，神奈川県立生命の星 ・地

球博物館に寄贈させていただくことにした。 今回寄贈さ

せていただく軟体動物化石は， 6産地産176種である。

次に，化石産地および化石の産状について略記

し，産出化石のリストを示す。リストは黒田ほか（1971) 

及びOyama(l973）によった。今後改めて，これら化石

群集について解析を行い，長沼層の堆積環境などを

明らかにしていきたいと考える。

化石の寄贈に関しては，元神奈川県立生命の星 ・

地球博物館今永勇氏に大変お世話になった。記して

感謝の意を表す。

化石産地および産状

( 1 ）武田薬品工場裏（化石産地 1) 

藤沢市村岡，武田薬品湘南工場北方宅地造成地

北西すみ。海抜高度約 40m。高谷火山灰層下 l～

2m下の層準にあり， 固くしまった青灰色シルト層から

点在的に産出する。 大きく成長した Pθcfθ n 

(Patin opθcten) tokyoθ11s1sのf輩出が極めて多い。ほと

んど合殻のまま産出し，破損したものはまれである。

産出密度は小さい。多産する化石は Pθctθn 

(Patinopecten) tokyoensisのほか，Dθ刀ta!ium

octangulatum, A刀＇gulusViθsta/jofdesで、ある。
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( 2）天岳院（湘南墓地）（化石産地 2)

藤沢市天岳院下，天岳院墓地造成工事に伴って

産出した。藤沢市藤が丘中学校東南東約 300mのと

ころにある。海抜高度は 55～60m。層準を決定す

る鍵層は見あたらないが， 周囲の露頭から判断して，

少なくとも，高谷火山灰層の上方へ 10mは離れてい

ると推定される。 含化石層はやや凝灰質で，青灰色

（風化面で、は黄褐色）を呈する砂質シノレト層。 化石は

密集しており，異地性のものであるが，貝殻の破損は

比較的少ない。多産する化石は Homalopoma

smussitatum, G!ycymens vestita, Pecten (Notovo!a) 

naganumanus, Anomia cymatium, Fulvia mutica, Solen 

gra.nd1s, Barnθa dilatataで、ある。木化石産地の化石に

ついては別に奥村(1990）の報告がある。

( 3）県道脇（化石産地3)

鎌倉市玉縄，県道小袋谷一藤沢線，藤沢一鎌倉

市境付近の切り通し。武田薬品湘南工場北方約lkm。

海抜高度約 40m。Ujiieand Kagawa(l963）はこの地点

で火山灰層タヤスコの挟在を認めている。 Ujiieand 

Kagawa (1963）の柱状図では，本化石の産出層準

はタヤスコの上方数mのところにある。 層相は無層

理，青灰色を呈する固くしまった砂質シノレ卜層。 化石

は散在的に産出。二枚貝には合殻したものが多い。

保存状態はよく，現地性のものである。多産する化石

i;J: Siphonalia modeficata, Siphonalia fusoides －である。

( 4）東海道線久保谷踏み切り東側（化石産地4)

横浜市戸塚区長沼。この露頭は上記踏み切りから

東へ 10数m離れている。海抜高度は約 10m。化石

産出層準は火山灰層タヤスコの下8～9mfこ位置する

ものと思われ， 長沼付近では，もっとも下位の層準に

属する。化石は長沼層下限の不整合直上にある厚さ

lOcm～lmの基底磯層中に吹き寄せ状の産状を示

す 。保存状態は比較的よい。 多産する化石は



Chlamys (Clamys) fanモrinipponensis, Pecten (Notovola) 

albicans naganumanus, Anomia cytaeumである。

(5）下倉田（化石産地5)

横浜市戸塚区長沼町下倉田宅造地一帯。含化石

層の層準は海抜高度 15～20m。露頭では，タヤス

コを直接観察することはできないが，海抜高度および

走向傾斜から判断して化石はタヤスコよりやや上位の

層準に含まれているものと判断される。青灰色，やや

硬くしまった砂質シノレト層中に吹き寄せ状に密集して

産出する。保存状態、は比較的よい。多産する化石

l'i, Umbonium (Suchium) costatum, Siphonalia 

modificata, Sydaphera speng!eriana, Inquisitor je岳eysi1;

Lophfiotoma (Lophioturris) leucotropis, Lucinoma 

concentric umである＇o

(6）南谷（化石産地6)

横浜市戸塚区飯島町南谷，南飯島団地造成現

場。海抜高度約40m。化石産出層準は長沼層基底

の不整合面より上方10数mのところにあるO 不整合面

よりその上方約 10mの聞は青灰色のシルト層， その

上方は黄褐色～青灰色のシノレトと中粒砂からなるO 化

石はこの黄褐色～青灰色の地層に含まれる。含化石

層は厚さ約5m。吹き寄せ状，かなり高密度に分布す

るが，保存状態は比較的よい。 多産する化石は，

Umbonium (Suchium) costatum, Pecten (Notovola) 

albicans naganumanus, Anomia cytaeumである。

特徴的な化石種

長沼層から産出する化石は表 liこ示したとおりで

ある。 このうち， Pθct en (Noto vol aノalbica刀 5

nag，θnumanus及び、 Pθcten(Patinopθctθn) tokyoθnsis 

は，長沼をのぞく長沼層の全域から，しカも上倉田を

除くと，産出頻度は中程度以上である。神奈川県内

において Pθctθn(PatJi1opectθn) tokyoθ刀sisを産出す

るほほ同時代と考えられる地層には， 大磯丘陵の二

宮層及び三浦半島の宮田層があるが， 二宮層には

Pθctθ刀仇わtovola)a!bicans刀aga刀u刀1a刀usとともlこPθctθ刀

(Notovo!a) albicans a!bica刀sが（奥村， 1988），また，

富田層には Pecten(Notovo!a) a!bicans naganumanus 

はまったく産せず， Pθcten(Notovo!a) a!bicans a!bica刀

を多産する（堀越・小菅，1971；奥村ほか， 1979）。

これらの事実は今後，長沼層，二宮層，宮田層の対

比を考える上で重要なヒントを与えるものとJ思われ，今

後の研究課題である。
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脇，（4）長沼，（5）倉田，（6）南谷（本文の化石産地の項参照）



表 11. 長沼層産軟体動物化石産出地及び産出頻度

番号 学 名 手口 名
産 I也

武田 天岳 県道 長沼 倉田 南谷

ユキノカサガイ科 Acmaeidae

1 Acmaea (N1’veotectura) pallida (Gould) ユキノカサガイ c 
シキウズガイ科 Trochidae

2 Tristichotrnchus consors (Lischekel コシダカエビスガイ r 
3 Calliost，ひ'111ashinagawaennse dpangoanum Yokoyama c c c 
4 Cantharidus hirasei (Pilsbry) カイドウチグサガイ r 
5 Enida japonica A. Adams ハグノレマシタダミ

6 Umbonium (Suchium) giganteum (Lesson) ダンベイキサコ c c 
7 Umbonium (Suchium) costatum (Kiener) キサゴ f v v 
8 Turcica coreens1s Pease マキアゲエピスガイ c 

ヒメカヲベガイ科 Lioti idae 

9 Dentarnna Joculosa (Gould) ハグノレマヒメカタベガイ f 
10 Liot1i1aria semiclathratula (Schrenck) ヒメカタベガイ r 

リソツポ科 Rissoin i dae 

11 Costal;唱団 costulata (Dunker) スジウネリチョウジガイ f 
リュウテンサザ工科 Turbinidae

12 Homalopoma amussitata (Gould) エゾサン、／ヨウガイ v 
イソマイマイ科 Tornidae

13 Sigaretornusplanus A. Adams イソマイマイ c 
ムカデガイ科 Vermetidae

14 Vermetus de.β・enatus (Yokoyama) c 
15 Vermetus 臼•kyoensis Pilsb】y クピグテヘピガイ c 

モツボ科 Dias tom i dae 

16 Batillaria zonalis (Brugui色re) イボウミニナ c 
17αaめrofenellareticulata (A. Adams) ヌノメモツボ r 

ミジンウキツポ科 Litiopidae

18 Diffalaba picta (A. Adams) シマハマツボ f 
ヒゲマキナワボラ科 Trichotropidae 

19 Jphinoe unicarina tus Sowerby ネジヌキガイ r 
カリパガイ科 CaI yptrae i dae 

20 Calyptraea yokoyamai Kuroda カリパガサガイ a 
21 Ergaea walshi (Reeve) ヒ7フネガイ f c 

ヲマガイ科 Natici dae 

22 Tanea tabularis Kuroda シシダマガイ c 
23 Cryptonatica janthostomoides (Kuroda & Habe) エゾタ7 ガイ f a f c 
24 Cryptonatica russa (Gould) キクノタ7 ガイ f 
25 Noverita (GlossauJax) vesicalis (Philippi) ヒメツメタガイ c c 
1もNeverita(Glossaulax) hosoyai Kira ホンヤツメタガイ c 
27 Neve1ita (Glossaulax) reiniana (Dunker) ノ、ナツメタガイ c a a c c 
28 Neverita (Glossaulax) didyma (Roding) ツメタガイ a 
29 Euspila p1Ja (Pilsbry) タマツメタガイ c 

ザヲロガイ科 Eratoidae

30 Pmterato (Sulcerato) ca/losa (Adams & Pe・明石｝ ザクロガイ f 
9カフガイ科 Cypraeidae

31 め「praeasp f 
フジツガイ科 Cymatiidae 

32 Tuffitriton sp f 
33 Reticut1iton tenwliratus (Lischke) ナガスズカゲポフ c 
34 Cymatium (Fanularia) subpyrum (Yokoyama) r 

35 Charania sauliae (Reeve) ボウシュウポフ a c 
36 Charania sauliae macilenta Kuroda ナンカイボフ r r 

37 Charo111a sp r 

ヤツシロガイ科 Tonnidae

38 Tanna Juteostoma (Ki.ister) ヤツシロガイ a f c 
アクキガイ科 Muricidae

39 Reishia bronni (Dunker) レイシガイ c 
40 Mancinella echinata (Blainville) ウニレイシ c 
41 Ptempurpura stimpsoni (A. Adams) シキシマ ヨウァクガイ r 

42 Ocenebrellus aduncus (Sowerby) イセヨウァクガイ r 

43 Trophon cf. candelabrum (Reeve) ツノオリイレ（つ） f 
44 Tugonaphera cre111fera (Sowerby) へンアキオリ レイボフ r 

ヲモトガイ科 Pyrenidae

45 Mitrella bicincta (Gould) ムギガイ f 
46 Zaβ・a sinen日＇s(Sowerby(G.B.m)) ウシマツムシ r 
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表 12. 長沼層産軟体動物化石産出地及び産出頻度

番号 品寸Aー 名 ;f"I 名
産 地

武田 天岳 県道 長沼 1吉田 南谷

ヱゾパイ科目uccin i dae 

4 7 Siphona}ja mikado Pilsbry ミカドミクリガイ c 

48 Siphona/ia aspel'sa Kuroda & Habe アフポリミクリガイ c 

49 Siphonalia spadecea (Reeve) マユツクリガイ c f 
50 Sipho1wlia modefi"cata (Reeve) tコオミラ v a v a 

51 Siphonalia li1roides (Reeve) トウイトガイ I v c a 

52 Siphonalia臼・ochulustokaiensis Kira アフボリミオツクシ c 

53 Voluthal'pa cf. p剖 1yi(Jay) モスソガイ c 
オリイレヨフJfイ科 Nassari i dae 

54 Reticunassa .1apo11ica (A Adams) キヌボラ c c 

55 Nassal'ius ~θuxis) caelatus (A. Adams) ノ、ナムシロガイ f 
イトマキボフ科 Fasciolariidae 

56 F11s1]111s feu11gi11eus Kuroda & Habe コナガーシ c 

57 F11si1111s perplex11s (A. Adams) ナガーシ f c 

58 Gra1111Jili1s11s sp f 
マクフガイ科 01ividae 

59 Olibella spretoides Yokoyama ワタソコボタノレガイ c 
フデヒ告チオピガイ科 VoI utomi tr i dae 

60 P11s1a discoial'ia (Reeve) ハマオトメフデガイ c 
フデガイ科 Mitridae

61 Neb11la1ia 1]1qw]1ata (Reeve) フデガイ c 
コロモガイ科 Cancellari idae 

62 CanceJJana伐ydaphera)spengleriama (Deshayes) コロモガイ a v c 
63 Tngonaphera CJ日・1ifera(Sowerby) へソアキオリレイポウ f 

クダボフ科 Turridae

64 Elaeocyma (Splendnll1a) bl'a11nsi (Yokoyama) リンドウググマキガイ c 
も；5Elaeocyma (Elaeocyma) g／，め1i11sc11la(Yo！回＞yama) ミガキヒメモミジポフ c 
66 Horaicla vus shitoensis Oyama γトウイグチ c 
67 1そ81安めilliani valioides (Yokoyama) ニノくヒ メシヤジク

6811河川＂sitorjeffreys1i(Smith) モミγボ7 a v a 
69 Inquisitor t11bemsa (Smith) ウネダカモミジボブ c c 
70”Comitas yokoyamai＇’（Oyama) ヨコヤマチピクダ7 キ f 
71 Maki 'Bmaia col'eanica (Adams & Reeve) チョウセンイグチガイ c 
72 Lophiotoma (Lophiotwris) le11cotropis (Adams & Reeve) クグマキガイ v r 

カケノコガイ科 Terebridae 

75 Nodite1必•ra (Noditerebra) recticosta ta (Yokoyama) スグウネトタサ f c 
76 Laev1ac11s p11stulosa (Smith) ホソコゲチャクケ c 
77 St1ioterebi um sel'oti11111 (Adams & _Reeve) ヒメキリガイ c 
78 P11nctotel'ebra (Gran11Jiterebra) bathy1・haphe(Smith) イボヒメトクサ f 

トウガヲガイ科 Pyramide川idae

79 'libe1ia (0n11eJJa) psedopulchella (Yokoyama) ーヨリクチキレ f 
80 Tiberia (01i11e/Ja) p11/cheJJa (A. Adams) クチキレガイ f c 
81 7'11rbonilla (Asm1111da) a必・ctuosa(Yokoyama) ヨコスジギリ f 

イトカケガイ科 Epitoniidae 

82 Acnlla ac1111111wta (Sowerby) ウネナシイト力ケガイ f 
マメウラシマガイ科 Ringiculidae 

83 Micmg~yphis ;aponica Ha be ワフベマメウ 7シ7 ガイ c 
84 R111gccula dolial'is Gould マメウ マシマ v 

スイフガイ科 Scaphandr i dae 

85 Rhizorus cyh11drel/11s (A. Adams) 
c c 

86 Adamnestia ;aponica (A. Adams) クダタマプfイ c 
ツノガイ科 DentaI i i dae 

87 Dθntali11m octangulatllln hexago11111n Gould ムカドツノ jfイ v f c 
88 Dentali11m (Antalis) sep白ntrionaleKuroda キクノツノガイ f c 
89 Dentali11111 {Antalis) weinka11fli (Dunker) ツノプfイ c 
90 Lae円dentaliumJongtoidi Habe ミガキツノガイ c 

シワロウバイガイ科 NucuI an i dae 

91 Sacce/Ja gol'donis (Yokoyama) ゴノレドンソデガイ v f c 
92 Sacce/Ja confusa (Hanley) ゲンロクソデガイ

c 
93 Nuculana (Nuculana) yokoyamai Kuroda アァボリロウノくイ

マメクルミガイ科 NucuIi dae 

94 Acila (Acila) divaricata (Hinds) ~オキフラガイ
c 

95 Ac1Ja (Ac1la) mil-abilis (Adams et Reeve) ツクシキララガイ
c c 
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表 1-3. 長沼層産軟体動物化石産出地及び産出頻度

番号 学 名 平日 名
産 地

武田 天岳 県道 長沼 倉田 南谷
オオシフスナガイ科 Limops idae 

96 Limopsis (Nipponolimopsis) nipp凹11四 Yokoyama ヤマトマメシフスナガイ c 
11マキガイ科 Glycymeridae 

97 Glycyme.口s(Glycyme1is) vestita (Dunker) タマキガイ v c r 
98 Glycymeris (Glycyme1is) rotunda (Dunker) ベーグリ jfイ c 
99 Glycymensのリ＇ycyme1is)albolineata (Dunker) ベンウイガイ c 
100 Glycymeris (Tucetilla) pilsbiyi (Yokoyama) ピロ ドタマキガイ c 
101 Gl;’・cymens (TIJcetonella) munda (Sowerby) コゲツネガイ c 

フネガイ科 Arci dae 

102 Porterius dalli (Smith) シコ ロエガイ f 
103 Porterius dalli obliquatus (Yokoyama) f 
104 Barbatia円i・esc，剖 1s(Reeve) カリガネエガイ f 
105 Striarca (Verilarca) 1i1terplica臼 （Grabau& King) ヨコヤマミミエガイ f 
106 Scapharca bro11ght011i (Schrenck) アカガイ f c 
107 Scapharca cf. broughtoni (Schrenck) アカガイ（つ） f 

イガイ科 Myti I idae 

108 A1odiolus (Modiol11s) modiol11s diffi"cilis (Kuroda & Habel エゾヒバリガイ r c a 
109 Modiolus (Modiolusia) elongatus (Swainson) カフスノマタ フガイ c 
llO Modiolus sp r 

ハポウキガイ科 Pinnidae

lll A trina (Se1 ba tiina) pectin a ta japonica (Reeve) タイ ラギ c 
イヲヤガイ科 Peetin idae 

ll2 α•1Ja111ys (Ch!amys) faJTe1i nipponen日s(Kuroda) アスマーシキガイ c v c a 
ll3 Chlamys {Mimachlamys) nobil1s (Re＜割合 ヒオオギガイ c c 
ll4 Chlamys saquamata (Gmelin) ーシキガイ c 
ll5 Chlamys (Ch!amys) jo11ssea11mei Bavay ークイロナデシコガイ f 
ll6 Cryptopectensematensis Oyama セマタヒヨク r 
ll7 C1yptopecte11 vesiculosus (Dunker) ヒヨクガイ c 
ll8 Decatopecten st1iat11s (Schumacher) キyチャクガイ r 

ll9 Pecten (Notovola) a!bicans 11aganuma1111s Yokoyama カズウネイタヤガイ c v v a v 
120 Pecten {Miz11hopecten) tokyoensis Tokunaga トウキョウホタァガイ v a a c c 

ウミギクガイ科 SpondyI i dae 

121 Spondyl11s ba出at11sReeve ウミギクガイ c 
ミノガイ科 Limi dae 

122 Lii11a z11shie11s1s Yokoyama モクハチミノガイ f c 
123 Lii11a1ia hakodate11s1s (Tokunaga) フク レユキミノガイ c 
124 Ctenoides Jamyi (Smith) ノ、ネガイ c 

ナミマガシワガイ科 Anomi idae 

125 Anomia cytae11111 Gray ナミマガシワガイ c v v a v 
126 Monia umbonata (Gould) シマナミマガシワガイ f 

イヲポガキ科 Ost re i dae 

127 Ostrea ci1℃umpicta Pilsbry コゲゴロモ f 
128 Ostrea denselamellosa Lischke イタボガキ f 
129 α・・assostreagigas (Thunberg) 7 ガキ f a 
130 HJ咽tissahyotis imbricata (Lamarck) カキツノミタガイ

シラオガイ科 Astartidae

131 Astarte (T1idontaJ borealis Schumacher エゾシラオガイ

モシオガイ科 Crassate I I i dae 

132 α・assatella (E11crassatella) nana (Adams & Reeve) スグレモシオガイ c f f v 

133 Crassatella (Crassatina) oblongata Yokoyama ワタゾコモシオガイ

トマヤガイ科 Carditidae 

134 Venericardia (A1egacardita) feJTuginosa (Adams & Reeve) フミガイ c c 
135 防・ve1ica1dia(Cyclocardia) i忌•rrnginea ((A. Adams) クロマノレフミカ守イ I 

ザルガイ科 Cardiidae 

136 F匂sticardi11111b11rchardi (Dunker) ザノレガイ c 
ケシフミ科 CardititelI idae 

137 Carditella (Carditellopsis) toneana (Yokoyama) ケシフミガイ c 
フ9パシラガイ科 Ungulinidae 

138 Cycladicama c11mingi (Hanley) ユノオガマ

ツキガイ科 Lucini dae 

139 L11cinoma concentricum (Yokoyama) ツキガイモ ドキ r v r 

140 P1J!uci11a伯J!ucina)pisidium (Dunker) ウメノノ、ナガイ r 

141 P1Jluci11a (Wal!11cina) stria ta (Tokunaga) チジミウメノハナガイ c 
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表 1-4. 長沼層産軟体動物化石産出地及び産出頻度

番号 品弓一 名 干日 名
産 全也

武田 天岳 県道 長沼 倉田

キクザルガイ科 Chamidae

142 Chama f印 ama)aspersa Reeve キクザノレガイ f 
ブンブクヤ ドリガイ科 Montacuti dae 

143 A心＇pponomysellaoblongata (Yokoyama) マノレヘノジガイ r 
マルスダレガイ科 Veneridae 

144 Saλ・idomus pwpw沼tus(Sower by) ウチムフサキガイ f 
145 Cfrce yokoyamai Otuka ヨコヤマ、ンオフガイ r 

146 C!ino印 rdium(Fuscocardium) braunsi (Tokunaga) ブァウンスイチカゲガイ c 
147 Ch110ca1 dium (Clinocardium) cahfon1iense (Deshayes) エゾイシカゲガイ c 

148 Fulvia mutica (Reeve) トリガイ v a r a 
149 Pi tar (Pitan]1a) japonicum Kuroda & Kawamoto ウスハマグリ c 

150 Callista cJ11]1ensis (Holten) マツヤ7 ワスレガイ

151 Placamen白ara(Dillwyn) ノ、ナガイ c f 
152 Meretriλ・ lamarcki Deshayes チョウセンハマグリ c 

153 D四 inia(Phacosma) cf. japonica (Reeve) カガミガイ（つ） f 
154 Dosi111~？ (Phacosma) japonica (Reeve) カガミガイ a 
155 Paphia schnelliana (Dunker) オオスダレガイ c 

156 Paphia (Paphia) naganumana Otuka 

157 Paphia vernicosa (Gould) アケガイ f 
158 Anomalocardia f均・re1ηolpa)minuta (Yokoyama) アデヤカヒメカノコアサ

159 Tapes (Rudi tapes) japonicus (Deshayes) アサリ r 

160 Clementia va theleti Mabille フスマガイ c 
バカガイ科 Mactridae 

161 Lutra1羽田eboldiReeve ヒフカモジガイ c 
162 Tresus keenae (Kuroda & Habe) ミノレクイプfイ I f c 

シオサザナミガイ科 PsammobI i dae 

163 Gari anomala (Deshayes) ウスベニマスオガイ c 
キヌ空アゲマキガイ科 SoI ecur i dae 

164 Azon1ws abbreviatus (Gould) ズングリアゲマキガイ f c 
ーツコウガイ科 TelI inidae 

165 A厄tidotellinanitidula (Dunker) サタフガイ c 
166 Angu/us vestalioides (Yokoyama) クモリ ザタフガイ c 
167 Solecurtus divan'catus d1varicatus (Lischke) キヌタアゲマキガイ f 
168 Macoma tokyoensis Makiyama ゴイサギガイ c 

マT ガイ科 Solenidae

169 Soleng1沼ndisDunker オ万＇？ T v 
170 Solen krusenit1 tni Schrenck エゾ7 テガイ a 

キヌマトイガイ科 Hiate I I idae 

171 Panopejaponica A. Adams ナミガイ

シコロクチベーガイ科 CorbuIi dae 

172 Solidicorbula eiythrodeon (Lamarck) クチベーガイ c 
173 Ca1yoco1占ula(Anisocorbula) venusta (Gould) クチベーデガイ a c 

オガイ科Pholadidae

174 Baniea dila ta ta (Souleyet) ウミタケガイ v c 
ミツカ ドカ11ピフガイ科 Myochami dae 

175 Myad01刀yokoyamai(Otuka) Habe トガリカタビフガイ f 

注 ）産地， 武田 武田薬品工場うら （1)， 天岳 天岳院（2）， 県道県道脇（3），長沼長沼（4），倉田 倉田 （5）， 南

谷 南谷 （6) （図及び本文の化石産地の項参照） 産出頻度（1地点あたりの個体数）， r 1, f 2～3, c 4～7, a 8～ 
15, v 15 < 

商谷

a 

c 

a 
f 
c 

c 

c 

c 

c 

c 

a 

（徳島文理大学工学部）
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